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の記録
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開催期間 ： ２０１５年７月１日～９月３０日

開催場所 ： みなと ・ さがん周辺、 万代島周辺

　　　　　     みなとぴあ周辺、 山の下埠頭

　　　　　     入船みなとタワー周辺、 山の下みなとタワー

　　　　　     新潟西海岸周辺

来場者　  : 延べおおよそ　  １６６,２３２名

　　　　　　　　

　　　　

◆ 新潟みなと水遊記２０１５　開催イベント ◆

◆ 新潟港　開港１５０周年に向けて ◆

　新潟市は、 古くから河口に開かれた港町として北海道と大阪を結び、 いろ

いろな物資を運ぶ北前船の往来する要の港として栄えました。

　新潟港は、安政５年 （１８５８年）、日米修好通商条約により横浜、函館、長崎、

神戸と並ぶ開港５港の一つに選ばれ、 １８６９年１月１日に世界に開かれた港と

して大きく舵を切りました。

　現在の新潟港は、 西港区と東港区の２つに分かれ、 異なる機能を持った特

徴ある港となっています。

　北海道や佐渡島に向かうフェリーが往来し、 係留するヨット群や漁船基地な

ど、 新潟が港町であることを実感できる空間が広がる新潟西港は、 ２０１９年

の開港１５０周年に向けて更なる魅力形成と活性化が取り組まれています。

　新潟西港の魅力を活かし、 人々が集い、 憩いを楽しむ場としての港の創造

や新たな可能性を見い出すことを目的に、 身近に港を感じ新潟の夏を楽しむ

キャンペーン 「新潟みなと水遊記」 も、 今年で１０年目を迎えました。

　２０１５年の新潟みなと水遊記は、 ７月１日から９月３０日までの９２日間、 市民

団体や企業、 行政機関等により２７のイベントが行われ、 約１７万人の方に訪

れて頂きました。

　「新潟みなと水遊記」 を通じ、 市民や観光客の皆さんに少しでも新潟西港の

魅力を感じてもらい、 「みなとまち新潟」 を盛り上げ、 広くピーアールできるきっ

かけになればと思っています。



ピア Bandai  BBQ ピアテラス

　　お問合せ先　ピアＢａｎｄａｉ　万代にぎわい創造（株）
　　　　　　　　ＴＥＬ：０２５－２４９－２５６０　
　　　　　　　　ＦＡＸ：０２５－２８８－５７２３

来場者数　１０,９３２名（９月３０日時点）
日　時　　５／１（金）～１１／３（火）

２

場　所　 ・萬代橋やすらぎ堤右岸（万代シティ側）
　 ・みなとさがん港湾広場（グランドホテル前）

１

来場者数　約１７,７００名

第９回萬代橋サンセットカフェ

日　時　５／３０（土）～９／２７（日）
平日 １７：００～２１：００ 土日祭 １１：００～２１：００

　※金土のみ開催

日　時　 ６／２９（月）～１０／１２（月）　

場　所　 万代テラス

お問合せ先　 水と土の芸術祭２０１５実行委員会
　　　　　     ＴＥＬ：０２５－２２６－２６２４
　　　　　　 ＦＡＸ：０２５－２２８－７３７０
　  

３
来場者数　約５７,０００名（開催期間中）

水と土の芸術祭２０１５ 
アート作品「新潟の夢」展示会場

１０：００～１９：００

客船「にっぽん丸」新潟港寄港

お問合せ先   新潟市港湾課　
                           TEL：025-226-2739    
                           FAX：025-229-5150

日　時　 ７／６（月）７：００～９：００
　　　　 ７／８（水）１８：３０～２０：００
　　場　所　 新潟港西港区　山の下ふ頭北側岸壁
　　

新潟県新潟港湾事務所
TEL：025-247-9133　 
FAX：025-241-1963　

４
来場者数　３９２名

５ 第２６回新潟ジャズストリート

お問合せ先　 ＮＰＯ法人新潟ジャズストリート実行委員会
　　　　　　 ＴＥＬ：０２５－２２３－４３４９　 
　　　　　　 ＦＡＸ：０２５－２２３－４３４９

日　時　 ７／１８（土）～７／１９（日）　

場　所　 新潟市内　約３０会場
　　

お問合せ先　 新潟市中央区建設課
　　　　　　 ＴＥＬ：０２５－２２３－７４１０　 
　　　　　　 ＦＡＸ：０２５－２２８－１２６０

来場者数　６,６３０名（水遊記開催箇所）

１２：００～２３：００

   内　容
クルーズ客船「にっぽん丸」（全長 166.7m、22,472 総トン）が 2002 年
以来 13 年ぶりに新潟港に寄港し
ました。港には、新潟港クルーズ
・ファンクラブ会員を始め、多く
の市民の皆様が集まり、入港を歓
迎しました。今回は、新潟港発着
の北海道クルーズのため寄港した
もので、出港時には、万代太鼓の
演奏やテープ受け、ゆるキャラの
「笹団五郎」と「花野古町」のお
見送りが行われました。

  内　容
多くの会場をつないで、ジャズライブを開催しました。県内外の出演者
のほか、東アジア文化都市特別ス
テージでは、韓国のジョンフム Ba
nd や中国の夏佳（シャー・ジャー）
カルテットなどの出演者も素晴ら
しい演奏を披露してくれました。
不安定な天候にもかかわらず、た
くさんのお客様にご来場いただき
ありがとうございました。

  内　容
ピア Bandai の各店舗で、魚、肉、野菜などお客様がお好きな食材を購
入して、パワーテント「ピアテ
ラス」でＢＢＱを楽しんでいた
だきました。町中で、手軽に楽
しめるＢＢＱとして好評で、昨
年と比較して、非常に多くのお
客様にご利用いただきました。

場　所　　ピア Bandai　イベントテント内

   内　容
新潟市のシンボルである萬代橋や
信濃川、夕日などのロケーション
のもとでオープンカフェを楽しん
でいただきました。経年により認
知度が高まったせいか、年々リピ
ーターや来場者数もアップしてい
ます。

   内　容
台湾のアート作家 王志文（ワン・ウェンヂー）氏の展示
会場で、1回目の芸術祭から 3回
連続の展示となり、通称「バンブ
ーハウス」として親しまれている
作品です。作品自体の素晴らしさ
とともに、新しくできた万代テラ
スのロケーションも非常に良い場
所であったことから来場者に大好
評でした。



７ 2015 Niigata Open 

お問合せ先　 Niigata Open Tournament 実行委員会
　　　　　　（JFBT NIIGATA 日本ビーチテニス連盟　
                            新潟支部）
　　　　　　 ＴＥＬ：０９０－３１３７－０４８４
　　　　　　 ＦＡＸ：０２５－３７４－０４８４　 

日　時　 7/18( 土 )･7/19( 日 )･9/19( 土 )･9/20( 日 )　9：00 ～ 16：00　　

場　所　新潟西海岸（日和山浜海水浴場付近）
　　

Tournament （ビーチテニス）
来場者数　５６２名

８ 「古墳ワールド！

お問合せ先　 新潟市歴史博物館
　　　　　　ＴＥＬ：０２５－２２５－６１１１
　　　　　　ＦＡＸ：０２５－２２５－６１３０　 

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
　　

来場者数　３,４６１名

９ 水と土の芸術祭２０１５

お問合せ先　 水と土の芸術祭２０１５実行委員会
　　　　　　    ＴＥＬ：０２５－２２６－２６２４
　　　                 ＦＡＸ：０２５－２２８－７３７０　

日　時　 ７／１８（土）～１０／１２（月）　
　　　　 １０：００～１８：００
 ※８／１２（水）と９／２３（水）以外の水曜日は休み

場　所　 旧二葉中学校
　　

ベースキャンプ
来場者数　２３,１２４名（開催期間中）

１０ 湊祭復元事業

お問合せ先　 新潟市歴史博物館　
　　　　　　ＴＥＬ：０２５－２２５－６１１１
　　　　　　ＦＡＸ：０２５－２２５－６１３０　 

日　時　 ７／２５（土）～８／２５（火）　９：３０～１８：００
　　場　所　 新潟市歴史博物館　みなとぴあ
　　

来場者数　約４,０００名

１１ 第９回ビーチライフｉｎ新潟

日　時　７／２６（日）　９：３０～１６：００ 　　

場　所　新潟西海岸（日和山浜海水浴場）

お問合せ先　 第９回ビーチライフｉｎ新潟　実行委員会
ＴＥＬ：０２５－２２２－９４４３

来場者数　約４,０００名

  内　容
ビーチフラッグやビーチ相撲等の一般参加型イベントが開催され、多く
の来場者で大盛況でした。特に、あさり採りや宝探し、スイカ割りは子
どもたちに大人気で、笑顔や
笑い声に満ちていました。 ま
た、ビーチバレー大会やビー
チサッカー大会も同時開催さ
れ、白熱した試合が展開され
ました。来年は、記念すべき
第１０回目の開催となります。
皆様もぜひご参加ください。

  内　容
かつて、新潟まつりに曳き出されていた、三番組の山車「纏（まとい）」
（当館所蔵）を、旧蔵していた本町通 10 番町町内会の方々、当館ボラン
ティアスタッフと一緒に組立ま
した。組立は指導者も 10 年ぶ
り、スタッフも初めてで、予定
より大幅に時間がかかりました
が、参加者の祭や祭資料への興
味関心を喚起できたと思われま
す。また、展示期間を延長し、
多くの皆様から見ていただきま
した。

ー 蒲原の古墳 －」展

６
日　時　７／１８( 土 )　１３：００～１５：３０   

海上自衛隊練習艦

場　所　新潟西港区　山の下ふ頭岸壁

　  ７／１９( 日 )　 ①9：00 ～ 11：30　②13：00 ～ 15：30

「せとゆき」「しらゆき」一般公開
来場者数　４,２３９名

お問合せ先　 自衛隊　新潟地方協力本部
　　　　　　 ＴＥＬ：０２５－２８５－０５１５　 
　　　　　　 ＦＡＸ：０２５－２８５－０５１０

  内　容
今年も、普段なかなか見られない自衛艦の艦内見学に、県内外より親子
連れなど多くの方々が訪れまし
た。練習艦「しらゆき」の艦内
見学をはじめ、岸壁では、陸上
自衛隊新発田駐屯地の車両展示、
上空では、航空自衛隊新潟救難
隊の航空機による展示飛行が行
われ、大変盛り上がりました。 

  内　容
近年、蒲原平野では、胎内市の「城の山古墳」や秋葉区の「古津八幡山
古墳」、東区の「牡丹山諏訪神社古墳」が発掘され注目を集めました。
古墳とは何なのか、それから何
が分かるのか、蒲原平野の古墳
像を分かりやすく解き明かしま
した。来場者からは、「新潟県
の古墳の系統的な基本を学べた
。」「県内にこんなに古墳がある
と思わなかった。」「県内全体の
古墳分布状況が分かりやすく、
コンパクトに展示されていた。」
などの感想をいただきました。

   内　容
砂浜で行われる新感覚のスポーツ、「ビーチテニス」。今年は、新潟初の
「国際大会（ITF 公認）」だったた
め、国別対抗戦に「日本代表」と
して参加した選手など、レベルの
高いプレイヤーが多数参加しまし
た。また、メディア関係による周
知の効果もあり、観客数も増加し
ました。今回の大会を通じて、県
外選手たちの「新潟大会」への関
心や参加意欲が高いことを感じる
ことができました。

  内　容
ベースキャンプに位置付けた旧
二葉中学校は、芸術祭の会場の
中で最もたくさんのアート作品
を鑑賞できる会場でした。また、
日本海や夕日が見えるロケーシ
ョンが来場者の目を引き、「海が
見える校舎を利用するアートが
とても素敵でした。」「この眺め
を失いたくない。」などの感想を
いただきました。

【撮影：中村 脩】【撮影：中村 脩】



１２ 親子みなと見学会  

お問合せ先　  新潟港湾・空港整備事務所
　　　　　　 ＴＥＬ：０２５－２２２－６１１１
　　　　　　 ＦＡＸ：０２５－２２７－３１７０

日　時　 ８／５（水）   ①９：３０～②１３：３０～③１４：３０～　　

場　所　新潟港湾・空港整備事務所

～船から見る・知る新潟西港～
来場者数　３７名

１３「水理実験場」一般公開

お問合せ先　  新潟港湾空港技術調査事務所
　　　　　　  ＴＥＬ：０２５－２２２－６１１５
　　　　　　  ＦＡＸ：０２５－２２７－１２０５

日　時　 ８／５（水） ①１０：３０～②１４：３０～③１５：３０～　　

場　所　新潟港湾空港技術調査事務所（水理実験場）
　　

来場者数　４７名

１４ 新潟まつり　水上みこし渡御

お問合せ先　  新潟まつり実行委員会（新潟商工会議所）
　　　　　　  ＴＥＬ：０２５－２９０－４４１１
　　　　　　  ＦＡＸ：０２５－２９０－４４２１

日　時　 ８／８（土）　　１２：４０～１３：３０　

場　所　水産物物揚場  →  本間組新潟工事事務所前着船
　　

来場者数　約１,０００名

１５ 新潟まつり花火鑑賞クルーズ

お問合せ先　 信濃川ウォーターシャトル株式会社
　　　　　　 ＴＥＬ：０２５－２２７－５２００
　　　　　　 ＦＡＸ：０２５－２２７－５２０３

日　時　 ８／８（土）　１８：４５～２０：４５　
　　　　 ８／９（日）　１８：３０～２１：００

場　所　萬代橋西詰発着
　　

１６ お盆ナイトクルーズ

お問合せ先　 信濃川ウォーターシャトル株式会社
　　　　　　 ＴＥＬ：０２５－２２７－５２００
　　　　　　 ＦＡＸ：０２５－２２７－５２０３

日　時　 ８／１４（金）～８／１６（日）　１８：００～１８：２５

場　所　朱鷺メッセ  ～  りゅうとぴあ付近  ～  朱鷺メッセ

　　

来場者数　４５名

  内　容
親子で港湾業務艇「あさひ」に乗り、水上から新潟西港を見学しました。
3回の合計で、大人 17 名、子供
20 名に参加していただきました。
当事務所から造船所、新潟市歴
史博物館（みなとぴあ）や係留
されている船など港の景色を眺
め、柳都大橋の下をくぐり萬代
橋を折り返しました。港の役割
や重要性など知っていただく良
い機会となりました。

  内　容
25mプール 6個分もある水槽を使って、防波堤や離岸堤の効果を実験す
る、日本有数の造波装置を備えた「水理実験場」などの見学会を開催し
ました。見学会は、『鳴り砂』と
『液状化実験』の体験、『消波ブロ
ックの模型』と『防波堤模型』の
紹介、平面水槽における造波の見
学が行われました。参加者からは、
「普段では、見る事の出来ない場
所を見学できて良かった。」など
の感想をいただき、水理実験場の
役割や実験の重要性を知っていた
だく良い機会となりました。

  内　容
満艦飾に彩られた、約 35 隻の船舶による水上パレードに守られ、みこ
しを乗せた御座船が信濃川の右岸から左岸へ渡りました。昨年は、台風
の影響で中止となりましたが、
今年は皆様のご協力をいただき
無事に実施することができまし
た。水の都新潟を象徴する伝統
行事として、今後ともよろしく
お願いいたします。

  内　容
新潟の夜景を、ウォーターシャトルから眺めました。お盆時の帰省客に
とって、25 分間の周遊便は利
用しやすかったようです。心
地よい川風を受け、ふるさと
新潟を感じていただきました。

来場者数　５３名

 内　容
新潟の夏を彩る新潟花火を、船上から花
火弁当を味わいながら眺めていただきま
した。水上からの眺めは、花火をいっそ
う美しく感じられました。　

　



１７

お問合せ先　 　 

日　時　 
　　
場　所　
　　

まちなかアウトドア２０１５

８／２２（土）～８／２３（日）
信濃川水辺空間　（萬代橋周辺）

  志民委員会Ｎ・Vision プロジェクト事務局
ＴＥＬ：０２５－２２６－２１５２
ＦＡＸ： ０２５－２２４－３８５０

来場者数　約８,０００名

１８ 第１２回　夕涼みコンサート

お問合せ先　 新潟市歴史博物館・新潟下町をよくする会
　　　　　　 ＴＥＬ：０２５－２２５－６１１１
　　　　　　 ＦＡＸ：０２５－２２５－６１３０

日　時　 ８／２２（土）　１８：００～２０：００
　　
場　所　新潟市歴史博物館　みなとぴあ　　

１９ 第１３回萬代橋誕生祭

お問合せ先　 新潟市中央区建設課
　　　　　　 ＴＥＬ：０２５－２２３－７４１０
　　　　　　 ＦＡＸ：０２５－２２８－１２６０　 　 

日　時　 ８／２２（土）　１１：００～２０：００
　　
場　所    ・萬代橋やすらぎ堤右岸（万代シティ側）　・万代テラス　
　　　    ・みなとさがん港湾広場（グランドホテル前）  

２０ みなと・しもまち・川祭り 

お問合せ先　 新潟市歴史博物館・
                                                新潟北部開発協議会青年部　
　　　　　　 ＴＥＬ：０２５－２２５－６１１１
　　　　　　 ＦＡＸ：０２５－２２５－６１３０

日　時　 ８／２３（日）　　１８：００～２０：００
　　場　所　新潟市歴史博物館　みなとぴあ　　

２１第４回クルーザーヨットで

お問合せ先　 新潟オフショアセーリングクラブ　
                           ( ピア万代事務局　申込み受付代行）
　　　　　　ＴＥＬ：０２５－２４９－２５６０　
　　　　　　ＦＡＸ：０２５－２８８－５７２３

日　時　 ８／３０（日）　①１０：００～　②１３：３０～
　　
場　所　新潟港及び沿岸部 ( 受付場所：ピア Bandai 裏手の岸壁テント )

来場者数　約４００名

来場者数　約２２,０００名

・メディアシップみなと広場　

２０１５
来場者数　約６００名

港と海を体験しよう！
来場者数　９５名

２２ 客船「飛鳥Ⅱ」新潟港寄港

日　時　 ９／１（火）８：３０～１５：３０
　　　　 ９／３（木）１３：００～１５：００
　　場　所　 新潟港西港区　山の下ふ頭北側岸壁
　　

来場者数　１,１３８名

  内　容
今年のコンサートは、新潟葦原吹奏楽団さんの親しみやすい音楽から始
まり、NEW  GOTTA  WINDS さん、
ウクレレサークル・プレアさん、
シティブラス越後さんの 4団体が
出演しました。どの団体の演奏も
みんなが楽しめる選曲で、約 400
名の観客は、美しくライトアップ
された博物館本館を眺めつつ、川
風に吹かれながら音楽を堪能され
ました。

 内　容
新潟市のシンボルである「萬代橋」の誕生を祝うお祭りも今年で 13 回目
を迎えました。フリーマーケット
やステージイベントなどいろいろ
な催しがあり、地域が一つになり
、どの世代でも楽しめる機会とな
りました。また、今年は万代テラ
ス会場もでき、来場者からは、
「県内外の方に美しい川沿いを楽
しんでもらえると思います。」な
どの感想をいただきました。
 

  内　容
近隣の福祉施設や保育園、当館の体験広場で作られた手作りの灯篭のほ
か、当日参加された方が塗り絵
をした灯篭も流され、旧税関庁
舎、博物館本館周辺が、幻想的
な雰囲気に包まれました。ご家
族で来られた方が多かったよう
で、川面に揺られる灯篭を眺め
ながら、過ぎゆく夏のひと時を
ゆっくりと楽しみました。

  内　容
国内最大のクルーズ客船「飛鳥Ⅱ」
（全長 241 メートル、50,142 総ト
ン）が、新潟港へ寄港しました。
出港時は小雨により、残念ながら
テープシャワーは中止になってし
まいましたが、新潟港クルーズ・
ファンクラブ会員を始め、多くの
市民の皆様がお出迎え、お見送り
にお越しくださいました。

  内　容
事前に応募した市民が、外洋ヨットに乗船して、信濃川や海から新潟西
港のにぎわいや美しい港町新潟
の景観を体験しました。小雨模
様の天候でしたが、海上で約 1
時間、セーリングの醍醐味に魅
入っていました。家族連れやお
孫さん連れの方などに、夏の終
わりを楽しんでいただきました。

お問合せ先   新潟市港湾課　
                           TEL：025-226-2739    
                           FAX：025-229-5150

新潟県新潟港湾事務所
TEL：025-247-9133　 
FAX：025-241-1963　

  内　容
新潟市のシンボル、市民のいこいの場である、信濃川やすらぎ堤を舞台
にした真夏のアウトドアイベントで、カヌーやウォーターバルーンなど
の、様々なアウトドアイベント
を体験していただきました。ま
た、ワークショップや新潟なら
ではの飲食ブースも出店し、夏
の空の下、楽しいアウトドアラ
イフを通じて、自分たちの住む
新潟市の良さを実感していただ
きました。

１８



２４ 客船「ぱしふぃっくびいなす」

日　時　 ９／９（水）　　１６：００～２０：００
　　
場　所    新潟港西港区  山の下ふ頭北側岸壁　

【集合・解散場所：新潟市歴史博物館  みなとぴあ】　

２５ 新潟港ポタリング（自転車散歩）

お問合せ先　 ＮＰＯ法人　新潟みなとクラブ
　　　　　　ＴＥＬ：０８０－１２００－９５６８
　　　　　　ＦＡＸ：０２５－２６６－８４１３

日　時　 ９／１９（土）　　９：３０出発
　　　場　所　新潟港 ( 西港 )１周　

２７ 月待ちの会

日　時　 ９／２７（日）　　１８：００～２０：００
　　
場　所　 萬代橋西詰発着

お問合せ先　 信濃川ウォーターシャトル株式会社
　　　　　　ＴＥＬ：０２５－２２７－５２００
　　　　　　ＦＡＸ：０２５－２２７－５２０３

２３ ハワイアンミュージック

お問合せ先　 新潟ハワイアンカルチャー研究会
　　　　　　 ＴＥＬ：０９０－８９４３－１７５５
　　　　　　 ＦＡＸ：０２５－２４８－５０９８　 　 

日　時　 ９／５（土）・９／６（日）　　１５：００～１７：３０
　　
場　所　新潟市歴史博物館みなとぴあ前芝生広場　

２６ ２０１５　月待ち湊

お問合せ先　 ＮＰＯ法人にいがた湊あねさま倶楽部
　　　　　　 ＴＥＬ：０９０－４００２－０９０８ 　 

日　時　 ９／２６（土）　　１７：３０～２０：００
　　
場　所　 入船みなとタワー前緑地

とフラの集い
来場者数　約１００名

来場者数　２１６名
新潟港寄港

来場者数　５０名

来場者数　約４００名

来場者数　１１名

   内　容
クルーズ客船「ぱしふぃっくびいなす」（全長 183.4 メートル、26,594 総
トン）が、新潟港へ寄港しまし
た。台風の影響で悪天候にもか
かわらず、新潟港クルーズ・ファ
ンクラブ会員を始め、多くの市
民の皆様が、お出迎え、お見送
りにお越しくださいました。

お問合せ先   新潟市港湾課　
                           TEL：025-226-2739    
                           FAX：025-229-5150

新潟県新潟港湾事務所
TEL：025-247-9133　 
FAX：025-241-1963　

  内　容
「みなとぴあ」と港をバックに、バンド演奏によるハワイアンミュー
ジックとフラダンスを鑑賞して
いただきました。来場者からは、
「みなとぴあの会場とフラダンス
の雰囲気がマッチして良かった。」
や「芝生に敷くシート等の貸し
出しがあって良かった。」などの
感想をいただきました。

  内　容
にいがた港総選挙「ここがいっちゃん好き」で、エントリーされた港の
主な景色を、自転車による散歩
感覚で巡る “ポタリング” を実
施しました。参加者は、笑顔で
ゴールされており、楽しんでい
ただきました。自転車は、港に
訪れて、ゆかりの地に足を伸ば
すに最適な交通手段です。多く
の方々に港に親しんでもらうた
め、継続したいと考えています。

   内　容
ウォーターシャトルから中秋の名月を観賞しました。雲が多かったもの
の、秋の味覚を味わいながら、
見ごたえのある中秋の名月を
観賞し、皆様に楽しい時間を
過ごしていただきました。今
まで乗ったことがなかった方
にもご参加いただけて良かっ
たです。

   内　容
流木行灯や竹キャンドルなど、さまざまな趣向を凝らした中で、お月見を
楽しみました。前日までの悪天候が幸いにも回復し、来場者からは、「毎
日忙しく月を楽しむ間もなかっ
たが、ここではのんびりできて、
心を休めることができた。」「新
潟にこんなに良いところがある
とは知らなかった。」「光るブレ
スレットをもらい子供が大喜び
した。」などの感想をいただき、
皆様に良い時間を過ごしていた
だきました。



イベント開催場所

礎町

日 本 海日 本 海
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萬代橋ライン (BRT)

C4 東堀通線

E1 臨港線

八千代橋線

佐 佐渡汽船

犬 犬夜叉号 (観光循環バス )

B1

････   西港エリア

系統
番号 路線名称路線色

B1

B1

B1

B1

C6

C4

佐

佐

C6

C4

犬

犬

犬

C6

C4

E1

E1

E1

海上自衛隊 練習艦「せとゆき」 
「しらゆき」一般公開

客船「ぱしふぃっくびいなす」客船「ぱしふぃっくびいなす」

　

24

第２６回新潟ジャズストリート第２６回新潟ジャズストリート5

海上自衛隊 練習艦「せとゆき」 
「しらゆき」一般公開

6

親子みなと見学会 
  ～船から見る・知る新潟西港～ 
親子みなと見学会
  ～船から見る・知る新潟西港～ 

12

水と土芸術祭２０１５　ベースキャンプ９

新潟まつり　水上みこし渡御新潟まつり　水上みこし渡御14

新潟港ポタリング ( 自転車散歩 )新潟港ポタリング ( 自転車散歩 )25

ハワイアンミュージックとフラの集いハワイアンミュージックとフラの集い23

第１２回　夕涼みコンサート第１２回　夕涼みコンサート18

みなと・しもまち・川祭り　２０１５みなと・しもまち・川祭り　２０１５20

第４回クルーザーヨットで

　　　　　　港と海を体験しよう！

第４回クルーザーヨットで

                  港と海を体験しよう！
21

客船「飛鳥Ⅱ」新潟港寄港客船「飛鳥Ⅱ」新潟港寄港22

お盆ナイトクルーズお盆ナイトクルーズ16

新潟まつり花火観覧クルーズ新潟まつり花火観覧クルーズ15

月待ちの会月待ちの会27

２０１５　月待ち湊２０１５　月待ち湊26

３ 水と土の芸術祭２０１５　アート作品展示会場水と土の芸術祭２０１５　アート作品展示会場

２ 第 9 回　萬代橋サンセットカフェ第 9 回　萬代橋サンセットカフェ

19 第１３回　萬代橋誕生祭第１３回　萬代橋誕生祭

第 9 回ビーチライフｉｎ新潟11

１ ピア Bandai BBQ ピアテラスピア Bandai BBQ ピアテラス

What’s NiiGATAWhat’s NiiGATA17

客船「にっぽん丸」新潟港寄港客船「にっぽん丸」新潟港寄港４

まちなかアウトドア 2015まちなかアウトドア 2015

「水理実験場」一般公開13「水理実験場」一般公開

第 9 回ビーチライフｉｎ新潟

湊祭り復元事業湊祭復元事業10

「古墳ワールド！－蒲原の古墳－」展「古墳ワールド！－蒲原の古墳－」展８

  ・ECO ビル弁天プラザビル杯第８回ビーチバレー４人制オープン大会
  ・MIDSUMMER  FESTA  2015（ビーチサッカー大会）
  ・「海と遊ぼう」モーターボート・水上バイク操船体験

【同時開催イベント】

  ・ECO ビル弁天プラザビル杯第８回ビーチバレー４人制オープン大会
  ・MIDSUMMER  FESTA  2015（ビーチサッカー大会）
  ・「海と遊ぼう」モーターボート・水上バイク操船体験

【同時開催イベント】

Niigata Open TournamentNiigata Open Tournament（ビーチテニス）7 （ビーチテニス）20152015

水と土芸術祭２０１５　ベースキャンプ
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新潟みなとトンネル
新潟みなとトンネル

山の下
みなとタワー
山の下
みなとタワー

入船
みなとタワー
入船
みなとタワー

新潟駅新潟駅越後線越後線
白新線白新線

上越新幹線上越新幹線

西海岸公園西海岸公園

市役所市役所

新潟みなと水遊記･･･
それは夏の新潟西港を舞台とした

各種イベントの総称です。

新潟みなとまちづくりネットワーク  
新潟みなと水遊記201５事務局

（新潟港湾・空港整備事務所 企画調整課内）

〒951-8011　新潟市中央区入船町４－３７７８
ＴＥＬ．025-222-6111（代表）  ＦＡＸ．025-227-1344

お問合せ
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