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2019年度　イベント 内　容 実施主体

7月20日～8月20日

7月21日

7月21日

7月23日～11月4日

7月25日～9月26日

7月27日

7月27日～8月18日

7月27日～10月5日

7月27日～10月26日

7月28日

7月28日

7月28日

7月31日

8月2日～9月29日

8月3日

白山公園空中庭園朝ヨガ教室

公園の活性化や市民の健康増進、また駐車場の利用促進

につなげることを目的に、白山公園空中庭園でのヨガ教

室を開催。

公益財団法人新潟市開

発公社
白山公園空中庭園

小学生のハテナ？からさぐるにい

がたのれきし

これまでに寄せられた小学生からの様々な歴史の質問に

答える企画展示。開港以前の新潟市の様子を学ぶことが

できる内容とした。

新潟市新潟市文化財センター

H.O.G.ファンライドラリーin新潟

（ハーレーダビッドソンのイベン

ト）

メンバーの親睦を図るイベント。
株式会社YOUエンター

プライズ
万代島多目的広場

新潟市ジュニア合唱団

第29回定期演奏会

小学2年生から高校3年生まで約130名で構成される少年

少女合唱団による定期演奏会。

公益財団法人新潟市芸

術文化振興財団
新潟市民芸術文化会館

瀬波温泉サマーキャンペーン

期間中に瀬波温泉の対象旅館に宿泊した方を対象に、抽

選で1,073（せなみ）名様に宿泊補助券（10,000円）を

プレゼントするキャンペーンを開催。

村上市瀬波温泉

浜で遊ぼう in 南浜
新潟の海の恵みをPRするほか、市民と漁業関係者が交流

する水辺空間のにぎわいを創出。

浜で遊ぼうin南浜実行委

員会
北区 南浜船だまり

にいがた古町いまむかしカルタを

つくろう！

小学生3～6年生を対象に、古町地区の歴史や町なみにつ

いて調べたり、街歩きをし、そこで得た発見をカルタに

するワークショップを実施。

みなと新潟実行委員会新潟市歴史博物館ほか

東区工場夜景バスツアー

（全４回）

平成25年にスタートし、今年で7年目を迎えるバスツ

アー。工場見学などを盛り込み、普段は見ることができ

ない「裏側」を楽しめる企画内容。

新潟市東区内

くろさき茶豆　夏の陣

国の地理的表示(GI)保護制度に登録された「くろさき茶

豆」を堪能し、魅力を発信。期間中は全日本茶豆サミッ

トや当日座などの茶豆をテーマとした様々なイベントを

実施。

「くろさき茶豆　夏の

陣」実行委員会
西区内

味方地区ふるさと納涼まつり

味方地域で活動する団体・地元中学校・保育園の演舞演

奏の発表、子どもから大人まで楽しめるイベントや商工

会等による各種出店、ゲストパフォーマーのステージな

ど地域の絆・魅力を体感できるふるさとイベント。

味方地区ふるさと納涼

まつり実行委員会
味方野球場

クルーザーヨットで新潟港・日本

海を体験しよう
市民を無料招待し、大型ヨットの体験乗船会を実施。

新潟オフショアセーリ

ングクラブ
新潟西港エリア

学校で妖怪

新潟県内の妖怪イラスト展。妖怪にまつわるイベントも

開催し、参加者に直接語りかけて、新潟の魅力の一つで

ある妖怪文化に親しむ機会を提供。

ゆいぽーと（新潟市芸

術創造村・国際青少年

センター）

新潟市芸術創造村・国際青少

年センター

浚渫船見学クルーズ
新潟西港で活躍する浚渫船（谷村建設第五長門号)の作

業風景を信濃川ウォーターシャトルの船内から見学。
リバークルーズ愛好会新潟西港

乗船ウォッチング

小学生と保護者を対象に、行きは新潟港9：20発のカー

フェリーで海洋教室を行い、佐渡到着後は自由行動。

ジェットフォイル最終便で新潟港に着くイベントを開催

した。

公益社団法人北陸信越

海事広報協会
新潟港～両津港

ビーチライフ IN 新潟
ビーチフラッグスやビーチバレー、ビーチサッカー、

ビーチテニス大会等を開催。

ビーチライフ IN 新潟実

行委員会
日和山浜海岸

とき・ところ
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2019年度　イベント 内　容 実施主体

8月3日～8月4日

8月4日

8月4日

8月4日

8月6日～8月8日

8月6日～8月8日

8月6日～8月18日

8月7日～8月8日

8月9日～8月10日

8月9日～8月11日

8月10日

8月10日～8月12日

8月10日～8月15日

8月18日

8月21日

水理実験場一般公開

日本最大級の｢水理実験場｣を一般に公開。25mプール6

個分の水槽に作られた港の模型に、造波装置で実際の海

に近い波を起こす様子を公開。

新潟港湾空港技術調査

事務所
新潟港湾空港技術調査事務所

水理実験場

聖籠マリンフェスタ2019

海洋レジャー体験、砂浜でのイベント、ステージイベン

ト、グルメ屋台村など、夏の1日を満喫できるイベン

ト。

聖籠マリンフェスタ実

行委員会
みなとオアシス聖籠（海のに

ぎわい館、網代浜海水浴場）

新潟市ジュニア邦楽合奏団

第24回定期演奏会

小学2年生から高校3年生まで約40名で構成される邦楽合

奏団による定期演奏会。

公益財団法人新潟市芸

術文化振興財団
新潟市民芸術文化会館

2019佐渡オープンウォータースイ

ミング

美しい海に恵まれた佐渡での遠泳イベントで、日本水泳

連盟の認定大会。上位選手には日本選手権オープン

ウォータースイミング競技の出場権を付与。

佐渡オープンウォー

タースイミング実行委

員会

佐和田海岸海水浴場

多用途支援艦「ひうち」

一般公開

海上自衛隊多用途支援艦を誘致し、市又は協力団体主催

による歓迎行事及び一般市民等への一般公開を実施し、

自衛隊への理解向上と150周年事業の盛会に寄与。

自衛隊新潟地方協力本

部
新潟西港山ノ下埠頭

新潟まつり

日本最大級の民謡流しや、古式ゆかしい住吉行列、信濃

川河畔での花火大会など多彩な催しを開催する本市の夏

の最大イベント。

新潟まつり実行委員会古町、万代、信濃川河畔

新潟まつりお祭り広場

（道路ふれあいコーナー）

万代シテイで「道路ふれあい月間」の一環として『道路

ふれあいコーナー』を開設、様々な企業、団体が出展。

働く車の試乗体験、パネル展示等を通し、道路の仕組

み、災害時の対応等について学んで体験するイベント。

新潟国道事務所ほか万代シテイ

両津七夕まつり・川開き

8月7日と8日に「子ども山車パレード」「鼓笛隊パレー

ド」「民謡流し」「鬼太鼓」が行われ、祭りの最後には

「大花火大会」も行われた。

両津川開き協会佐渡市夷・湊中心街

水路記念日・新潟開港150周年記

念パネル展
海図で見る新潟港の150年。 第九管区海上保安本部新潟県立図書館

親子みなと見学会
子どもたちに港に興味を持ってもらうことを目的に、国

土交通省の港湾業務艇に乗船して、新潟西港内を見学。

新潟港湾・空港整備事

務所
新潟西港周辺

にいがた市民大学「農と食で地域

をプロデュース」公開講座

第9回を講座受講者のほか、一般申込者を含む公開講座

を開設。地域の持続的な発展に欠かせないエネルギーの

自給について、再生可能な発電によるエネルギー産地と

しての農業・農村の可能性を考える講座を実施。

新潟市万代市民会館

直江津港フェスティバル2019

直江津港に市民をはじめ多くの人に海や港、船に親しみ

を持ってもらい、港の賑わい創出を図り、直江津港の更

なる発展につなげるイベント。

直江津港フェスティバ

ル実行委員会
直江津港

ビアフェスタ
ビアガーデンを開催し、帰省客や観光客を誘致すること

で、みなとの賑わいを創出。※15日は荒天により中止

「オアシス2019夏」実

行委員会
あいぽーと佐渡

りゅーとぴあ演劇スタジオキッ

ズ・コース

APRICOT2019夏季公演「リフカ

の旅」

演劇に関わる人材を育て、新潟から優れた舞台芸術を生

み出していこうと運営している子ども劇団による夏季公

演。

公益財団法人新潟市芸

術文化振興財団
新潟市民芸術文化会館

日本海夕日キャンペーン・日本海

夕日コンサート

日本海に沈む夕日を通じて新潟を全国にアピールする、

市民の手による日本海夕日キャンペーンのメイン事業。

夕日の沈む日本海をバックに豪華アーティストたちの演

奏が約4万人の聴衆を魅了するシーサイドイベント。

日本海夕日キャンペー

ン実行委員会
西区青山海岸ほか

とき・ところ
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2019年度　イベント 内　容 実施主体

8月24日

8月24日

8月24日

8月24日～8月25日

8月24日～10月6日

8月25日

8月25日

8月25日

8月25日～10月31日

9月1日

9月3日～9月5日

9月6日～9月8日

9月7日

9月7日～9月8日

9月7日～10月19日

とやの物語2019、潟めぐりイベン

トスタンプラリー

鳥屋野潟の魅力を感じ未来を考えるイベントの実施と併

せ、市内の潟付近で開催するイベントを巡りスタンプを

集めた人に記念品を進呈。

新潟市各イベント会場

ミサイル艇「はやぶさ」一般公開

海上自衛隊ミサイル艇「はやぶさ」を誘致し、市又は協

力団体主催による歓迎行事及び一般市民等への一般公開

を実施し、自衛隊への理解向上と150周年事業の盛会に

寄与。

自衛隊新潟地方協力本

部
両津港中央埠頭　先端岸壁

明和義人祭『江戸時代の新潟まち

の人びとはすごかった～江戸時代

の踊り風景を皆で再現～』

明和期（江戸時代）に凶作・重税に苦しんだ新潟の町民

が藩へ異議を唱え、2か月にわたり町の政治を自分たち

で取り仕切った。その偉人たち「明和義人」に改めてス

ポットを当て、2008年からお祭りを開催。

明和義人祭実行委員会古町商店街

第17回萬代橋誕生祭

新潟市のシンボルである重要文化財萬代橋の生誕を祝う

ため、毎年8月に萬代橋周辺の複数会場にてイベントを

開催しており、今年で17回目を迎えた。

萬代橋誕生祭実行委員

会
万代テラス、信濃川左岸緑地

みなと・さがん、萬代橋

新潟青年会議所65周年　記念事業

PEACE BANK

信濃川にて花火の打ち上げなどに使われる艀（はしけ）

を水上に設置し、植物アート作家より「光」をテーマに

舞台装飾を施し、その幻想的な雰囲気の中、有名アー

ティストによる音楽ライブを艀上にて行った。

一般社団法人新潟青年

会議所
万代エリア、信濃川及びミズ

ベリング周辺

2019佐渡国際トライアスロン大会

島全体を使ったロングディスタンス・トライアスロン大

会。Ａタイプは国内最長距離で、日本一過酷なコースと

言われており、今年度も完走者にはASTROMANの称号

が授与された。

佐渡国際トライアスロ

ン大会実行委員会
佐渡市内全域

わらアートまつり

稲わらを使用した巨大なオブジェ「わらアート」を5体

展示するとともに、西蒲区の特産品などを販売する「西

蒲市場」、わら工芸品作り体験教室、過去の作品の制作

風景などを展示する「木陰のギャラリー」などを実施。

新潟市上堰潟公園

みなと・しもまち・川祭り 2019

みなとぴあ敷地内の旧河道に浮かべた手作りの灯籠を眺

めながら、ゆっくりと過ぎゆく夏のひと時を楽しむイベ

ント。

新潟北部開発協議会新潟市歴史博物館

みなとまち新潟魅力発見　ウォー

タークルーズ＆街歩き

BSNアナウンサー三石佳那と下町地域を船と徒歩で巡る

街歩きツアー実施。みなとぴあ発着の信濃川ウォーター

シャトルで水上から街を眺め、街歩きゴールの旧小澤家

住宅では地元食材昼食を提供。

株式会社新潟放送新潟市歴史博物館～旧小澤家

住宅

信濃川クルーズ体験×万代テラス

イベント

信濃川ウォーターシャトルに乗船し、信濃川河口部や萬

代橋、やすらぎ堤などを周遊した。また発船場所の万代

テラスでは、大人から子どもまで楽しめる各種イベント

も開催した。

新潟商工会議所万代テラス

歴史講座「古資料が語る新潟の歴

史」

多くの市民に新潟の歴史について知識を深めてもらうこ

とを目的に開催。新潟港や新潟開港に関する資料を含む

歴史資料を読み解きながら、専門家や歴史文化課職員

が、中世から近代の新潟の様子などを解説した。

新潟市万代市民会館

B.LEAGUE2019-20　プレシーズ

ンゲーム　新潟アルビレックスＢ

Ｂ　ホームゲーム

新潟アルビレックスＢＢのプレシーズンゲームは、今回

で佐渡大会10回目の記念大会。会場はサンテラ佐渡スー

パーアリーナ。屋外のSea級グルメプレイベントも開催

し、2日間で2109名が来場。

株式会社新潟プロバス

ケットボール
サンテラ佐渡スーパーアリー

ナ

夕日ウォーク
中央区の海岸沿いの自然や夕日を楽しみながら行うウ

オーキングイベントを実施した。

新潟市・新潟市スポー

ツ推進員連盟中央区協

議会

中央区西海岸

秋の山陰 境港クルーズ

（２泊３日）

週末を利用して、山陰の松江・出雲などへの海の玄関口

で日本有数の漁港・鬼太郎の町・境港へ。「ぱしふぃっ

く　びいなす（総トン数26,594トン 」による新潟港発着

のクルーズ。

日本クルーズ客船株式

会社
新潟港発着

飛鳥Ⅱ日本海クルーズ3日間

日本最大のクルーズ客船「飛鳥Ⅱ」で行く「日本海ク

ルーズ・函館3日間」を新潟開港150周年連携事業として

実施。

株式会社新潟日報社・

株式会社NST新潟総合

テレビ

新潟港発着～函館

とき・ところ
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2019年度　イベント 内　容 実施主体

9月7日～1月18日

9月8日

9月8日

9月8日

9月8日

9月8日

9月9日～9月22日

9月13日

9月13日～9月16日

9月14日

9月14日

9月14日～9月16日

9月15日

9月15日～10月26日

9月21日

新潟市ジュニアオーケストラ教室

第38回定期演奏会

小学4年生から高3年生まで約110名で構成されるオーケ

ストラによる定期演奏会。

公益財団法人新潟市芸

術文化振興財団
新潟市民芸術文化会館

わんにゃんカーニバル♪ 2019in大

かま

ペット同伴でお買い物やお食事ができるイベント。猫の

譲渡会、ペット同伴避難等、啓発パネルの展示なども。

楽しみながら動物愛護。命あるものみんなが認め合える

優しい社会になったらいいなとの思いから企画。

かえる実行委員会万代島多目的広場

いい汗いい食江南健幸ライド

平坦な地形特性と阿賀野川、小阿賀野川、信濃川など水

と緑のネットワークを形成する資源に恵まれた江南区の

魅力を発信。自然を満喫しながら江南区の名所を自転車

で周遊。企業協賛のもと地元の食なども提供。

新潟市江南区役所～区内一周(休憩

スポット3カ所)～江南区役所

第31回ふるまち新潟をどり
古町芸妓総出演により、新潟で育まれてきた日本舞踊と

囃子の伝統芸能を披露。

公益財団法人新潟市芸

術文化振興財団
新潟市民芸術文化会館

バスガイドが考えた観光バスツ

アー

”にいがた観光カリスマ”のなぐも友美氏プロデュースに
よる「神仏パワースポット」「酒蔵」「食」を取り入れ

た新しい観光バスツアーを実施。

新潟商工会議所下越中越地区等

南区伝統芸能フェスタ

南区には古くから伝わる伝統行事、伝統芸能が今も息づ

いている。その中の一部となるが、「茨曽根太々神楽」

「白根の獅子舞」「月潟太鼓」「小川連中（御神楽・手

踊り）」の４団体に披露いただいた。

新潟市白根学習館

イオン新潟青山店40周年記念祭
イオン新潟青山店の40周年記念祭で、みなとまち新潟

フォトコンテスト入賞作品パネル展を開催。
イオン新潟青山店イオン新潟青山店

コミュニティ広場

第４回韓日ハンガウィ祭りin新潟

2019

韓国文化の紹介を通じた韓日友好と市民交流を趣旨とす

るイベント。りゅーとぴあコンサートホールでテコン

ドー演武、文化団公演、ミュージカル公演などを開催。

駐新潟大韓民国総領事

館（共催：韓国観光公

社、新潟県、新潟市ほ

か）

新潟市民芸術文化会館

古町花街ぶらり酒

チケット4枚で楽しむ、新潟古町の酒と食のイベント。

「花街」として知られる古町、東堀、西堀8、9番町界隈

の飲食店が中心となり実施。参加66店舗。

古町花街ぶらり酒実行

委員会
中央区（古町、東堀、西堀

8・9番町界隈）

南区健康ウォークフェスティバル

南区の町並みや緑豊かな田園風景を眺めながら、3km・

6kmの2コースでウオーキングを実施。そのほか、健康

チェックコーナーや南区の特産品が当たる抽選会も行っ

た。

新潟市南区スポーツ健

康づくり協議会
白根カルチャーセンター

新潟港ポタリング

ポタリングとは「自転車に乗った散歩」のこと。新潟西

港周辺及び新潟西海岸周辺の2コースに分けて散歩感覚

で巡った。

NPO法人新潟みなとク

ラブ
新潟西港周辺

バスなか美術館

障がいや障がい者が持つ可能性についての理解を深める

ため、新潟交通連節バス（ツインくる）の広告スペース

に障がい者アートを展示。

文化庁・厚生労働省・

新潟県・新潟市ほか
新潟市内

連節バス「ツインくる」内

酒屋湊船着場OPEN記念

だれでも乗れる・安心カヌー体験

会

小阿賀野川と信濃川の合流点にあり、川湊町として栄え

た酒屋の河川公園のワンドに船着場を整備したことを記

念し、だれでも乗れる・安心カヌー体験会を開催。

両川地区

コミュニティ協議会
酒屋河川公園船着場

にいがた総おどり祭
新潟市内9会場で、全国や海外から踊り子が集まる日本

最大規模のオールジャンルの踊りの祭典。

新潟総踊り祭実行委員

会
万代シテイ、新潟駅南口広

場、古町ほか

月待ち湊

入船みなとタワーの大階段から、新潟西港の夜景と対岸

から満月が上がる瞬間を、ふるまい酒や音楽を聴きなが

ら楽しむイベント。今年は佐渡おけさ踊り隊の有志によ

る佐渡おけさの輪踊りで開港150周年をアピールした。

NPO法人にいがた湊あ

ねさま倶楽部
入船みなとタワー前広場

とき・ところ
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2019年度　イベント 内　容 実施主体

9月21日～9月23日

9月21日～12月14日

9月22日

9月22日

9月22日～9月23日

9月23日

9月23日

9月25日～9月29日

9月27日～10月14日

9月28日

9月28日～9月29日

9月29日

10月1日～10月2日

10月1日～12月1日

10月1日～3月31日

みなとぴあ「北前船寄港地比べー

酒田・新潟・三国の歴史と今」

日本海側の大河川の河口に築かれ、北前船の寄港地とし

て活躍した酒田・新潟・三国の３港を例に、港町の形や

歴史、現在の姿などを比較。

新潟市新潟市歴史博物館

月潟大道芸フェスティバル

月潟地域のPRと活性化を図ることを目的に開催。月潟商

店街を中心に新潟市無形民俗文化財「角兵衛獅子の舞」

や「月潟太鼓」の披露、大道芸人によるストリートパ

フォーマンスや特産品の販売などを行った。

月潟大道芸フェスティ

バル実行委員会
月潟地区商店街

新潟花街茶屋（秋）
古町芸妓の舞とお座敷遊びを気軽に体験できるイベント

を期間中の土曜日を中心に開催。

公益財団法人新潟観光

コンベンション協会
旧齋藤家別邸

秋のさんま祭りin新潟 with ビー

ルランド＆レモンサワーの陣

秋が旬である秋刀魚を最高の景観とお酒で味わうこと

で、多くの方に新潟県が食文化強豪県であることをア

ピール。交流の活性化を図った。

秋のさんま祭り実行委

員会（株式会社NST新

潟総合テレビ・株式会

社ライブポート）

万代島多目的広場

とき・ところ

笹川邸　光の夕べ

ライティングやプロジェクションマッピングの技術に

よって彩り、普段見ることのできない夜の笹川邸の新た

な魅力を発信。笹川邸の来館者及び区の交流人口の増加

を図った。

新潟市旧笹川家住宅

10月まで待てない！味力(みりょ

く)満載の新潟・庄内へ

新潟・庄内エリアＤＣの支援プレイベントとして「10月

まで待てない！味力(みりょく)満載の新潟・庄内へ」を

開催。

東北電力株式会社

新潟支店
東北電力株式会社　仙台グ

リーンプラザ

福島潟自然文化祭

10,000本のロウソクで巨大な鳥を描く「雁迎灯（かんげ

いび）」や、自然体験イベント「潟の楽校」などを実

※施。 台風により中止

福島潟自然文化祭実行

委員会
水の公園福島潟

笹川邸寄席2019

三遊亭白鳥氏による「落語」と三増紋之助氏による「独

楽回し」。近世後期の大庄屋邸宅を舞台に、真打ちの落

語と独楽回しの豪華２本立て公演。

新潟市旧笹川家住宅

いわむロックFESTIVAL2019

田園都市型フェスのニューフェーズ。新潟出身アーティ

ストやクリエイターを中心に、地元飲食店など50組以上

が参加。社会実験の一環で、環境省SDGs事業として日

産電気自動車からの電源供給ライブも実施。

いわむロックFESTIVAL

実行委員会
新潟市岩室観光施設いわむろ

や

新潟市地産地消推進キャンペーン

2019

「新潟Gozzo3めぐり」と題し、キャンペーンに参加する

「新潟市地産地消推進の店」をめぐるスタンプラリーを

実施。

新潟市新潟市内

コンテナターミナル見学会

新潟東港コンテナターミナル管理棟屋上からコンテナ

船、海上コンテナ、ガントリークレーン等を間近で見学

するとともに、新潟港に関するDVD上映を見て、船と港

の役割を学んだ。

公益社団法人北陸信越

海事広報協会
新潟東港コンテナターミナル

信濃川治水歴史巡り

新潟西港の発展と信濃川の治水に関する先人の遺業と志

を今に伝え、治水に関する歴史・文化に理解を深め、洪

水への防災意識を高めることを目的に信濃川流域を巡る

ツアー。

信濃川下流河川事務所新潟西港～信濃川下流域～大

河津分水路

リノベーション EXPO2019in新潟

「多様なニーズに対応できるリフォームリノベーション

市場の整備」の実現に向け、リノベーション住宅の普及

を図り、既存住宅の流通活性化・空き家の有効活用・発

生抑制に寄与。

一般社団法人リノベー

ション協議会　信越北

陸部会

万代島多目的広場

白山公園空中庭園フェア

空中庭園訪問の機会を増やすとともに市民の緑化啓発に

つなげるため、白山公園空中庭園でフリーマーケットや

寄せ植え、ネイチャーゲームなどを行った。

公益財団法人新潟市開

発公社
白山公園空中庭園

古町花街美食めぐり

ほろ酔いチケットで参加飲食店32店舗それぞれの「美食

＋銘酒」セットが楽しめるイベント。お店を回りなが

ら、湊町として栄えた古町の歴史ある景観も一緒に堪

能。

古町花街ぶらり酒実行

委員会
中央区（古町、東堀、西堀

8・9番町界隈）
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2019年度　イベント 内　容 実施主体

10月5日～10月6日

10月6日

10月6日

10月6日

10月6日

10月6日～12月31日

10月8日

10月12日～10月13日

10月12日～10月13日

10月12日～10月14日

10月13日

10月13日～10月14日

10月14日

10月17日

10月18日～10月19日

風と大地のめぐみ

～南区凧フェスティバル＆産業ま

つり～

南区の魅力である凧や農産物、特産品をさまざまな催し

を通して広く来場者に紹介することで交流人口の拡大を

図るとともに、地元の方々に地元の魅力を再認識しても

らうことで地域の活性化を図ることを目的に開催。

風と大地のめぐみ実行

委員会
白根総合公園、白根学習館

江南区健康ウォーク

小阿賀野川サイクリングロード等をコースにウォーキン

グを行い、江南区の自然に親しみながら健康づくりと体

力の維持・増進を図った。

新潟市亀田総合体育館発着（小阿賀

野川サイクリングロード等）

NiigataKitchen-CarFestival

新潟県内各地で活躍するキッチンカー（移動販売車）を

万代シテイに集結させる県内初のイベント。イベントを

通して中心市街地に賑わいを創出。

NiigataKitchen-Car

Festival実行委員会
万代シテイ

とき・ところ

がたふぇす

（にいがたアニメ・マンガフェス

ティバル）

古町・白山・万代地区を会場に、マンガ・アニメ関連イ

ベントを開催し、「マンガ・アニメのまちにいがた」

の魅力発信を行う。※台風により中止

にいがたアニメ・マン

ガフェスティバル実行

委員会

古町・白山・万代地区

LNG基地見学会

日本海LNG基地管理棟において職員からLNGに関する説

明を受け、その後バス車内及び屋上から、日本海ＬＮＧ

新潟基地、LNGバースを見学して、LNGが電気や都市ガ

ス等に姿を変えるまでの仕組みを学んだ。

公益社団法人北陸信越

海事広報協会
日本海LNG基地

萬代橋サンセットカフェinメディ

アシップ

秋以降、サンセットカフェの会場を万代テラスから新潟

日報メディアシップに移し、20階そらの広場の眺望をご

覧いただきながら食事を楽しんでいただく機会を提供。

新潟オープンカフェ推

進実行委員会
新潟日報メディアシップ20

階そらの広場

バスでぐるっと際めぐりin江南

区

江南区を囲む阿賀野川、小阿賀野川、信濃川周辺をまち

あるきガイドの案内付で巡るバスツアーを実施し、交流

人口の拡大を図った。

新潟市亀田郷土地改良区～旧阿賀野

川跡～小阿賀野川満願寺ほか

開港150周年－みなとまちロマン

新潟で川柳の祭典

新潟港開港150周年を迎えたみなとまち新潟をテーマに

国内外から広く寄せられた作品の中から入選・入賞作品

を決定し、作品の講評を行ったほか、講演会や当日投句

も行った。

第34回国民文化祭、第

19回全国障害者芸術・

文化祭新潟市実行委員

会

新潟県民会館大ホール

新潟オクトーバーフェスト2019
新潟のクラフトビールを通じて豊かな食の新潟と出会う

喜びを提供。

新潟オクトーバーフェ

スト実行委員会
古町七番町ふるまちモール７

内

FuKuShiFesNiigata2019

「障がい」という垣根を下げ、人も地域も優しくなれる

新潟を目指して開催。また、障がい福祉に限らず、身近

にある様々な福祉を「おもしろく」共有し、多様性を受

け入れられるきっかけ創りを発信。※13日のみ中止

新潟の福祉をおもしろ

くの会、新潟市
万代島多目的広場

新潟シティマラソン2019

新潟市の観光名所などを巡るコースで開催。国内外から

12,000人を超えるランナーが参加する新潟の一大スポー

ツイベント。※台風により中止

新潟市・実行委員会ほ

か
デンカビッグスワンスタジア

ム発、市陸上競技場着

全国サワーフェスティバルin新潟

全国各地の名産等を使用したサワーをメインにしたフー

ドフェスティバル。飲食店がご自慢の料理とサワーを振

る舞い、町の活性化を目指す。※台風により中止

全国サワーフェスティバル実

行委員会（株式会社NST新潟

総合テレビ・株式会社ライブ

ポート）

万代シテイ

新潟うまさぎっしり博inJRA新潟

競馬場

新潟競馬場で３回目となる今年は、新潟県・庄内エリア

デスティネーションキャンペーンのシンボルイベントと

して開催。※台風により中止

新潟うまさぎっしり博

実行委員会
JRA新潟競馬場

岩船大祭

祭神が「石の舟」でこの地にお越しになったという伝説

に由来する石船（いわふね）神社の祭礼。その年の海の

恵み・山の恵み、あらゆるなりわいに感謝する、一年を

締めくくる秋祭り。新潟県無形民俗文化財に指定。

岩船まつり保存会村上市・岩船地区一帯

実りの秋半日のまち歩き

～大野町今昔探訪と中ノ口川河畔

を巡る～

舟運と市で栄えた川湊、大野町商店街の歴史をたどり、

コウレンボウ（貨物と旅客を運ぶ船）と新潟ー長岡間を

運航した蒸気船が行き交った中ノ口川河畔を巡るまち歩

きを実施。

新潟市西区内
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2019年度　イベント 内　容 実施主体

10月19日

10月19日

10月19日～10月20日

10月19日～10月20日

10月20日

10月20日

10月20日

10月20日

10月20日

10月22日～11月10日

10月24日～10月29日

10月26日

10月26日～10月27日

10月26日～10月27日

10月27日

親子で巡る！いもジェンヌ・ル

レクチェ収穫体験バスツアー

小中学生とその保護者を対象とした、新潟市食と花の銘

産品「いもジェンヌ」「ル レクチエ」の収穫体験付きバ

スツアーを実施。

新潟市西区・西蒲区内

第39回新潟市障がい者大運動会

障がいのある人もない人も、スポーツを通じて、親睦と

友情の輪を広めながら、「共に生きる喜び」をわかちあ

い、住みよい社会作りに努力し、そして、障がい者の

「完全参加と平等」の達成を図ることを目的に開催。

新潟市東総合スポーツセンター

郷土にいがたの響きvol.4

新潟開港150周年を生まれ育った所の歴史を振り返る機

会とするため、東区に伝わる歴史的な遺産やお祭り、慶

祝行事等で新潟市を陰ながら見守ってきた神社宮司の講

演を開催。

開港150周年郷土にいが

た実行委員会
東区プラザ

多目的ホール2

” ”江南区旬果旬彩いきいきフェス

タ

江南区の旬の味覚や特産品、加工品の魅力を紹介し、知

名度の向上を図るとともに、高い付加価値を持つ創造的

な産業の育成と販路拡大、地域産業の育成を目的に開催

した。市場まつりと同時開催。

新潟市新潟市中央卸売市場

市場まつり
食育・花育の推進や地場農産物の消費拡大を図ることを

目的とした各種イベントを実施。
市場まつり実行委員会新潟市中央卸売市場

大型浚渫兼油回収船「白山」

一般公開（佐渡市）

白山の役割・業務について、地域住民等に理解してもら

※うことを目的に、白山船内の一般公開を実施。 中止

新潟港湾・空港整備事

務所
両津港内

佐渡Sea級グルメパック
「みなとオアシスSea級グルメ全国大会in佐渡」の食事

券と往復乗船代をセットにした日帰りパックを販売。
佐渡汽船株式会社佐渡市おんでこドーム

巡視船艇一般公開
海上保安庁の業務を広く知ってもらうため、巡視船艇に

よる一般公開を実施。
第九管区海上保安本部山の下ふ頭

第21回　大新潟展

新潟県全域における食・工芸を対象にこだわりの逸品を

紹介。開港150周年を記念し、新潟市を中心に県全体の

魅力をPR。

株式会社京急百貨店京急百貨店7階催事場

新・横浜家族の店

新潟仏壇工芸展 in 旧小澤家住宅
本市の指定伝統的工芸品「新潟仏壇」の魅力を体験して

もらうため、旧小澤家住宅にて展示会を開催。

新潟仏壇組合・旧小澤

家住宅
旧小澤家住宅

第33回新潟市郷土芸能公演

「郷芸」

新潟市には先人たちが築いてきた心の拠り所として伝え

られた文化が、伝承、郷土芸能という形で今でも息づい

ており、一人でも多くの市民にこの貴重な無形民俗文化

財を知っていただくために公演を実施。

新潟市伝承芸能保存会新潟市民芸術文化会館

新米応援おむすびクルーズ
ウォーターシャトル船上から信濃川を眺めながら、新米

のおむすび弁当を味わう特別クルーズ。
リバークルーズ愛好会中央区内

大河の感謝祭 in 信濃川

鮭をメインとした新潟の多彩な川の恵みを市の食の魅力

としてPRし消費拡大を図るほか、市民と漁業関係者との

交流機会を創出。

信濃川漁業協同組合信濃川漁業協同組合

（江南区）

第29回 全国産業教育フェア新潟

大会

開港150年を迎えるみなとまち新潟において、専門教育

を学ぶ一高校生が新潟県の誇る伝統・文化・歴史・産業

を紹介するとともに、研究発表や体験ブースを通じて産

業教育の魅力を発信。

新潟県教育委員会朱鷺メッセほか

佐渡鈍翁茶会・益田孝展

天皇御即位記念並びに国民文化祭、全国障害者芸術・文

化祭イベントとして、三井物産株式会社の創設者である

旧相川町出身の益田孝「鈍翁」の生涯を「史跡佐渡奉行

所跡」にて佐渡鈍翁茶会等を開催し顕彰活動を行った。

佐渡市佐渡市史跡 佐渡奉行所跡

とき・ところ
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2019年度　イベント 内　容 実施主体

10月29日

11月1日～11月2日

11月2日

11月3日～11月4日

11月7日～11月30日

11月8日～12月1日

11月10日

11月11日

11月15日～11月17日

11月15日～11月21日

11月17日

11月17日

11月21日～1月31日

11月23日～11月24日

11月23日～12月25日

白山地区を６年生がシティガイド

します～町の魅力がつなぐ人とひ

と～

6年生児童が考え、工夫したまち歩きコースを、児童の

ガイドで一緒に散策（6年生総合授業））
白山小学校中央区白山地区

とき・ところ

NIIGATA☆ひかりの公園

西大畑公園を会場に光や映像による体験型アートを楽し

めるイベントを実施したほか、新潟市美術館でのミニコ

ンサートや鯛車の無料貸出しも行った。

NIIGATA☆ひかりの公

園開催実行委員会
西大畑公園など

古き良き新潟に触れる「おもてな

しの心」醸成事業

新潟市内タクシードライバーの「おもてなしの心」醸成

のための事業を実施。①古町芸妓による「おもてなしの

心」等伝授②シティガイド案内による古き良き新潟の再

発見③中国語（繁体字）指差確認シート作成と活用。

新潟市ハイヤータク

シー協会
東区プラザ

鮭の塩引き道場

阿賀野川でとれた松浜の鮭を１尾まるごとさばき、塩を

すりこむ加工までを体験。希望者には、地元の鮨割烹で

海鮮丼を食べ、松浜のまちあるきも楽しむことができる

機会を提供。

北宝隊北地区公民館

笹川邸秋祭り妖怪ばなしと

からくり人形

南区に隠された妖怪伝説についての講演と越後大郷から

くり館のからくり人形の実演。

区の文化を発掘し、笹川邸の来館者及び区の交流人口の

増加を図った。

新潟市旧笹川家住宅

灯台記念日展示会
11月1日の「灯台記念日」にあたり灯台パネル等の展示

会を実施。
第九管区海上保安本部イオン新潟南店

北区音楽の祭典VOL.2北区フィ

ルハーモニー管弦楽団第9回ファ

ミリーコンサート

「北フィル」でお馴染みの北区フィルハーモニー管弦楽

団がお届けするファミリーコンサート。新潟開港150周

年をテーマに、海をイメージした曲や、150周年にちな

んだ曲目を演奏。

新潟市北区文化会館北区文化会館ホール

新潟県民・市民クルーズダイヤ

モンドプリンセス利用新潟発着

ツアー「秋空の日本美食の地め

ぐり４都市７日間」

10万トンを超える客船としては初めて新潟からの乗船ク

ルーズが可能に。新潟市民のみならず県民の皆さまにも

広く外国船クルーズを体験していただける機会として

「ダイヤモンド・プリンセス号」ツアーを企画。

株式会社クルーズバ

ケーション
新潟東港～横浜港

新潟開港150周年記念アーチェ

リー交流大会兼第35回北信越室内

選手権大会

スポーツを通じて、中国黒龍江省選手・北信越４県の選

手との交流を図った。

新潟県アーチェリー協

会
万代島多目的広場

青空ウオーキングin信濃川

膝・腰への負担を減らす骨盤中心の歩き方、より負担を

軽減する足裏の使い方を学び、信濃川沿いを健康的に歩

くイベント。

新潟市

スポーツクラブNAS
中央区内

にいがた環境フェスティバル2019

地球温暖化対策、資源循環型社会の構築、生物多様性の

保全などの環境に関する課題について、一般県民に広く

周知、普及啓発するとともに、県が行っている環境に関

する表彰を一体的に実施するために開催。

新潟県万代島多目的広場

光の川

４施設それぞれ趣向を凝らしたイルミネーションを巡っ

てスタンプ集め。抽選で万代シテイ共通お買い物券や市

内で使える各種商品券などをプレゼント。

光の川実行委員会万代シテイ、NST、メディア

シップ、朱鷺メッセ

ぼくらはみんな生きている♪ ～

LOVEDOG×LOVECATLOVE

MELODY～

・23日ロックバンドステージイベント

・24日音楽とダンスパフォーマンスイベント
かえる実行委員会万代島多目的広場

朱鷺メッセ

クリスマスイルミネーション2019

屋内には高さ約7ｍのクリスマスツリーや光のカーテ

ン・モーションプロジェクターを、屋外では樹木へのイ

ルミネーションや施設照明による外観ライトアップをす

るなど朱鷺メッセ館内外で共同展開。

新潟万代島総合企画株

式会社・新潟万代島ビ

ルディング株式会社

朱鷺メッセ

館内・屋外

北区の鮭と酒！幕末のまちぶらり

満喫バスツアー

北区松浜でとれた鮭を間近で見学できるほか、北区の日

本酒の飲み比べを楽しむことができる。また、松浜市場

の散策や松浜のまちあるきを通して、松浜の歴史を感じ

ることができるバスツアー。

株式会社フリーウェイ

ツアー
北区内
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大会・会議

2019年度　イベント 内　容 実施主体

11月23日～2月2日

11月24日

11月24日

12月1日～2月7日

12月6日～1月31日

12月12日

12月12日～1月8日

12月15日～12月25日

12月21日

12月21日～2月2日

12月26日～

12月31日～1月1日

ボランティア企画

「小澤家の人びと」展
「小澤家の人びと」をテーマに企画展を開催。 旧小澤家住宅旧小澤家住宅

おんでこドームでイルミネーション、芸能披露、屋台、

大鍋汁の無料提供などを行い、みなとの賑わいを創出。

「オアシス2019冬」実

行委員会
佐渡市おんでこドーム

図画コンクール入賞作品の展示
毎年開催している「未来に残そう青い海・海上保安庁図

画コンクール」入賞作品を商業施設等で展示。
第九管区海上保安本部イオン新潟南店、新潟ふるさ

と村

県立新潟医学校創立の礎となった

外国人医師　顕彰碑除幕式

新潟の医学の先駆者である4名の外国人医師の功績を称

え、「新潟の医学史を顕彰する会」から顕彰碑を新潟県

医師会に寄贈。

新潟の医学史を顕彰す

る会
新潟県医師会館3階大講堂

NIIGATA光のページェント

新潟駅南口のけやき通りで、約200本のけやきを26万個

のイルミネーションで彩る新潟の冬の風物詩といえるイ

ベント。

NIIGATA光のページェ

ント実行委員会
新潟駅南口広場、けやき通り

東地区公民館・沼垂の

今昔を語る会・新潟市

立中央図書館

中央図書館ビーンズホール

UTOPIA ファッションショー2020

SPRing/summer Collection

新潟を拠点に活動する服飾ブランドUTOPIAは、「旅す

る衣」をテーマにファッションショーを開催。地場の素

材「亀田縞」「五泉ニット」「小千谷ちぢみ」を洋服に

して、メイドインニイガタを発信。

UTOPIA PRoject Team

公益財団法人新潟観光

コンベンション協会

Sea　Point　NIIGATA

令和元年度地域連携事業講演会

「信濃川右岸から見た新潟港開

発」

地域連携事業講演会として、講師に新潟大学法学部准教

授の稲吉晃氏を招き、講演会「信濃川右岸から見た新潟

港開発」を開催。

第68回新潟市観光写真コンクール

新潟市の魅力発見をテーマに、四季折々の名所・風景・

まつりなどの写真を募集、選出。入賞作品は無料で貸し

出し、紙媒体・WEB上での利用により新潟の魅力を広く

PR。

2020年　ユアフレンズ・カウント

ダウンライブ

2020年の年明けを新潟の中心で祝う事を目的とし、幅広

く年明けを楽しんでもらうため、カウントダウンライブ

を行った。

新潟カウントダウンラ

イブ実行委員会
NEXT21 1階アトリウム

“「地図と古写真で見る新潟の文

”明開化」展

地図と写真によって、開港後の新潟の街の変化を追っ

た。
新潟市歴史博物館新潟市歴史博物館

新潟ロイヤルライオンズクラブ記

念碑設置

ライオンズクラブのアクティビティとして、市民の憩い

のシンボルの場として新潟開港150周年の機会に新潟ロ

イヤルライオンズクラブの記念碑を設置。

新潟ロイヤルライオン

ズクラブ
万代テラス芝生

朱鷺メッセ

イルミネーションドーム

国際理解教育プレゼンテーション

コンテスト

高い国際意識とコミュニケーション能力を身につけた若

者の育成や、県民の国際理解の推進を図るため、県内の

中学生・高校生を対象とした国際理解に関するプレゼン

テーションコンテストを開催。

公益財団法人新潟県国

際交流協会・新潟県国

際理解教育推進協議会

とき・ところ

2017年度　大会・会議 内　容 実施主体

3月24日

とき・ところ

’Whats　開港Vol3　APPROACH

2018年7月から新潟開港150周年記念事業のコア期間が

始まるにあたり、みなとを活かした新たなまちづくりに

ついて考えるフォーラムを開催。

志民委員会 N・Visionプ

ロジェクト
朱鷺メッセ



2018年度（2018年4月～2019年3月）

2019年度（2019年4月～2019年12月）
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2018年度　大会・会議 内　容 実施主体

6月26日

7月14日～7月15日

7月19日

7月19日～7月20日

7月25日

9月27日

9月28日～9月29日

10月4日～10月5日

11月9日

12月16日

3月24日

3月30日

佐渡障がい福祉フォーラム2018

障がいのある人もない人も共に生きる地域共生社会の実

現を目指し、ライフステージに応じた障がい者支援を

テーマに、外部講師を招きセミナー、シンポジウムを開

催。

佐渡障がい福祉フォー

ラム実行委員会
あいぽーと佐渡

新潟東港コンテナターミナル利用

促進セミナー

外貿コンテナ貨物を取り扱う荷主等を対象に、コンテナ

ターミナルのサービスやインセンティブ制度等について

紹介。

新潟国際貿易ターミナ

ル（N-WTT）
新潟国際貿易ターミナル

とき・ところ

新潟県港湾空港建設協会通常総会 協会会員約60名が参集する通常総会。
新潟県港湾空港建設協

会
ホテル日航新潟

日本港湾振興団体連合会総会
全国組織の日本港湾振興団体連合会の総会と講演会及び

視察会を新潟市で開催。

一般社団法人新潟港振

興協会
朱鷺メッセ

新潟西港

みなとまち新潟万代島の未来を

語る会

新潟開港150周年を機に、新潟県と新潟市が万代島地区

の活性化や賑わい創出につながる将来ビジョンを策定。

ビジョンに夢のある多様な意見を取り入れるため、未来

の万代島への思いやアイデアを語る会を開催。

新潟県・新潟市ホテル日航新潟

新潟技調講演会

北陸の海・空のみなとづくりを分かりやすく伝え、市民

の皆様に港への関心と理解を深めていただくため基調講

演等を行った。

新潟港湾空港技術調査

事務所
新潟市内

全国水都ネットワークフォーラム

in新潟

「水都」を標榜する全国10都市が新潟に集い、水辺の魅

力づくりに関する情報交換、共同発信などを行った。

全国水都ネットワー

ク・信濃川ウォーター

シャトル・新潟商工会

議所

新潟市歴史博物館、信濃川や

すらぎ堤

第42回経済同友会東北ブロック

会議

東北6県、北海道、新潟の経済同友会からの約150名が参

加し、「人づくり」をテーマに意見交換を行った。
新潟経済同友会ホテルニューオータニ長岡

新潟港セミナー

東京都内でセミナーを開催し、外貿コンテナ貨物を取り

扱う荷主・船社・物流業者を対象に、新潟港のメリット

や各種インセンティブ制度等について紹介。

新潟県

（共催：新潟市・聖籠

町・新潟港振興協会・

N-WTT）

丸の内MYPLAZAホール

堀割再生シンポジウム

「水の都にいがた」と呼ばれるにふさわしい、水や緑を

活かした魅力あるまちづくりに向け、新潟の歴史や文化

を感じさせ、情緒を醸しだす「堀と柳」を活かしたまち

づくりの推進を目的にシンポジウムを開催。

堀と柳のまちづくり推

進協議会
生涯学習センター

新潟市「史跡新津油田金津鉱場

跡」及び「名勝白山公園」Ｗ国指

定記念シンポジウム

新潟市で、新たに「新津油田金津鉱場跡」と「白山公

園」が国の文化財に指定されたことを記念して、両文化

財を市内外に発信し、今後の保護と活用のステップとす

るため、シンポジウムを開催。

新潟市新潟市民プラザ

「湊町・新潟ふるまち消滅？再

生？シンポジウム

（歴史×商店街×花街）」

歴史的転換点を迎えている江戸時代から続く「湊町・新

潟ふるまち」について、進むべき未来を「歴史」「商店

街」「花街」に焦点をあてパネリストとともに考察。

新潟中心商店街協同組

合（共催：新潟商工会

議所、新潟古町まちづ

くり株式会社）

NEXT21アトリウム

2019年度　大会・会議 内　容 実施主体

4月11日～4月12日
第32回全国経済同友会セミナー

新潟大会

全国44の経済同友会会員を対象とする約1,000名が参加

するセミナー。19年ぶりの新潟開催。「新時代へのイノ

ベーション～ポスト平成の成長戦略を描く～」を総合

テーマに、基調講演や4つの分科会を行った。

新潟経済同友会朱鷺メッセ

とき・ところ
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2019年度　大会・会議 内　容 実施主体

4月18日～4月20日

4月22日

5月22日～5月23日

6月1日～6月2日

6月17日

7月13日～7月14日

7月31日

8月24日

9月19日～3月19日

9月21日～9月22日

9月26日

10月4日

10月18日

10月27日

とき・ところ

新潟県港湾空港建設協会通常総会 協会会員約60名が参集する通常総会。
新潟県港湾空港建設協

会
ホテル日航新潟

佐渡障がい福祉フォーラム 2019

障がいのある人ない人も共に生きる地域共生社会の実現

を目指し、ライフステージに応じた障がい者支援をテー

マに、外部講師を招いたセミナー・シンポジウムを開

催。

佐渡障がい福祉フォー

ラム実行委員会
あいぽーと佐渡

日本港湾協会第92回定時総会新潟

開催

港湾振興や関係者の連携を深めるため、毎年5月下旬に

港湾所在都市で開催され、会員等1,000人が参加し、定

時総会や交流会等が開催される。新潟市のPRの他、地域

経済活性化、人的交流の促進に寄与。

日本港湾協会第92回定

時総会新潟開催実行委

員会

朱鷺メッセ、ANAクラウンプラザホ

テル、新潟グランドホテル

日本地方財政学会 第27回大会

新潟開港150周年を記念して、地方財政に関する研究発

表等を行う大会を西港・万代島地区の朱鷺メッセで開催

することにより、研究者・自治体職員の相互交流や地域

活性化を図った。

日本地方財政学会朱鷺メッセ

全国日独協会連合会年次総会

毎年東京、全国各地で開催している全国日独協会連合会

の年次総会を新潟市で開催。4月18日前夜祭、19日年次

総会、20日エクスカーション。

全国日独協会連合会・

新潟日独協会
新潟市歴史博物館、

新潟グランドホテル

第79回新潟JCフォーラム　まちか

らチカラ　協働プロジェクト～地

域コラボの新しいかたち～

講演やパネルディスカッションを通じて、関係人口につ

いて深く学び、新潟JCと外部団体・行政・大学機関など

と、地域活性化に繋がる協働の新たなカタチを構想。

一般社団法人新潟青年

会議所
新潟市民プラザ

新潟技調講演会

北陸の海・空のみなとづくりを分かりやすく伝え、市民

の皆様に港への関心と理解を深めていただくため基調講

演等を行った。

新潟港湾空港技術調査

事務所
新潟市内

第5回 ４経済同友会交流会

栃木、埼玉、群馬、新潟の経済同友会から約100名が参

加する交流会。今回は、「ものづくり」にスポットを当

て、「グローバルニッチトップ」をテーマに意見交換。

新潟経済同友会燕三条ワシントンホテル

新潟みなと塾
新潟港を中心として知識・哲学を多方面から学ぶ講座。

全7回開催。

NPO法人新潟みなとク

ラブ
新潟市歴史博物館

日本核医学技術学会　第25回東北

地方会総会学術大会

東北7県の核医学診療に携わる医療従事者が年に１回、

知識の向上や情報交換など最新の核医学技術に関する交

流を深め、核医学診療の発展に寄与するとともに会員の

資質の向上と相互の親睦を図ることを目的として開催。

日本核医学技術学会第

25回東北地方会総会学

術大会実行委員会

新潟大学駅南キャンパス「と

きめいと」

新潟港セミナー

東京都内でセミナーを開催し、外貿コンテナ貨物を取り

扱う荷主・船社・物流業者を対象に、新潟港のメリット

や各種インセンティブ制度等について紹介。

新潟県・新潟市富士ソフトアキバプラザ

万代島地区将来ビジョンを考える

シンポジウム　ミライを語ろ

う！！万代島～あなたはどんな万

代島にしたいですか？～

行政や住民、民間企業に「万代島地区将来ビジョン」の

浸透、さらなる意識醸成を図りコンセプトである「人々

が集い、にぎわいと新しい価値を創造する万代島」を実

現することを目的に開催。

新潟県・新潟市万代市民会館

第11回みなとオアシス全国協議会

総会

「みなとオアシス全国協議会」の総会。前年の事業報告

や当年の事業計画について審議を行った。

一般社団法人ウォー

ターフロント協会
両津やまきホテル

「みんなの潟学」

シンポジウム第2弾

潟の学校にでかけよう！

～越後平野の自然環境とESD～

地域の自然を体験し、学べる場として、市内の潟を一つ

の学校にみたてて、地域に根差した学びの場となる可能

性を探った。

新潟市・新潟市里潟研

究ネットワーク会議
国際情報大学中央キャンパス



基本方針別の事業数

基本方針
2017

年度

2018

年度

2019

年度
合 計

１ みなと文化の深化と次世代への継承 2 67 47 116

２ みなとを中心とした新潟ブランドの情報発信 2 80 122 204

３ 新潟の特性を活かした国際的な物流・交流の

強化、都市間連携の構築
0 29 26 55

４ 港湾エリアを中心とした水辺空間の

個性あふれる賑わいの創造
1 45 42 88

５ 活気と魅力があふれる「みなと」の創出 0 11 11 22

合 計 5 232 248 485
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キックオフイベント 海フェスタにいがた
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開催期間：2018年７月14日～29日（16日間）

開催場所：新潟市、佐渡市、聖籠町

来場者数：406,830人

主催者：海フェスタにいがた実行委員会

・開会式

・記念式典

・記念祝賀会

・閉会式

・練習帆船「海王丸」

・護衛艦「ひゅうが」

・海洋気象観測船「啓風丸」

・多用途支援艦「ひうち」

・帆船「みらいへ」

・帆船「Ami」

・実習船「海洋丸」

・実習船「くびき」

・巡視船「えちご」

・帆船「みらいへ」

・海フェスパーク

・オープニングパレード

・JiN ” ” ROCK UMI FESTIVAL

・” ” UMI DANCE SUMMER FES 2018

supported by CUT IN PARK

・帆船「みらいへ」で行く親子ツアー

・海の仕事へのパスポート

・開催プレシンポジウム

・みなとまち新潟探検隊

・開催記念フォーラム ほか

式典関係

海の総合展

船舶・一般公開

船舶・体験航海

主催・連携イベント

海・船・港の重要性を再認識す

る機会を創出し、海への関心を高

めることを目的として開催された

「海フェスタにいがた」。

開港150周年のキックオフイベ

ントに位置づけ、コア期間の幕明

けを盛大に飾った。

・今を知る/メディアシップ

・昔を知る/新潟市歴史博物館みなとぴあ

・海の絵画コンクール/メディアシップ

・賑わいイベント/メディアシップ

Port of Niigata 150th 155

実
行
委
員
会
事
業

開

催

概

要

連

携

事

業

関

連

施

策

協

賛

・
応

援

資

料

編



開会式

開催期日：2018年7月14日開催場所：新潟市民芸術文化会館

記念式典

開催期日：2018年7月19日開催場所：新潟市民芸術文化会館

記念祝賀会

開催期日：2018年7月19日
開催場所：ホテルオークラ新潟

閉会式

開催期日：2018年7月29日
開催場所：新潟市民プラザ

156 Port of Niigata 150th

■ 式典関係



■ 船舶・一般公開

護衛艦「ひゅうが」

練習帆船「海王丸」
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開催期日：
2018年7月14日～29日

開催場所：
新潟日報メディアシップ

海洋気象観測船「啓風丸」

■ 海の総合展



■ 船舶・体験航海
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海フェスパークオープニングパレード

JiN ” ” ROCK UMI FESTIVAL

” ” UMI DANCE SUMMER FES 2018

supported by CUT IN PARK

帆船「みらいへ」親子ツアー

みなとまち新潟探検隊

帆船「Ami」体験航海 帆船「みらいへ」体験航海

■ 主催・連携イベント



キックオフイベント 水と土の芸術祭2018

開催期間：2018年７月14日～10月８日

開催場所：メイン｜万代島多目的広場（大かま・屋外広場）

サテライト｜ゆいぽーと（新潟市芸術創造村・国際青少年センター）

来場者数：717,406人

主催者：水と土の芸術祭2018実行委員会

Photo:Osamu Nakamura

市民プロジェクト

アーティストを招へいするなどし、新

潟の知性的な成り立ちや暮らし文

化に深く根差した芸術性の高い作

品を制作・展示

芸術祭の取り組みと連動した

トークイベントなど

「食」や「農」・「伝統芸能」など、新

潟市の誇る豊かな文化を広くPR

こどもプロジェクト アートプロジェクト

シンポジウム にいがたJIMAN

新潟市の独自の風土や

文化に光を当て、人間と

自然との関わり方を見つ

め直し、未来を展望して

いくヒントを探る芸術祭。

市民自らが企画・運営するイベ

ントやプロジェクトなど

次世代を担うこども達の創造性

を育む事業

私たちはどこから来て、どこへ行くのか
～ 新潟の水と土から、過去と現在（ いま） を見つめ、未来を考える ～
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記念商品等の開発

多くの企業、市民団体から、商品等のパッケージデザインにロゴマークをいれるなど、

開港150周年仕様を施し発売することで、「みなとまち新潟」を一緒に盛り上げていた

だいた。

記念商品等の開発（ 発売件数）

2017 2018 2019 合計

ー 49件 10件 59件

記念式典をはじめ、各イベント会場で商品展示するなど積極的にPR
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新潟開港150周年記念商品
（ ル・レクチェどらやき、新潟クッ
キー、新潟ショコラ） を詰め合わせ
たセット

株式会社 きくや
（新潟県観光物産株式会社）

株式会社 きくや
（新潟県観光物産株式会社）

新潟県産のル・レクチェを使用した
どらやきに、ロゴマークを表示

新潟県産コシヒカリ米粉を使用した
クッキーにロゴマークを表示

新潟県産「越後姫」を使用した新
潟ショコラのパッケージにロゴマーク
を表示

黒糖を使ったふわふわな生地に求
肥と小倉あんを入れて優しく包んだ
蒸しどら。パッケージにロゴマークを表
示

北前船や歴史を学び直す「みなと
町新潟大人の学び直し」がおスス
メ

「みなとまち新潟」をイメージした
フレーム切手

「みなとまち新潟」の風景を使用し
た絵入りはがき

「古町芸妓」と萬代橋のイラスト、ロ
ゴマークをパッケージに使用

株式会社 きくや

株式会社 きくや株式会社 きくや
（新潟県観光物産株式会社）

株式会社 きくや

株式会社ニューズ・ライン
日本郵便株式会社

信越支社

日本郵便株式会社

信越支社
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１ 新潟開港150周年記念
商品詰め合わせセット

３ 新潟開港150周年記念
新潟クッキー

６ 新潟開港150周年記念
新潟ショコラ（ いちご）

８ 新潟大人の町さんぽ
絵入りはがきセット

10 night ３枚セット
11 daytime３枚セット

２ 新潟開港150周年記念
ル・レクチェどらやき

新潟開港150周年記念
４ 新潟ショコラ（ スイート）

５ 新潟ショコラ（ 抹茶）

７ 黒糖蒸しどら
～新潟小町～

９ 新潟開港150周年記念
オリジナルフレーム切手



日本郵便株式会社

信越支社

TEAM Nii portスペシャルクルーの
やまだみつるさんが書いたみなとまち
新潟のイラストが入った年賀はがき

サッポロビール

株式会社

「古町芸妓」と新潟税関庁舎のイラ
ストがデザインされた記念缶

一正蒲鉾株式会社

うなぎの蒲焼をイメージした魚のす
り身で作った練り製品。パッケージ
にロゴマークを表示

新潟市内の15蔵元の清酒瓶にロ
ゴマークを貼り、PR

新潟県酒類販売

株式会社

萬代橋 純米（ 今代司酒造） 、
柳都 吟醸（ 高野酒造） のセット

新潟県酒類販売

株式会社

新潟県酒類販売

株式会社

柳都吟醸（ 高野酒造） 、風味
爽快ニシテ、笑顔になれる味噌
汁のセット

サッポロビール

株式会社

「古町芸妓」と新潟税関庁舎のイラ
ストがデザインされた記念缶

新潟県酒類販売

株式会社

日本郵便株式会社

信越支社

萬代橋純米（ 今代司酒造） 、風
味爽快ニシテ、新潟手ぬぐい「新潟
芸妓」のセット

TEAM Nii portスペシャルクルーの
やまだみつるさんが書いたみなとまち
新潟のイラストが入った年賀はがき
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12 お手軽年賀（ 2019年）
「みなとまち新潟
古町芸妓と萬代橋」

13 お手軽年賀（ 2020年）
「初春 みなとまち新潟」

14 サッポロ麦とホップ
新潟開港150周年記念缶

15 新潟限定ビイル
風味爽快ニシテ
新潟開港150周年記念缶

16 うなる美味しさ
うな次郎

17 清酒パッケージ
（ 販売促進ボード）

18 新潟開港150周年記念
萬代橋・柳都２本セット

19 新潟開港150周年記念
柳都・最中味噌汁セット

20 新潟開港150周年記念
萬代橋・新潟手ぬぐいセット



アサヒビール 株式会社

みなとまちのおもてなし文化の象徴
「古町芸妓」をラベルにデザイン

株式会社 第一印刷所

ロゴマークにちなんだボーダーとイエ
ローの生地で作ったアクセサリー

「みなとまち新潟」の象徴である「ふ
ね」と「灯台」をデザインしたメモパッ
ド

旬亭越後うさぎ茶屋

新潟らしい食材を使い、前菜には
帆をたて、北前船をイメージ

新潟開港150周年を記念した、限
定ブレンドコーヒー

雪国柳都 山吹園

開港当時の新潟をイメージしたオリ
ジナルブレンドのティーバッグ

岡田海苔株式会社 佐渡ファンクラブ

パッケージに開港150周年のロゴ
マークをデザインした海苔

80万人のための

フレンチＯＶ ［オヴィ］

古町芸妓と専門学校生が開発した、
「波と雪のパンケーキ」をOV風にアレン
ジ！

株式会社 鈴木コーヒー

nemon accessory

開港150周年のロゴカラーを使用し
た、マスキングテープ
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編「minato1869」
29 煎茶 30 棒ほうじ茶
31 和紅茶 ティーバッグ

21 アサヒスーパードライ
「みなとまち新潟」ラベル

新潟開港150周年
22 コラボピアス

23 コラボイヤリング

24 にいがたみなともよう
メモパッド（ ふね）

25 にいがたみなともよう
メモパッド（ 灯台）

26 OV風
「波と雪のパンケーキ」

27 新潟開港150周年記念
メニュー新潟みなと物語

28 新潟開港150周年
MINATO MACHI  
BLEND

32 手巻き海苔

33 御膳海苔

34 新潟開港150周年
カラーマスキングテープ



コカ･コーラボトラーズ

ジャパン株式会社

萬代橋・古町芸妓・柳がデザイン
された「コカ・コーラ」スリムボトル新
潟デザイン

雪国あられ株式会社

TEAM Nii portスペシャルクルー
のLily＆ ’Marry Sとの共同企画
製品

開港当時の新潟の賑わいをイメー
ジした彩り豊かなあられ

新潟市歴史文化課

開港前後のみなとまち新潟の様
子や新潟港の歴史が分かる一冊

新潟開港150周年記念の文字が
入った新潟市マンガアニメキャラク
ターのTシャツ

新潟市中央区建設課

新潟開港150周年記念事業
ロゴマークが入ったTシャツ

新潟市中央区建設課

新潟開港150周年記念事業
ロゴマークが入ったTシャツ

ダイヤモンド社

「みなとまち新潟」のおもてなし文化
の象徴「古町芸妓」魅力満載の最
新書籍

新潟市文化政策課

山崎製パン新潟工場

「コカ・コーラ」は、ザコカ・コーラカンパニーの登録商標です。
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ランチパック
36 （ 甘酒入り苺クリーム）

甘酒と越後姫苺ジャム
37 新潟県産 和豚もちぶた

カレー

38 新潟湊あられ

39 柳都新潟
古町芸妓ものがたり

40 図説
新潟開港150周年史

41 笹団五郎・花野古町
Tシャツ

35 「コカ・コーラ」
スリムボトル新潟デザイン

42 萬代橋Tシャツ
（ 2018年）

43 萬代橋Tシャツ
（ 2019年）

新潟市歴史博物館

明治初期の新潟の町をとらえた写真資
料や明治末期に至る地図資料を収録

44 新潟開港150周年記念
資料集 明治のにいがた
ー地図・写真ー



モスバーガー

新潟開港150周年を記念して、
“ ”デラックスなモスバーガーを販売！
（ 2019年11月1日～27日）

新潟開港150周年を記念して、
“ ”デラックスなモスチーズバーガーを販
売！
（ 2019年11月1日～27日）

株式会社 ブルボン

パッケージに「みなとまち新潟」の風
景をデザインした、天然水

新潟小学校×

古町通６番町商店街

新潟150周年をモチーフに、新潟
小学校の５年生児童がデザイン
したおせんべい

新潟菓子処 菜菓亭

黒糖蒸しカステラに和風小豆ク
リームをはさんだ。パッケージにロゴ
を表示

株式会社 ブルボン

柿の種をそれぞれチーズクリームとヤ
スダヨーグルト粉末使用のヨーグルト
風味のチョコレートで包んだ。
パッケージにロゴを表示

モスバーガー
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46 デラックスモスバーガー
ダブルトマト

47 デラックスモスチーズ
バーガーダブルトマト

株式会社 ブルボン

塩味をきかせたホワイトチョコレートと
香ばしいダイジェスティブビスケットを
組み合わせた。限定パッケージ

48 新潟開港150周年
アルフォートミニ
チョコレート 塩バニラ

49 新潟限定チーズ柿種
＆チョコ柿種ヨーグルト味

50 新潟開港150周年
天然水500ml

新潟開港150周年を記念し、「み
なとまち新潟」のイラストを使用した
宝くじ（ ２月13日～26日販売）

関東・中部・東北ブロック１道、

22県、11指定都市

51 第2481回 関東・
中部・東北自治宝くじ

52 新潟開港150周年記念
古町通６番町オリジナル
せんべい

53 越後銘菓
河川蒸気小豆クリーム

モスバーガー

新潟開港150周年を記念して、
タレカツバーガーが期間限定で
復活！
（ 2019年1月18日～2月上旬）

45 「タレカツバーガー」



株式会社大阪屋

新潟湊・樽叩きの伝統芸能を表
したお菓子。復刻版として再発売。
パッケージにロゴマークを表示

エースコック株式会社

Nii port 150th＋シリアルNo. 
が刻印される限定特別モデルの腕
時計

新潟県産米粉を麺とスープの一部に
使用した商品。新潟が発祥とされる
「麻婆麺」を地元人気店監修で商品
化。パッケージにロゴを表示

エースコック株式会社

新潟県産米粉を麺とスープの一部に
使用した商品。地元人気店が監修し
た玉ねぎの旨味が利いた味を商品化。
パッケージにロゴを表示

エースコック株式会社

新潟県産米粉を麺とスープの一部に使用
した商品。地元で愛され続ける味わいを
三条飲食店組合監修で商品化。パッ
ケージにロゴを表示

岩舟屋

ふるさと新潟市応援寄附金（ふるさと納税）の返礼品としてもご協力いただいた。

ふるさと新潟市応援寄附金のお礼の品

55 新潟樽砧
（ たるきぬた）

57 うまさぎっしり新潟
うんめぇ新潟麻婆麺

56 岩舟屋オリジナル限定
特別モデル「Nii port 150th」
刻印入り腕時計
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株式会社 丸屋本店

港で栄えた新潟の町を映す名菓と
して、新潟の発展を願い創製

54 新潟名菓みなと浪漫

58 うまさぎっしり新潟
うんめぇ 三条カレーラーメン

59 うまさぎっしり新潟
うんめぇ 妙高とん汁ラーメン


