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『越後土産』と新潟

連載・おでかけナビ
みんなが主役の文化祭 9/15

問 歴史文化課
■

☎025-226-2584

〜水が育む特産物〜

現在の新潟には、ブランド米や地酒などさまざまな特産物
があります。元治元
（1864）
年に発行された『越後土産』
は、会
きのおきゆき
津藩士の紀興之が幕末の越後の名所旧跡や神社仏閣、市の開
催日や料理屋の一覧などを紹介した書物です。その中の「産物
見立取組」は越後の特産物を相撲の番付形式で表したもので、
現在の新潟市域だけでも80を超える特産物が登場します。
ほし か
このうち、前頭五枚目に挙げられているのが
「五十嵐干鰯」
です
（資料１）
。五十
嵐浜ではイワシ漁が盛んで、春になると大群が押し寄せ海面が盛り上がるほど
の勢いだったといいます。海岸近くまで寄ってくるイワシを刺し網や地引き網
で取り、取れたイワシは砂浜に並べられ、干鰯にされました
（資料２）
。干鰯は
西国地方を中心に需要が高く、主に綿や菜種栽培の肥料として使用されました。
干鰯の他にもウナギやハゼなど川や潟で取れる水産物が選ばれており、
水との関わりが深い新潟の特徴が現れています。

〜11/30

開催

国民文化祭・にいがた2019
全国障害者芸術・文化祭にいがた大会❻
問 市役所コールセンター
（☎025‑243‑4894）
■
文化政策課
（☎025‑226‑2565）

文化祭の楽しみ方Vol.５〜カフェ＆いいもの展〜
（中央区西堀通６）
３階で、障がいの有無にか
９月15日
（日）
からNEXT21
かわらず誰でも集えて交流が出来る
「カフェ」
と、全国の障がい福祉施設
で作られた商品を展示・販売する
「福祉のいいもの展」
をオープンします。
●誰でもおしゃべりカフェ
日 ９/15
（日）
〜11/30
（土）
８:30〜17:30
■
※土・日曜、祝・休日は10:00〜15:00に１
階で実施。９/28、11/２（土）
・３（祝）は休み
●福祉のいいもの展
▲備前焼「ももたま」閑谷ワー
日 ９/15
（日）
〜11/29
（金）
８:30〜17:30
■
クセンター・せと（岡山県）
※日曜は10:00〜15:00。土曜、祝・休日は休み

資料１ 「産物見立取組」
（部分、昭和47
年度版『越後土産』より）
前頭五枚目に「五十嵐干鰯」が挙げられている

日 日時

対 対象

定 定員

￥ 参加費

資料２ イワシ漁と干鰯づくりの様子
（「西蒲原郡五十嵐浜村 鰮漁及干鰯船
積之図」
（部分、新潟市歴史博物館蔵）
）

申 申し込み

水の駅「ビュー福島潟」
北区前新田 ☎025-387-1491
開館時間９:00〜17:00 ※月曜(祝日の場合翌日)休館

●企画展「潟周辺住民の知る福島潟」
日 ９/７
（土）〜10/６
（日） ￥ 入館料（一般400円、
小・中学・高校生200円、就学前児無料）
●自然ウオーク
日９/14
（土）
９:30〜11:30 定 先着20人 ￥ 無料
●バードウオッチング
日９/28
（土）
10:00〜12:00 定 先着20人 ￥ 無料
※このほか別冊情報ひろば４面にも催しを掲載

歴史博物館みなとぴあ
中央区柳島町２ ☎025-225-6111
開館時間９:30〜18:00 ※月曜（祝日の場合翌日）休館

●葉っぱのブローチ作り
日９/８
（日）14:00〜15:30 対 小学生以上
定 先着15人 ￥ 無料
●企画展「むかしのくらし展 布とむかしのくらし」
日９/14
（土）〜12/８
（日） ￥ 無料
●塔屋見学会
日９/21
（土）
13:00〜15:00 定 先着60人 ￥ 無料
●講座「北前船寄港地比べ―酒田・新潟・三
国の歴史と今」
日９/22
（日）13:30〜15:00 ￥ 100円
・29（ 日 ）14:00〜
●火 の し 体験 日 ９/28（ 土 ）
定
￥
各日先着10人
無料
15:00
※このほか別冊情報ひろば４面にも催しを掲載

まちなかほっとショップ
店長 渡邉 和美さん

カフェでは、土・日曜、祝・休日は障がいのあ
るスタッフと一緒にコーヒーなどを提供して“おも
てなし”をします。いいもの展では市内の商品のほ
か、全国から取り寄せた雑貨や食品などの“逸品”
を展示・販売します。
私のお薦めは、本来廃棄する青摘みミカンを活用し
て作った
「湘南みかんぱん」
です。ぜひお越しください。

新潟市美術館

新津美術館

中央区西大畑町 ☎025-223-1622
開館時間９:30〜18:00 ※月曜（祝日の場合翌日）、9/25（水）〜10/8（火）休館

秋葉区蒲ヶ沢 ☎0250-25-1300
開館時間10:00〜17:00 ※月曜（祝日の場合翌日）休館

●企画展「きたれ、 バウハウス―アート／デザイ
ン の 原点 ―」 日 ９/23（ 祝 ）まで ￥ 一般1,000
円、高校・大学生800円 ※中学生以下、障がい
者手帳を持つ人と一部の介助者は無料。９/８
（日）
14:00に展示解説を実施
（ 定 先着100人）
●講演会「バウハウス：デザインの普遍性」
日９/７
（土）
14:00〜15:30 定 先着100人 ￥ 無料
●コレクション展Ⅱ
「抽象の快楽、 具象の誘惑。」
日 12/１
（日）
まで ￥ 一般200円、
高校・大学生150円、
小・中学生100円 ※企画展観覧券で観覧可

古津八幡山遺跡

弥生の丘展示館

秋葉区蒲ヶ沢 ☎025-378-0480
開館時間10:00〜17:00 ※月曜
（祝日の場合翌日）
休館

●企画展「弥生時代から古墳時代の大形建物」
日 10/27
（日）
まで ￥ 無料
●まい ぶ ん 祭り 弓矢体験、 竪穴住居復元見学
日 10/６
（日）９:30〜16:00 ※10:00、13:00に同
遺跡発掘調査現地説明会を実施 ￥ 無料
※このほか別冊情報ひろば４面にも催しを掲載

文化財センター
西区木場 ☎025-378-0480
開館時間9:00〜17:00 ※月曜
（祝日の場合翌日）休館

●企画展「あたらしいかたち 新潟県人作家展」
日 ９/14
（土）〜11/10（日） ￥ 一般700円、高校・
大学生300円 ※中学生以下、障がい者手帳を持
つ人と一部の介助者は無料
●コレクション展Ⅱ
「版画のかたち いろいろ」
日９/14
（土）
〜12/22
（日） ￥ 無料
●講座「新潟の金工と竹工芸」
日９/16
（祝）
13:30〜15:00 定 先着50人
￥ 無料
（企画展の当日観覧券が必要）

新津鉄道資料館
秋葉区新津東町２ ☎0250-24-5700
開館時間9:30〜17:00 ※火曜休館
￥ 一般300円、高校・大学生200円、小・中学生

100円
※あす２日、土・日曜、祝日は中学生以下無料
〜10/14
（祝）
●魅惑の鉄道切符展 日９/21（土）
・23（祝）10:00〜
●実物車両公開 日 ９/22（日）
15:30 ※11:30〜13:00は運転席の見学不可

會津八一記念館
新潟日報メディアシップ５階 ☎025-282-7612
開館時間10:00〜18:00 ※月曜（祝日の場合翌日）休館

●企画展「會津八一 書の逸品」
日９/29
（日）
まで
●企画展「小学生の？からさぐるにいがたのれきし」
￥
一般500円、
大学生300円、高校生200円、小・中
日 11/４
（振休）
まで ￥ 無料
学生100円 ※土・日曜、祝日は小・中学生無料
●講座「農村部の堀と船」
日９/21
定
￥
（土）
13:30〜15:00
先着80人
無料 ●特別展「富本憲吉と會津八一〜孤高の美の求道
（水）
〜12/15
（日） ￥ 一般600円
者たち」 日 10/９
●黒埼の民具とお茶を楽しむ会
（前売り500円、
9/6から販売）
、大学生300円、高校
日９/29
（日）
10:00〜15:00 定 先着60人
生200円、小・中学生100円
￥ 大人500円、小学生100円 ※就学前児無料
はてな

視覚に障がいがある人を対象に、「市報にいがた」の点字版・ＣＤ版・デイジー版を発行しています。 申込先県視覚障害者福祉協会(☎025-381-8258)

広報課(☎025-226-2089)

こまめな水分補給を ■
︵☎０２５･２８８･３２６０︶
問消防局救急課

楽しみ方を聞きました

