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　「新潟みなと水遊記２００９」は、「水と土の芸術祭」を応援しています。　「新潟みなと水遊記２００９」は、「水と土の芸術祭」を応援しています。

　イベントガイドの背景色に「みずつち」のロゴマーク　　　　　　　がある　イベントガイドの背景色に「みずつち」のロゴマーク　　　　　　　がある

　ものは「水と土の芸術祭」のアート作品・協賛イベントです。　ものは「水と土の芸術祭」のアート作品・協賛イベントです。

　　今夏は、みなとステージの芸術祭も是非ご鑑賞ください。　　今夏は、みなとステージの芸術祭も是非ご鑑賞ください。

　　さらに、今年の新潟ジャズストリートでは、「SUIYUUKI」と題した楽曲　　さらに、今年の新潟ジャズストリートでは、「SUIYUUKI」と題した楽曲

　も演奏されます。（予定）　　　　　も演奏されます。（予定）　　　　

　水辺を憩いの場として解放し、ちょっとし　水辺を憩いの場として解放し、ちょっとし

たバカンス気分で楽しめるさまざまなイベンたバカンス気分で楽しめるさまざまなイベン

トを開催します。トを開催します。

　また船で巡る小旅行や、船に乗ること自体　また船で巡る小旅行や、船に乗ること自体

を楽しむ催しも盛りだくさんです。を楽しむ催しも盛りだくさんです。

　一方で港を中心にした人々の暮らしを掘り　一方で港を中心にした人々の暮らしを掘り

起こし、歴史を学ぶ催しにも出会えます。起こし、歴史を学ぶ催しにも出会えます。

サンドクラフトinにいがた２００９サンドクラフトinにいがた２００９
日　　　時　　　８／２２（土）・２３（日）　９：００～１８：００
場　　　所　　　新潟西海岸（日和山浜）
内　　　容　   　２００５年にスタートした「サンドクラフトｉｎにいがた」を今年は新潟
　　　　　　　　西海岸（日和山浜）で開催します。美しい海をみながら砂像鑑賞し、環境
　　　　　　　　保護の大切さを訴えかけるとともに、市民に賑わいの場を提供するイベン
　　　　　　　　トとして、各種イベントを開催します。

お問合せ先　　　（社）新潟青年会議所　ＴＥＬ．025-229-0874（担当：入田）
　　　　　　　　ホームページ　http://www.niigata-jc.com　

トワイライトジャズ　トワイライトジャズ　～七夕スペシャル～～七夕スペシャル～２

新潟ジャズストリート新潟ジャズストリート
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水上タクシー水上タクシー「WATER　CAB」運航！「WATER　CAB」運航！
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企画展企画展「蒲原平野の２０世紀「蒲原平野の２０世紀－水と土の近代－水と土の近代」展

 ６

企画展企画展「ハルビン金代文化」「ハルビン金代文化」展

第６回　夕涼みコンサート第６回　夕涼みコンサート
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みなと・しもまち・川祭り　２００９みなと・しもまち・川祭り　２００９
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Riverside Node（リバーサイドノード）Riverside Node（リバーサイドノード）
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川がつくった川・人がつくった川、通船川クルーズ川がつくった川・人がつくった川、通船川クルーズ
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風迎人（かぜむかえびと）の家風迎人（かぜむかえびと）の家
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2009月待ち湊2009月待ち湊
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NIIGATA港☆ジャズナイト２００９NIIGATA港☆ジャズナイト２００９

1５

親子みなと見学会　親子みなと見学会　～船から見る新潟西港～～船から見る新潟西港～
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『湊と「水と土」との関わり』『湊と「水と土」との関わり』

1６

平成２１年平成２１年
湊まち新潟歴史ウォーク湊まち新潟歴史ウォーク
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’09萬代橋誕生祭（８０周年）09萬代橋誕生祭（８０周年）

1９

『日和山ムーブメント』『日和山ムーブメント』 ２０光放つ光放つ
みなとまち新潟の水先案内みなとまち新潟の水先案内

浮島　Floating Island浮島　Floating Island
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新潟・開港カフェ１４０新潟・開港カフェ１４０

２２

第１回　山の下みなとタワー音楽祭第１回　山の下みなとタワー音楽祭

２３

みなと新潟☆OBONフェスティバルみなと新潟☆OBONフェスティバル

２４

Sunday  Morning☆健康教室Sunday  Morning☆健康教室

２５

第３回　ビーチライフIN新潟第３回　ビーチライフIN新潟 地域に根ざした
郷土芸能の再発見

水と土の芸術祭水と土の芸術祭　フネプロジェクト　フネプロジェクト

海上自衛隊　護衛艦一般公開・体験航海海上自衛隊　護衛艦一般公開・体験航海

２８巡視船体験航海巡視船体験航海　～ 新潟マリンフェスタ２００９ ～　～ 新潟マリンフェスタ２００９ ～

２６

日　　　時　　　７／３（金）　１８：００～１９：００
場　　　所　　　朱鷺メッセ　２階
内　　　容　   　朱鷺メッセ2Fぺディストリアンデッキ・アトリウムで夏の夕日と川面を渡
　　　　　　　　る涼風を感じながら七夕の装飾の中でJazzを楽しんでいただきます。

お問合せ先　　　朱鷺メッセ　新潟コンベンションセンター
　　　　　　　　ＴＥＬ．025-246-8400（担当：高橋）
　　　　　　　　ホームページ　http://www.tokimesse.com/　

日　　　時　　　７／１８（土）・１９（日）　１３：００～１８：００
場　　　所　　　朱鷺メッセ　１階ウッドデッキ
内　　　容　   　新潟ジャズストリートは、新潟市中心街の各会場で、一日中熱いジャズラ
　　　　　　　　イブが繰り広げられる音楽イベントです。
　　　　　　　　今夏第１４回目を迎え、７／１８、１９の両日で古町や信濃川エリア（朱
　　　　　　　　鷺メッセ等）を中心に、ストリート５会場を含む会場数：32、ライブ数：
　　　　　　　　161、出演者数：983名（ビッグバンド318名含む）で開催いたします。
お問合せ先　　　新潟ジャズストリート事務局　ＴＥＬ．025-223-4349（担当：和田）
　　　　　　　　ホームページ　http://www.niigata-jazzstreet.com/

日　　　時　　　８／１（土）～８／３０（日）　１０：００～１８：００
　　　　　　　　８月中の土曜日曜のみ運航
場　　　所　　　新潟西港周辺
内　　　容　   　気軽な移動手段として期待できる「水上タクシーWATER　CAB」を期間
　　　　　　　　限定で運航します。対岸までの渡船、港周遊などいろいろと楽しめます。

お問合せ先　　　舟運活性化ネットワーク研究会　
　　　　　　　　ＴＥＬ．025-282-1099（担当：中村）
　　　　　　　　ホームページ　http://www.hitolink.com
　

日　　　時　　　８／２（日）　１８：００～２０：００
場　　　所　　　新潟市歴史博物館（みなとぴあ）　芝生広場
内　　　容　   　「ライトアップされた美しい夜景に包まれて、川風に吹かれながら、家族
　　　　　　　　みんなで音楽を楽しもう！」とのコンセプトで地元団体と共催した野外コ
　　　　　　　　ンサートを開催します。

お問合せ先　　　新潟市歴史博物館（みなとぴあ）、新潟下町をよくする会
　　　　　　　　ＴＥＬ．025-225-6111（担当：小柳）
　　　　　　　　ホームページ　http://www.nchm.jp　

日　　　時　　　８／２３（日）　１８：００～２０：００
場　　　所　　　新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
内　　　容　   　灯篭流し…みなとぴあ敷地内に手作り灯篭を流します。
　　　　　　　　あかりムーブメント…地域の子供達の協力を得て手作りの行灯をみなとぴ
　　　　　　　　あ敷地内に配置し旧税関を彩ります。

お問合せ先　　　新潟市歴史博物館（みなとぴあ）、新潟北部開発協議会　
　　　　　　　　ＴＥＬ．025-229-8302（担当：佐藤）
　　　　　　　　ホームページ　http://www.nchm.jp　　　　　　　　　　　　　　　

日　　　時　　　７／１８（土）～９／３０（水）　１１：００～１９：００
場　　　所　　　新潟市歴史博物館（みなとぴあ）、万代シティ（萬代橋右岸上流側橋詰）、
　　　　　　　　萬代橋左岸下流側橋詰（みなと・さがん）の船乗り場付近
内　　　容　   　RiversideNodeは、水辺と街をつなげるインスタレーションです。水上タ
　　　　　　　　クシー、水上バスレンタサイクル、ベロタクシーのステーションであり、
　　　　　　　　ここから水辺や街へ出かけることも出来ます。自動車を降りて、新潟の街
　　　　　　　　を再発見する旅に出かけましょう。　
お問合せ先　　　新潟大学工学部　岩佐研究室　ＴＥＬ．025-262-7287（担当：岩佐）
　　　　　　　　ホームページ　http://iwasa.eng.niigata-u.ac.jp/top/　　

日　　　時　　　７／１８（土）～１０／３１（土）　毎週土曜日　９：００～１５：００
　　　　　　　　８／１５と９／１２は運休
場　　　所　　　通船川（山の下閘門～津島屋閘門）
内　　　容　   　通船川を船でクルーズし、阿賀野川と信濃川の関わりを学ぶと共に新たな
　　　　　　　　通船川の魅力に出会えます。（雨天中止）

　
お問合せ先　　　通船川・栗の木川ルネサンス　
　　　　　　　　ＴＥＬ．080-1150-4435（担当：星島）
　　　　　　　　

日　　　時　　　７／１８（土）～１２／２７（日）　常設展示
場　　　所　　　入船みなとタワー前緑地
内　　　容　   　風は水と土と共に自然の恵みである。風迎人の家のなかで、壁のスリット
　　　　　　　　を通して３６０°見渡せる風が創った風景と、スリットを通して入ってく
　　　　　　　　る風を感じよう。

お問合せ先　　　NPO法人 にいがた湊あねさま倶楽部＋上山寛
　　　　　　　　ＴＥＬ．090-4002-0908（担当：堀）
　　　　　　　

日　　　時　　　９／５（土）　１５：００～２１：００　
場　　　所　　　入船みなとタワー前緑地
内　　　容　   　流木行灯や竹キャンドルなど様々な趣向をこらした中で、お月見を楽しみ
　　　　　　　　ませんか。月見酒やお菓子などを用意して、お待ちしております。
　　　　　　　　（荒天中止）

お問合せ先　　　NPO法人 にいがた湊あねさま倶楽部　
　　　　　　　　ＴＥＬ．090-4002-0908（担当：堀）
　　　　　　　

日　　　時　　　７／１８（土）～８／３０（日）　９：３０～１８：００
場　　　所　　　新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
内　　　容　   　水と土の芸術祭連携事業として、洪水・湛水に悩まされてきた蒲原低湿地
　　　　　　　　を近代的な土木技術によって克服し、１９５０～６０年代に稲作農村地帯
　　　　　　　　として黄金時代を迎える歴史を文書・農具・映像などの資料を通して紹介
　　　　　　　　する企画展を開催します。
お問合せ先　　　新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
　　　　　　　　ＴＥＬ．025-225-6111（担当：小柳）
　　　　　　　　ホームページ　http://www.nchm.jp　

日　　　時　　　９／１２（土）～１１／８（日）　９：３０～１８：００
　　　　　　　　（１０／１～　１７：００まで）
場　　　所　　　新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
内　　　容　   　ハルビンは、１２世紀に中国の北半分を支配した金王朝が 初に都を開い
　　　　　　　　た土地です。その出土品などを展示するハルビン市阿城上京歴史博物館の
　　　　　　　　資料を展示し、ハルビンの歴史を市民に紹介する企画展を開催します。
お問合せ先　　　新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
　　　　　　　　ＴＥＬ．025-225-6111（担当：小柳）
　　　　　　　　ホームページ　http://www.nchm.jp　

日　　　時　　　８／２２（土）　１７：３０～２１：００
場　　　所　　　万代島水産物水揚場
内　　　容　   　“夏の一夜に港からの贈り物”
　　　　　　　　港をステージとした特設会場で、地元のバンドや、内外で活躍する一流プ
　　　　　　　　レイヤーによるジャズの生演奏を楽しんでいただきます。(入場は無料)
　
お問合せ先　　　NIIGATA港☆ジャズナイト開催実行委員会
　　　　　　　　ＴＥＬ．025-226-2739（担当：伊藤）
　　　　　　　　ホームページ　http://www.city.niigata.jp

日　　　時　　　８／２４（月）～８／２６（水）　９：３０～１１：３０
場　　　所　　　新潟港湾・空港整備事務所
内　　　容　   　港湾業務艇に乗船して新潟西港内を見学すると共に、水理実験場も見学し
　　　　　　　　ます。（各回とも先着１２名・要予約）

お問合せ先　　　新潟港湾・空港整備事務所
　　　　　　　　ＴＥＬ．025-222-6111（担当：外山）
　　　　　　　　ホームページ　http://www.niigata.pa.hrr.mlit.go.jp/（８／３～８／７）
　　　　　　　　

日　　　時　　　７／１８（土）・８／２２（土）・９／５（土）　９：３０～１２：００
場　　　所　　　７／１８（土）…新潟港湾・空港整備事務所、新潟みなとトンネル
　　　　　　　　８／２２（土）…通船川周辺　９／５（土）新潟島本町・古町周辺
内　　　容　   　一般市民を対象にみなと周辺の歴史探訪や施設の現地踏査、学習を通じて
　　　　　　　　開港１５０年にあたる１０年後の新潟港および、湊まち新潟の在り方の提
　　　　　　　　案をして頂きます。※参加者応募は終了しました。

お問合せ先　　　湊まち新潟歴史ウォーク実行委員会　
　　　　　　　　ＴＥＬ．025-222-6111（担当：外山）
　　　　　　　

萬代橋サンセットカフェ萬代橋サンセットカフェ
日　　　時　　　６／１（月）～７／３１（金）　
　　　　　　　　①土　日　他…１１：００～１８：００　　
　　　　　　　　②平日・日曜…１１：００～サンセットまで
                        　土　　　曜…１１：００～２０：００　
場　　　所　　　①信濃川左岸緑地萬代橋下流　②信濃川やすらぎ堤緑地右岸萬代橋上流
内　　　容　   　オープンカフェ・生演奏（土曜のみ）・花火打ち上げ（予定）萬代橋ＰＲ

お問合せ先　　　日本海夕日キャンペーン実行委員会　
　　　　　　　　ＴＥＬ．025-267-2424（担当：鈴木）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日　　　時　　　８／２２（土）①１６：００～２１：００
　　　　　　　　８／２３（日）①②③１１：００～１８：００
場　　　所　　　①信濃川左岸緑地萬代橋下流　②信濃川やすらぎ堤緑地右岸萬代橋上流
　　　　　　　　③萬代橋歩道上
内　　　容　   　オープンカフェ・ステージイベント（生演奏、ダンス等）・’０９萬代橋
　　　　　　　　Ｔシャツ販売・萬代橋イルミネーション（予定）・実行委員によるブース
お問合せ先　　　萬代橋誕生祭実行委員会　
　　　　　　　　ＴＥＬ．025-226-2656（担当：池田）
　　　　　　　　ホームページ　http://www.city.niigata.jp/info/machizukuri/
　　　　　　　　

日　　　時　　　７／１８（土）・１９（日）　１５：００～２０：００
　　　　　　　　７／２０（月）・２５（土）・２６（日）　１０：００～１５：００　
場　　　所　　　日和山住吉神社
内　　　容　   　新潟港水先案内発祥の地である日和山が整備されたことを記念し、日和山
　　　　　　　　の山開きを実施します。１８日及び１９日の日和山の光によるインスタレ
　　　　　　　　ーションとまちあるき拠点としての茶屋の開設とまちあるき看板を設置し
　　　　　　　　ます。
お問合せ先　　　日和山委員会
　　　　　　　　ＴＥＬ．025-223-7716（担当：吉江）
　　　　　　　　

日　　　時　　   ７／３（金）～８／３１（月）
場　　　所　　　みなと・さがん（新潟グランドホテル前予定）
内　　　容　   　信濃川下流域に小さな島をつくるプロジェクトを行います。船の上に、家、
    　　　　　　  灯台、集会所、畑、など島に必要なものを設置し島の上には「島民」と呼
　　　　　　　　ばれるメンバーが数人滞在します。島民たちは、都市に隣接した「浮島」
　　　　　　　　の生活はどうあるべきか、思索し、島民がつくりだした浮島の日常は「都
　　　　　　　　市に対して、いまどうあるべきか」という日常そのものを再知覚させます。
　　　　　　　　一緒に浮島を都市に対峙させる旅にでませんか。
お問合せ先　　　浮島 Floating Island　ホームページ　http://floatingisland.ehoh.net/

日　　　時　　　８月～９月の土日及び祝日（８／２２・２３を除く）
　　　　　　　　土曜…１３：００～２０：００　日曜…１１：００～１６：００
　　　　　　　　９／２０（日）～２３（水）は１１：００～２０：００
場　　　所　　　みなと・さがん（新潟グランドホテル前）
内　　　容　   　新潟港が開港して１４０年を迎えた今年、みなと・さがん（新潟グランド
　　　　　　　　ホテル前）で開港カフェ１４０を実施します。オープンカフェやトークイ
　　　　　　　　ベント等を実施。
お問合せ先　　　（財）新潟観光コンベンション協会
                     　ＴＥＬ．025-265-8000
　　　　　　　

日　　　時　　　８／２（日）　１４：００～１７：００
場　　　所　　　山の下みなとタワー　３階ホール
内　　　容　   　山の下みなとタワー３階ホールを使用して、ジャズ・フォーク・ブラス・
　　　　　　　　ラテン・ジュニア器楽演奏など、幅広く市民の音楽活動を支援する意味合
　　　　　　　　いから発表の場を作りたいと考えています。
　

お問合せ先　　　新潟東区音楽協会　
　　　　　　　　ＴＥＬ．090-4392-9792（担当：安原）
　　　　　　　

日　　　時　　　８／15（土）　１３：００～２１：００（雨天の場合16日に延期）
場　　　所　　　入船みなとタワー前広場
内　　　容　   　☆野外ライブステージ☆アート作品展示☆販売ブース（食品・手作り作品
　　　　　　　　・フェアトレード商品・エコロジー商品・不用品フリーマーケット等）☆
　　　　　　　　PRブース☆キャンドルホルダーのワークショップ☆19:00～キャンドル
　　　　　　　　ナイト　 ※出展者、出店者、募集中！
お問合せ先　　　みなと新潟☆OBONフェスティバル実行委員会
　　　　　　　　ＴＥＬ．090-6255-9556（担当：East circle 戸松）
　　　　　　　　ホームページ　http://pksp.jp/eastcircle/

日　　　時　　　7／19（日）～9／27（日）　毎週日曜日７：００～９：００
場　　　所　　　入船みなとタワー前広場
　　　　　　　　※雨天の場合…入船みなとタワー隣「入船うどん」で開催
内　　　容　   　☆健康ヨガ・天城流健康法など週替わりで開催
　　　　　　　　☆受講料…１回につき５００円（持ち物・ヨガマットかバスタオルなどの
　　　　　　　　敷物）　
お問合せ先　　　Sunday　Morning☆健康教室実行委員会
　　　　　　　　ＴＥＬ．090-2994-6726（担当：East circle 福本）
　　　　　　　　ホームページ　http://pksp.jp/eastcircle/

日　　　時　　　7／２６（日）　９：００～１６：００
場　　　所　　　新潟西海岸（日和山浜）
内　　　容　   　ビーチバレー、ビーチサッカー、ビーサン跳ばし等の他、水と土の芸術祭
　　　　　　　　新潟市の魅力アップコースとして「地域に根ざした郷土芸能の再発見」も
　　　　　　　　同時開催されます。
　

お問合せ先　　　第３回ビーチライフIN新潟実行委員会（新潟下町をよくする会）
　　　　　　　　ＴＥＬ．025-222-9443（担当：細貝）
　　　　　　　　　　

日　　　時　　　８／２８（金）～８／３０（日）　１７：００～２１：００（予定）
場　　　所　　　信濃川水上および信濃川やすらぎ堤緑地新潟市民芸術文化会館近辺
内　　　容　   　大型運搬船「コウレンボウ」に光のアートを施し、「水のステージ」とし
　　　　　　　　て信濃川上に浮かべる。桟橋で繋がれたやすらぎ堤には「土のステージ」
　　　　　　　　を設置。これらのステージで水・土のテーマに合わせた演奏や、2つのス
　　　　　　　　テージを観客が行き来したりする参加型演奏会を開催する。
   　　　　　　　※「コウレンボウ」は8月中旬～10月末まで展示　
お問合せ先　　　水と土の芸術祭実行委員会　ＴＥＬ．025-226-2627（担当：長谷部）
　　　　　　　　ホームページ　http://www.mizu-tsuchi.jp/

日　　　時　　　７／２５（土）・７／２６（日）　１３：００～１６：００　一般公開
　　　　　　　　７／２６（日）　９：４５～１１：４５　体験航海　
場　　　所　　　新潟港西港　山の下埠頭
内　　　容　   　護衛艦の一般公開を実施します。また、事前の一般公募（応募多数の場合
　　　　　　　　は抽選）により、護衛艦の体験航海も合わせて実施します。体験航海につ
　　　　　　　　きましては、自衛隊新潟地方協力本部のホームページをご覧下さい。皆様
　　　　　　　　のご来場をお待ちしております。
お問合せ先　　　自衛隊新潟地方協力本部広報室　ＴＥＬ．025-229-3232（担当：阿部）
　　　　　　　　ホームページ　http://www.mod.go.jp/pco/niigata/

日　　　時　　　７／２０（月）　９：００～１１：３０　１３：３０～１６：００
場　　　所　　　新潟港西港　山の下埠頭
内　　　容　   　一般公募の参加者を対象に、巡視船の体験航海を実施します。新潟西港沖
　　　　　　　　をクルージングしながら、巡視船や航空機による救難訓練を見学頂けます。

お問合せ先　　　第九管区海上保安本部総務課　
　　　　　　　　ＴＥＬ．025-245-0118（担当：吉倉）
　　　　　　　　ホームページ　http://www.kaiho.mlit.go.jp/09kanku/index.htm

みなとまち新潟シャトル船でお散歩みなとまち新潟シャトル船でお散歩
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日　　　時　　　９／１９（土）～９／２５（金）　９：３０～１７：３０
場　　　所　　　朱鷺メッセ→みなとぴあ→朱鷺メッセ→萬代橋西詰→万代シティ→朱鷺メッセ

内　　　容　   　新潟市の中心部にある各船着場を回るシャトル船を日中30分おきに運航、
　　　　　　　　手軽な移動手段としてご利用いただけます。料金は、現在運航中の信濃川
　　　　　　　　ウォーターシャトルの各乗船区間料金を適用。期間限定で本イベント運航
　　　　　　　　区間に限り１日乗り放題で大人1000円、小人500円。
お問合せ先　　　信濃川ウォーターシャトル（株）　
                        ＴＥＬ．025-227-5200（担当：栗原）
　　　　　　　　ホームページ　http://www.watershuttle.co.jp

※ 新情報はホームページをご覧ください。http://www.minatomachi-niigata.jp/suiyuki/（７月１日アップ予定） ※イベントは都合により中止・変更になる場合があります。ご了承ください。

    水遊記のイベント情報は、お手持ちの携帯電話

　（NTTdocomo限定）から確認出来ます。

　 情報の配信は７／１８（予定）です。

【アクセス方法】
　　　メニューリスト⇒ホテル／宿／旅行⇒旅行ガイド
　　　⇒るるぶmobile⇒るるぶmobileアプリ

 http://mobile.rurubu.com/ （るるぶmobile トップページURL） 
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