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期日
（土曜）

コース
番号 コース名 集合場所 解散場所 主な解説ポイントおよび別途料金

9/14
① 学校町・関屋・旧北国街道をたどる 市役所本館 関屋地区公民館 戊辰公園、念仏寺、金鉢山公園

② 沼垂北部・竜が島界隈散策
（ちらしランチ付、12:30まで） ピアBandai ピアBandai 湊稲荷神社、老舗酒蔵跡、本立寺

（ランチ協力店：地魚食道　瓢）　Éランチ代1,000円

9/21
③ 西海岸公園・歴史と文学の散歩道 護国神社 NEXT21

（１階アトリウム）
西海岸公園（白秋，安吾，良寛，八一の碑）、旧齋藤家
別邸

④ 萬代橋・流作場界隈散策 万代
クロッシング 弁天公園 万代クロッシング、三社神社、流作場五叉路

9/28
⑤ 下町お店巡り「うんめぇもん」

（わっぱ飯ランチ付、12:30まで） みなとぴあ 古町通９番町 下町老舗菓子店、フレッシュ本町
（ランチ協力店：田舎家）　Éランチ代1,500円

⑥ 信濃川３橋とやすらぎ堤展望散策 県政記念館 メディアシップ 昭和大橋、やすらぎ堤、八千代橋、萬代橋

10/5
⑦ 北前船文化を巡る

（すしランチ付、12:30まで） みなとぴあ 鍋茶屋通り
湊稲荷神社、金刀比羅神社（寄合町）、日和山、金刀
比羅神社（西厩島町）

（ランチ協力店：丸伊）　Éランチ代1,500円

⑧ 女池のむら道を歩く ウオロク女池店 和合線 三平池跡、己千舎の碑、女池小学校の碑、市保存樹

10/12
⑨ 発電所の島跡と白山浦界隈散策

（今昔カレーランチ付、12:30まで） 市役所本館 白山浦 白新歩道橋、白山駅、監督署小路
（ランチ協力店：ピーア軒）　Éランチ代1,000円

⑩ 西大畑のお屋敷町散策 NEXT21
（１階アトリウム）旧齋藤家別邸 新潟カトリック教会、砂丘館、安吾風の館、旧齋藤

家別邸

10/19
⑪ 沼垂町並み散策

（沼垂割烹ランチ付、12:30まで） 東地区総合庁舎 沼垂テラス
商店街

沼垂テラス商店街、乙子神社
（ランチ協力店：割烹たなか）　Éランチ代1,500円

⑫ イザベラ・バードが歩いた新潟町 白山神社 本町通６番町 白山神社大鳥居、招魂坂、鍋茶屋小路

10/26
⑬ にいがた古町花柳界巡り NEXT21

（１階アトリウム）旧齋藤家別邸 古町商店街、老舗料亭、旧齋藤家別邸

⑭ 下町神社仏閣巡りパワースポット
（12:30まで） みなとぴあ こんぴら通り 湊稲荷神社、開運稲荷神社、入船地蔵尊、日和山住

吉神社、金刀比羅神社（西厩島町）

11/2
⑮ NEW  花街を支えた女たち男たち

（わっぱ飯ランチ付、12:30まで）
NEXT21

（１階アトリウム）古町通９番町 古町花街、市山流宗家宅、大円寺公園
（ランチ協力店：田舎家）　Éランチ代1,500円

⑯ 白山神社・白山公園ミステリー 白山神社 県政記念館 白山神社拝殿、蛇松明神、燕喜館、県政記念館

時間　午前10時～正午（②⑤⑦⑨⑪⑭
⑮は午後０時30分まで）
Ç各コース25人（応募多数の場合は抽選）
持 帽子、雨具、飲み物
É500円　※別途料金が必要なコースあり
Ö参加希望日の10日前まで（必着）に、
はがきまたはメールに参加希望日、コー
ス番号、参加者全員の氏名、代表者の
氏名・住所・電話番号、②⑤⑦⑨⑪⑮
はランチ希望の有無を記入し、〒951-
8553（住所記入不要）中央区地域課（メー
ルchiiki.c@city.niigata.lg.jp）へ
Ü 同課（☎223-7041）

【注意】集合場所に駐車場はありません
が、西堀地下駐車場を利用した場合２
時間分の無料券をお渡しします。受け
付けの際に駐車券をご提示ください。

　今年度の秋も、新潟シティガイドの
皆さんの案内で、区内の見どころを歩
いて回る「えんでこ」を開催します。
　新しく開設した「花街を支えた女た
ち男たち」コースでは、新潟を代表す
る日本舞踊市山流など、古町花街の歴
史と魅力をたっぷり紹介。
　秋の気配を感じながら、まち歩きで
中央区の魅力を再発見してみませんか。

し込み申

えん でこ
土曜の午前はまち歩き

湊稲荷神社の願懸け高麗犬白山神社

中央区役所だより　発行：新潟市 中央区役所 地域課 〒951-8553 新潟市中央区西堀通６番町866番地　電話：025-223-7035

月 日
歴史と文化の薫りただよう、
うるおいとにぎわいのまち

中央区

区の人口 （住民基本
台帳による）

中央区だより ※令和元年７月末現在の住民基
本台帳による。転出予定者を含ま
ず。（　）内は前月末比

人口…… 175,494人	（－27）
　男………83,474人	 （－2）
　女………92,020人	（－25）
世帯……87,462世帯	 （－8）9
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　イベント「新潟竹あかり花あかり」を開催します。
通常は見ることができない夜の庭園で、初秋の美し
い月と優しい明りをゆっくりとお楽しみください。
■新潟竹あかり花あかり 2019~ お屋敷町の庭園で
Ä 9 月14 日（土）・15 日（日）午後６時 30 分〜９時
Å北方文化博物館新潟分館（南浜通 2-562 ☎ 222-
2262）、旧齋藤家別邸（西大畑町 576、☎ 210-8350）
É1,000円　※２館共通。小中学生300円。（当日限り）

旧齋藤家別邸の催し

北方文化博物館新潟分館の催し
■庭園ライトアップ
　アートユニット・アナログ×手部によるライトアップ
■ book bar 鹿

ろくめい
鳴　BarBookBox

　会津八一「鹿鳴集」の歌を季節のカクテルととも
に楽しめる Bar　※ラストオーダーは午後 8 時 30 分
■郷土芸能 LIVE
Ä 9 月 14 日（土）午後８時から
Ñ五穀豊穣を寿ぐ舞の披露
■十五夜の室

しつらい
礼～ススキのお福分け

Ä９月 15 日（日）午後 7 時から
Ñ坪井蓉子さんによる十五夜をテーマにしたコーディ
ネートに関する講話　※ススキのプレゼントあり
■竹花茶席
Ä 9 月 14 日（土）・15 日（日）午後６時 30 分〜８
時 30 分　※ 15 日は午後 7 時 30 分から

関連企画

■近隣文化施設の夜間開館
Ä 9 月 14 日（土）・15 日（日）※新潟大学旭町学
術資料展示館は 14 日のみ

施設 開館時間 催しなど

新潟大学旭町
学術資料展示館

（☎227-2260）
10：00〜
19：00

灯籠作りワークショップ
Ä9/14（土)14：00〜15：30
Ö当日直接会場
紙灯籠によるライトアップ
Ä9/14（土)16：30〜19：00
※雨天中止
光の造形による空間演出
Ä9/14（土)・15（日）
Ñ竹林をイメージした光の造形展示

NSG美術館
（☎378-3773）

10：30〜
18：00　
※券売

は17：30
まで

西村満「北の風景」展
Ä 9/14（土)〜10/20（日）
É 300 円　※「竹あかり花あかり」
2 館共通入館券提示で 200 円

砂丘館
（☎222-2676）

9：00〜
21：00

秋HIYORI和菓子と音楽を楽しむ夕べ
Ä9/14（土）18：00〜19：30
Ç 30人　É3,500円　Ö電話で同館へ

ゆいぽーと
（☎201-7530）

9：00〜
21：30

竹かご編みワークショップ
Ä9/15（日）10：30〜15：00
Ç 高校生以上5人※応募多数の場
合は抽選　É1,500円
Ö9/6（金）までに電話で同館へ

新潟
竹あかり
花あかり

■ホテルイタリア軒　割烹　螢「竹あかり花あかり 弁当」
Ä９月 14 日（土）・15 日（日）午後５時 30 分〜
８時30分　Åホテルイタリア軒　割烹　螢（西堀通７）
É 5,000 円
Ö各日２日前までに電話で同店（☎ 224-5128）へ

■クルーズ船寄港に伴う開館日の変更について
　旧齋藤家別邸の開館日は以下のとおり変更とな
ります。
　臨時開館…10 月 7 日（月）
　臨時（振替）休館…10 月 8 日（火）

■ “竹 & 花” インスタレーション
　草月 竹あかり花あかりコラボ
レーションチームによる作品展示
■いけばなの大作と灯りの共
演（花あかり）
■蔵の中の影絵アート作品展示
■甘味処「あかり茶屋」
Ä９月 14 日（土）・15 日（日）午後６時 30 分〜
８時 30 分
■二胡の調べ
Ä 9 月14 日（土）午後 7 時から
Ñ伊丹弘子さん、江辺玲子さんによる二胡演奏
■インストゥルメンタルバンドによる演奏
Ä 9 月15 日（日）午後８時から

Ä 9 月 13 日（金）午後６時 30 分〜９時
Ñ庭園ライトアップ、花あかり、蔵の中の影絵アー
ト、甘味処「あかり茶屋」　※庭園散策はできません
É 1,000 円　※小中学生 300 円。（当日限り）
■十五夜コンサート「月夜の音楽会」
Ä９月13 日（金）午後７時 30 分から 8 時 10 分まで
Ñ加藤礼子さんによるバイオリン演奏

プレイベント


