佐潟 20 ラムサールフェス「地元編」実績報告書
１

開催概要
佐潟が平成８年３月にラムサール条約湿地に登録されてから 20 周年を迎えたこ
とを記念して、里潟佐潟の魅力を伝えるイベントを開催。イベントは、豊かな自然
環境を代表する佐潟が、本市の財産であることを市内外に情報発信し、来場する市
民が佐潟の素晴らしさを楽しみながら体感できるものとした。事業は、様々な施設
や団体、組織、市民と連携、協働して実行委員会を組織して実施した。

２

開催日時：平成 28 年 11 月６日(日) 午前７時〜午後４時

３

開催場所：赤塚中学校体育館、佐潟水鳥・湿地センター、メイワサンピア

４

主催：佐潟ラムサール条約登録 20 周年記念事業実行委員会
赤塚郷土研究会、赤塚漁業協同組合、赤塚小学校、赤塚商工会、赤塚地区自
治連絡協議会、赤塚中学校、潟主、公益財団法人新潟県都市緑化センター、
コミュニティ佐潟、佐潟環境ネットワーク、佐潟鳥類標識グループ、佐潟と
歩む赤塚の会、佐潟ボランティア解説員の会、中原邸保存会、新潟水辺の会、
にいがた未来農業協同組合赤塚支店、にいがた野鳥の会、メイワサンピア、
環境省（関東地方環境事務所）、新潟県（環境企画課）、新潟市（西区地域課、
潟環境研究所、環境政策課）(行政以外は五十音順)

５

後援：にいがた市民環境会議、阿賀野市、新潟日報社、朝日新聞新潟総局、毎日
新聞新潟支局、読売新聞新潟支局、産経新聞新潟支局、日本経済新聞社新
潟支局、NHK 新潟放送局、BSN 新潟放送、N S T、TeNY テレビ新潟、UX 新
潟テレビ 21、エフエムラジオ新潟、FM PORT 79.0、FM KENTO

６ 主な広報活動
○チラシ(20,000 枚)、ポスター(500 枚)を作成し市内公共施設他に配布した。
○チラシは西区の各世帯に自治会を通して回覧を行った。
○市内各小学校にポスターの掲示とイベントの周知を依頼した。
○赤塚小学校、木山小学校、赤塚中学校には児童・生徒にチラシの配布を依頼した。
○市報にいがた 10 月２日号、西区役所だより 10 月 16 日号で周知
○TeNY 広報番組「いきいき新潟」でイベントを告知(10 月 29 日放映)
○assh10 月 13 日号に掲載
○新潟日報朝刊に掲載(10 月 22 日)
○月刊にいがたでイベントを紹介(10 月 25 日発行)
○環境フェア(10 月２日)に出展し、佐潟の紹介やイベントの PR を行った。
○西区ふれあいまつり(10 月２日)に出展し、佐潟の紹介やイベントの PR を行った。
○新潟国際情報大学学園祭に小宮山委員から出展・対応いただき、PR を行った。
○ほんぽーと中央図書館企画展示として、10 月６日から 11 月１日かけて「ラムサ
ール条約湿地佐潟展」と題したパネル展示を実施。佐潟を紹介するとともに、イ
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ベントポスターも掲示し、チラシも設置して周知を行った。
７

来場者：約 1,500 人

８ 内容
(１)愛鳥センター収蔵写真展
【開催団体】にいがた野鳥の会
【開催時間】9:00〜16:30
【開催場所】佐潟水鳥・湿地センター
【開催内容】新潟県愛鳥センターが募集した「野鳥写真展」の入賞作品 17 点を展示
し、写真を通して来館者に野鳥の魅力を PR することができた。
(２)佐潟での鳥類標識調査 20 余年の歩み
【開催団体】佐潟鳥類標識グループ
【開催時間】展示：9:00〜16:30、解説①12:00〜13:00、②14:00〜15:00
【開催場所】佐潟水鳥・湿地センター
【開催内容】佐潟のヨシ原で行っている、小鳥を中心とする鳥類の標識調査の様子や
結果などをパネルやパンプレットを用いて紹介した。鳥類の標識調査を
通して、佐潟の自然環境の大切さを知っていただくことができた。
(３) 「赤塚水辺の古代遺跡」と題した講演会
【開催団体】赤塚・中原邸保存会・文化財センター
【開催時間】10:30〜11:30
【開催場所】赤塚中学校体育館ステージ
【開催内容】新潟市文化財センター職員から、赤塚周辺の水辺の奈良・平安時代の遺
跡の特徴を、映像なども用いながら解説いただいた。
(４) 明治時代の中原家収蔵品地図の展示
【開催団体】赤塚・中原邸保存会
【開催時間】10:00〜16:00
【開催場所】赤塚中学校体育館２階ギャラリー
【開催内容】中原家に収蔵されている佐潟を含む赤塚耕地の図面や、乳ノ潟開拓耕地
の図面などの展示を行った。図面は今回初公開となり、貴重な資料を市
民の方々に見ていただくことができた。
(５) 水辺の要所、赤塚の遺跡を紹介します！
【開催団体】赤塚・中原邸保存会・文化財センター
【開催時間】10:00〜16:00
【開催場所】赤塚中学校体育館２階ギャラリー
【開催内容】赤塚地域の遺跡である「四十石遺跡」、
「大藪遺跡」、
「前田遺跡」の出土
品を展示した。また見学者には展示解説会なども開設し、展示品などに
関しても理解を深めていただくことができた。
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(６) 佐潟なりわい観測舎(アトリエ・ワン)
【開催団体】佐潟と歩む赤塚の会
【開催時間】10:00〜16:00
【開催場所】赤塚中学校体育館２階ギャラリー
【開催内容】水と土の芸術祭 2015 開催時に、ベースキャンプに出品したアトリエ・
ワンの作品(風景画)を展示した。作品を通して佐潟の様子などを知って
いただくきっかけとなった。
(７) 佐潟の暮らし 〜潟の恵みと歴史文化〜
【開催団体】赤塚郷土研究会
【開催時間】10:00〜16:00
【開催場所】赤塚中学校体育設１階ギャラリー・赤塚中学校体育設２階ギャラリー
【開催内容】佐潟に関する歴史的な資料に関する様々な展示を行った。展示内容は以
下の通り。
・佐潟の古写真(昭和を含む)展示
・「越後平野と潟の屏風絵図」及び「越後平野 地形と街道屏風絵図」
の展示
・里潟佐潟の歴史的資料の展示(コピー)
・佐潟の歴史案内看板(拡大コピー)展示
・佐潟の漁労道具展示
(８) 佐潟の 20 年を振り返る
【開催団体】佐潟と歩む赤塚の会
【開催時間】10:00〜16:00
【開催場所】赤塚中学校体育館１階ギャラリー
【開催内容】佐潟のこれまでの歩みや、佐潟がラムサール条約に登録するまでの経緯
を、大きな年表３枚にまとめ、パネルで展示した。年表を通して、佐潟
の変遷やラムサール条約登録までの動向を、分かりやすく知ることがで
きた。
(９) 佐潟ぐるら今昔 20 年
【開催団体】赤塚郷土研究会・新潟国際情報大学
【開催時間】10:00〜16:00
【開催場所】赤塚中学校体育館１階ギャラリー
【開催内容】佐潟の周辺や赤塚地区の様々な箇所について、ラムサール条約に登録し
た 20 年前の写真と現在の様子の写真を並べて展示した。佐潟や赤塚地
区の 20 年間での変化や発展について見比べることができ当時の様子を
振り返ることができた。また見学者には随時解説等を行い、変遷の様子
などの解説等をいただいた。
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(10)佐潟に関する写真展
【開催団体】佐潟環境ネットワーク
【開催時間】10:00〜16:00
【開催場所】赤塚中学校体育館１階ギャラリー
【開催内容】佐潟の四季の風景写真に関する展示と、日本白鳥の会の協力による佐潟
にも多数飛来するハクチョウに関する写真展を開催した。ハクチョウの
写真を通して佐潟で生活するハクチョウの姿にも想いをはせることが
できた。
(11) 秋の佐潟観察会
【開催団体】佐潟ボランティア解説員の会・県立植物園
【開催時間】①7:00〜8:00、②11:00〜12:00、③15:00〜16:00
【開催場所】佐潟公園（集合：佐潟水鳥・湿地センター）
【開催内容】早朝のハクチョウ観察会、日中の秋の佐潟を知る観察会、午後のハクチ
ョウのねぐら入り観察会と、佐潟をフィールドとして３回の観察会を開
催した。講師には生きものに詳しい佐潟ボランティア解説員の会、県立
植物園に在籍する植物の専門家、越佐昆虫同好会所属の昆虫専門家が担
当し、参加者をご案内いただいた。
(12) 水を楽しむワークショップ
【開催団体】環境省関東地方環境事務所
【開催時間】①水と遊ぼう！ミズリンピック：10:00〜11:00
②水を知ろう！驚異の旅：11:00〜12:00
【開催場所】佐潟水鳥・湿地センター
【開催内容】体験型の水教育プログラム「プロジェクト WET」のワークショップを２
種類開催し、ゲームを通して水の循環や特性などを学習する場を提供し
た。プログラムには親子を中心に参加いただき、楽しみながら水の大切
さなどを理解いただいた。
(13) コイ汁の振る舞いサービス、地元野菜の物販
【開催団体】佐潟と歩む赤塚の会
【開催時間】11:30〜13:00
【開催場所】佐潟水鳥・湿地センター周辺の屋外
【開催内容】佐潟水鳥・湿地センター前に特設テントを設営し、佐潟と歩む赤塚の会
から作成いただいたコイ汁を振る舞っていただいた。当日は天候が穏や
かで、特設のベンチなど外で食す人の姿で賑わっていた。また振る舞い
とあわせて、地元の漬け物などの物販も行った。
(14) 今森光彦氏講演会「お話会・佐潟を語る」
【開催団体】新潟市環境政策課
【開催時間】13:30〜15:30
【開催場所】赤塚中学校体育館ステージ
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【開催内容】赤塚小学校児童による環境学習から学んだ内容や、赤塚中学校が行って
いる佐潟に関する取り組みの発表があり、その後に人が関わって守られ
てきた自然をテーマとした写真家の今森光彦氏による基調講演を行っ
た。基調講演後は、今森光彦氏や小中学校の発表者代表などから参加い
ただき、これからの佐潟を語るお話会を開催した。小中学校の発表や、
基調講演では、学校で行っている佐潟への取り組みや貴重なお話など、
様々な話題を聴くことができた。また司会も赤塚中学校生徒から担当い
ただき、分かりやすく丁寧に進行をすすめていただいた。なお、お話会
の参加者は以下の通り。
・今森光彦氏
・赤塚小学校児童代表
・赤塚中学校生徒代表
・涌井晴之氏（佐潟ラムサール条約登録 20 周年記念事業実行委員長）
・聞き手：新潟市環境政策課職員
(15) 新潟市 16 の里潟紹介
【開催団体】新潟市環境政策課・潟環境研究所
【開催時間】10:00〜16:00
【開催場所】赤塚中学校体育館１階ギャラリー
【開催内容】本市に点在する 16 の里潟についてパネルを用いて展示した。また主要
な里潟に関しては、別にパネルを作成し詳しく紹介した。
(16) 新潟市の鳥「ハクチョウ」の紹介
【開催団体】新潟市環境政策課、協力：環境省関東地方環境事務所
【開催時間】10:00〜16:00
【開催場所】赤塚中学校体育館１階ギャラリー
【開催内容】新潟市の鳥「ハクチョウ」の制定経緯や、ハクチョウに関する紹介など
をパネルで展示した。また、新潟県の鳥「トキ」についても、環境省関
東地方環境事務所からご協力いただき、トキの紹介や取り組みの様子に
関するパネルを、新潟市の鳥の紹介と並べて展示することができた。
(17) 全国ラムサール条約湿地紹介
【開催団体】新潟市環境政策課
【開催時間】10:00〜16:00
【開催場所】赤塚中学校体育館１階ギャラリー
【開催内容】佐潟をはじめとして全国に 50 ヶ所あるラムサール条約湿地をパネルで
展示するとともに、ラムサール条約に関する紹介の展示も行った。
(18) 里潟学術研究発表
【開催団体】新潟市環境政策課
【開催時間】10:00〜16:00
【開催場所】赤塚中学校体育館１階ギャラリー
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【開催内容】平成 27 年度に本市が委託した里潟学術研究事業の３件の研究結果をパ
ネルや映像も交えて展示した。また 12:15〜13:15 には、受託した研究
者が見学に訪れた方々に研究成果を説明し意見交換などを行った。
(19) 「潟の記憶」上映会
【開催団体】潟環境研究所
【開催時間】①9:00〜、②12:00〜、③15:00〜
【開催場所】佐潟水鳥・湿地センター
【開催内容】潟環境研究所が制作した佐潟、福島潟、鳥屋野潟、上堰潟とそこに関わ
る人々の生業や想いを映像としてまとめたものを放映し、映像を通して
かつての里潟に想いを馳せることができた。
(20) スタンプ de サカタ
【開催団体】新潟市環境政策課
【開催時間】10:00〜16:00
【開催場所】赤塚中学校体育館、佐潟水鳥・湿地センター、メイワサンピア
【開催内容】各会場の入り口付近にスタンプを設置し、来場者に参加を呼びかけた。
台紙は、当日の催し物案内も兼ねているものを使用した。３か所の会場
に立寄り、２つ集めた方には特製のクリアファイルまたは付箋のどちら
かをプレゼントした。また、３つ集めた方には、缶バッチも加えてプレ
ゼントした。
○関連事業：赤塚商工会主催「軽トラ市」
【開催団体】赤塚商工会
【開催時間】09:00〜11:00
【開催場所】佐潟水鳥・湿地センター前駐車場
【開催内容】農産物をはじめ、販売物品を軽トラックなどの自動車に積載し、会場に
乗り入れて販売を行った。また、会場では抽選会や牛すじ煮込みの無料
配布などもあわせて行い、参加者で賑わっていた。
９．総括
○当日は天候もよく、目標人数を上回る市民の方から参加いただくことができた。
○実行委員の皆様から主体的に準備、活動いただき、新潟国際情報大学の学生ボラ
ンティア(９人)のサポートもあり、大いに盛り上がった。
○参加者のアンケートでは、子どもや大人に関わらずみんなで佐潟を守っていきた
いという声もあり、会場全体で佐潟のラムサール条約登録 20 周年をお祝いする
雰囲気ができた。
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