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～2019年 新潟開港150周年に向けて～～2019年 新潟開港150周年に向けて～

みなとまち新潟を楽しもう！
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開催期間   2017/7/1  ～  9/30【新潟西港イベントガイド】

イベント開催場所

＊詳細は、新潟交通 ( 株 ) 及び新潟市観光循環バスの情報をご確認下さい。

新潟みなとまちづくりネットワーク  
新潟みなと水遊記2017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

※パンフレットの写真は過去のイベント風景です。

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。

新潟港は、安政の修好通商条約により開港
五港(函館、新潟、横浜、長崎、神戸)の一
つに指定され、1869年1月1日(明治元年
11月19日)に、佐渡夷港(現在の両津港)を
補助港として開港し、2019年1月1日に
開港150周年を迎えます！

22新潟港ポタリング(自転車散歩）
日　時      ９/１６( 土 )　９:３０～１２:００

場　所     新潟港 ( 西港 ) 一周【集合・解散場所：新潟市歴史博物館 ( みなとぴあ）】

内　容   

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

にいがた港総選挙で魅力的な景観がたくさん掘り起こされました。こう
した港の景色を、自転車により散歩感覚で誰でも巡れる “ポタリング”
を実施し、新潟港に関心と愛着を感じてもらいます。
募集人員先着 40 名、参加費 500 円、事前申込が
必要。詳しくは、ホームページをご確認ください。

23第１４回 むかしのくらし展 「旅はぼうけん」
日　時     ９/１６( 土 ) ～１１/２６( 日 )　９:３０～１８:００
　　　　 (１０月以降は１７:００まで）

場　所      新潟市歴史博物館（みなとぴあ）

内　容   

お問合せ　新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
　　　　　ＴＥＬ:０２５－２２５－６１１１

旅にわくわくする気持ちは、今も昔も変わりません。しかし、旅の
手段や目的、楽しみ方は違っていたようです。
そうした旅に関する今と昔の違いを紹介します。
（無料）

※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。

「What’ s NiiGATA」は、2019 年の
新潟開港 150 周年に向けて、一人
ひとりが想い描く新潟の姿（イメ
ージ）を見つめ直し、魅力ある発
展のために市民と共に考え行動し
ていくキャンペーンを展開してい
ます。「新潟みなと水遊記」と連
携して、港から新潟の魅力を発信
します！

ミズベリング (MIZBERING) とは、
かつての賑わいを失ってしまった
日本の水辺の新しい活用の可能性
を、創造していくプロジェクトで
す。水辺に興味を持つ市民や企業、
そして行政が三位一体となって、
ソーシャルなムーブメントを、
次々と起こしていきます！

21 2017 月待ち湊
日　時     ９/９( 土 )　１７:３０～２０:３０

場　所     入船みなとタワー前広場【※雨天の場合はタワー１Ｆ ロビー ( 予定 )】

お問合せ　ＮＰＯ法人にいがた湊あねさま倶楽部
　　　　　ＴＥＬ:０８０－６５４２－３８１７

内　容     西港河口の夜景と月があがる瞬間をふるまい菊酒を飲みながら楽しむ
　　　　お月見。新米おにぎり、お月見団子、コーヒー
　　　　などの販売や音楽の生演奏もあります。ぜひ
　　　　お出かけください。（参加無料）

さどえびすこう

新潟開港 150 周年
ロゴマーク



※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。　（裏面にもイベント内容の記載があります）

１ ピアBandai　BBQピアプラザ
日　時      

内　容   

お問合せ 万代にぎわい創造株式会社
ＴＥＬ：０２５－２４９－２５６０

ピア Bandai の各店舗で魚介、肉、野菜など、お客様が好きな食材を
購入し、ピアプラザ内で BBQを楽しむイベント
を開催します。

４/２２( 土 ) ～１１/５( 日 ) の土・日・祝１１:００～１９:００　
７/２３( 日 ) ～８/３０( 水 ) は毎日１１:００～２１:００　

場　所      ピア Bandai　ピアプラザ

　　　　　　

２
日　時     

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
楽しむことができます。皆さまお気軽にお越し
ください。（有料 ) 

お問合せ

第１１回 萬代橋サンセットカフェ
＜右岸＞６/１( 木 ) ～１０/１( 日 ) 　※雨天中止
平日：17 時～ 22 時、土日祝：11 時～ 22 時（21:30 ラストオーダー）
＜左岸＞７/１４( 金 ) ～９/２３( 土）　※雨天中止　
金曜：17 時～ 22 時、土曜：11 時～ 22 時（21:30 ラストオーダー）
※アルビレックスの試合が有る場合はお休み

場　所      ＜右岸＞万代テラス　※例年と開催場所が異なります。
＜左岸＞信濃川左岸緑地みなと・さがん（新潟グランドホテル前）

内　容

新潟市中央区建設課
ＴＥＬ：０２５－２２３－７４１０

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      

内　容   

第３０回 新潟ジャズストリート
７/１５( 土 )・１６( 日 )　１２:００～２３:００    

場　所      新潟市内　約３０会場  

新潟市中央区内信濃川エリアを含む約３０会場でジャズライブを開催
します。
＊1日フリーパスチケット 1,000 円
（中学生以下無料）

３

お問合せ

４「乙女たちの歩み～新潟の女学校と女学生～」展
日　時      ７/１５( 土 ) ～９/３( 日 )　９:３０～１８:００

場　所      新潟市歴史博物館（みなとぴあ）

内　容   

お問合せ　新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
　　　　　ＴＥＬ:０２５－２２５－６１１１

高等女学校に通える女学生は、社会の中のほんの一握りの存在でした。
新潟の高等女学校や女学生を通して、それを取り
巻く明治・大正・昭和の社会を考えます。（有料）

５
日　時     ７月大会：７/１６( 日 )　１０:００～１７:００
　　　　 ９月大会：９/１０( 日 )　１０:００～１７:００
場　所      新潟西海岸（日和山浜海水浴場付近）　
内　容   

お問合せ

2017 新潟県ビーチテニス選手権大会

特定非営利活動法人　
　　　　新潟県テニスサミット
ＴＥＬ：０２５－２３９－３２３２

JTA 公認のビーチテニス（ダブルス）大会を「男子の部」と「女子の
部」に分けて開催します。ビーチテニスは、ボールをバウンドさせず
に、空中でラリーをしながらポイントを取り合う新しいスポーツです。
この新感覚スポーツをぜひ体験
してみませんか。※要事前応募  

６
日　時     ７/２２( 土 )

内　容   

お問合せ

大型浚渫兼油回収船「白山」一般公開

場　所　 

新潟西港で浚渫を行っている「白山」の一般公開を行います。
「白山」は、普段は 24 時間体制で新潟西港を浚渫しており、大規模な
油流出事故が発生した際は直ちに現場に急行
し、油回収作業を行う船です。自衛隊の護衛
艦と同時公開を予定しています。
ぜひご来場ください。

新潟港西港区　山の下ふ頭岸壁

新潟港湾・空港整備事務所
ＴＥＬ:０２５－２２２－６１１１

しゅんせつ はくさん

７
日　時     ７/２２( 土 )・２３ ( 日 )

内　容   

お問合せ

海上自衛隊護衛艦等一般公開

場　所　 

海上自衛隊「護衛艦」の一般公開及び陸上自衛隊「装備品」の展示等
を一般の方々に見学していただきます。
詳しくは、自衛隊新潟地方協力本部のホーム
ページをご確認ください。　　　　　

自衛隊新潟地方協力本部
ＴＥＬ：０２５－２８５－０５１５

新潟港西港区　山の下ふ頭岸壁

８
日　時     ７/３０( 日 )　１０:００～１６:００

内　容

お問合せ

場　所　 新潟西海岸（日和山浜海水浴場）　※荒天時中止

第１１回 ビーチライフIN新潟

ビーチフラッグスやビーチテニスをはじめ、宝探し、ヨーヨー釣り等
を行います。また、「ラマダホテル新潟杯第 10 回ビーチバレー 4人制
オープン大会」「MIDSUMMER　FESTA　2017」
「モーターボート・水上バイク操船体験」も同時
開催します。   

ビーチライフ IN 新潟実行委員会
ＴＥＬ：０２５－２２３－３５３２

９
日　時     ８/５( 土 )　１２:４０～１３:３０

内　容 満船飾に彩られた約４０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す。水上みこし渡御は「水の都
にいがた」をまさに象徴するまつり行事。みこし
の担ぎ手の熱気と音楽で盛り上げるみこしの乗船
イベントは迫力に溢れ必見です。

新潟まつり 水上みこし渡御

場　所     旧水産物物揚場　→　本間組新潟工事事務所前着船

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

お問合せ

１０
日　時     ８/５( 土 )　１９:００～２１:００

内　容

お問合せ

ウォーターシャトルに乗船し、花火弁当を味わいながら、萬代橋下流
に停泊し、船の屋上やデッキで花火見物を愉しんでいただきます。
【花火打ち上げ時間　１９:４５～２０:３０】
【大人 8,000 円 ( 乗船料・花火弁当代・企画料 )】

信濃川ウォーターシャトル株式会社
ＴＥＬ：０２５－２２７－５２００

場　所　  萬代橋西詰発着

まちなか音楽花火鑑賞クルーズ

11
日　時     ８/６( 日 )　１８:１５～２１:００

内　容

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

場　所　  萬代橋西詰発着

新潟まつり 花火観覧クルーズ

ウォーターシャトルに乗船し、花火弁当を味わいながら、昭和大橋
下流に停泊し、船の屋上やデッキで花火見物を愉しんでいただきます。
【花火打ち上げ時間　１９:１５～２０:３０】
【大人 16,200 円 ( 乗船料・花火弁当代・企画料 )】

12
日　時     ８/７( 月 ) ～９( 水 )　①９:３０～　②１３:３０～　③１４:３０～

内　容

お問合せ

国土交通省の港湾業務艇に乗船して新潟西港内を見学します。
【要応募：各回とも定員１２名・応募者多数の
場合は抽選】【対象：小中学生と保護者】
詳しくは、ホームページをご確認ください。

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

場　所　  新潟港湾・空港整備事務所

親子みなと見学会 ～船からみる新潟西港～

13
日　時     ８/７( 月 ) ～９( 水 )　①１０:３０～　②１４:３０～　③１５:３０～

内　容

お問合せ

日本最大級の｢水理実験場｣を一般公開します。広範囲 (56m×42m) に
作られた港の模型に、造波装置で実際の海に近い波を起こし実験をし
ます。臨場感あふれる実験を間近に見て体感する
ことができます。
詳しくは、ホームページをご確認ください。

 新潟港湾空港技術調査事務所
ＴＥＬ：０２５－２２２－６１１５

場　所　  新潟港湾空港技術調査事務所（水理実験場）

「水理実験場」一般公開

14
日　時     ８/１１( 金・祝 ) ～１４( 月 )　１８:００～１８:２５

内　容

お問合せ

朱鷺メッセを出航し、上流へ向かい、りゅーとぴあ付近を折り返して
朱鷺メッセへ戻ります。帰省のお客様に今の新潟をご覧いただけます。
大人 1,000 円　小人 500 円

信濃川ウォーターシャトル株式会社
ＴＥＬ：０２５－２２７－５２００

場　所　  朱鷺メッセ発着

お盆ナイトクルーズ

15 第１４回 夕涼みコンサート
日　時      ８/１１( 金・祝 )　１８:００～２０:００

場　所      新潟市歴史博物館（みなとぴあ）

内　容   

お問合せ　新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
　　　　　ＴＥＬ:０２５－２２５－６１１１

「ライトアップされた美しい夜景に包まれて、信濃川を吹き抜ける夜風
を感じながら家族みんなで音楽を楽しもう！」を
コンセプトに地元の団体 ( 新潟下町をよくする会 )
と行うコンサートです。（観賞無料）※雨天中止

16
日　時     ８/１９( 土 )　１１:００～２０:００

内　容

お問合せ

新潟市のシンボルである「萬代橋」の生誕を記念し、市民の交流
ネットワークの拡大を図るため、萬代橋に想いを寄せる様々な市民
や団体と一体になって盛大にお祝いするお祭り
です。例年通り、フリーマーケットやステージ
イベントを実施します。

新潟市中央区建設課
ＴＥＬ：０２５－２２３－７４１０

第１５回 萬代橋誕生祭

場　所　 万代テラス（メイン会場）、萬代橋東側橋詰広場、萬代橋西側橋詰広場、
　　　　 信濃川左岸緑地みなと・さがん、メディアシップ　 

17 みなと・しもまち・川祭り2017
日　時      ８/２０( 日 )　１８:００～２０:００

場　所      新潟市歴史博物館（みなとぴあ）

内　容   

お問合せ　新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
　　　　　ＴＥＬ:０２５－２２５－６１１１

新潟北部開発協議会と共催で、今年で 13 回目を迎える、みなとぴあ
敷地内の旧河道に浮かべた手作りの灯籠を眺めな
がら、ゆっくりと過ぎゆく夏のひと時を楽しむ
イベントです。（参加無料）※雨天中止

18
日　時     ８/２０( 日 )　
                  信濃川クルーズ　①１３:００～１３:５０　②１４:００～１４:５０
　　　　 ミニライブ　　　　１１:３０～１５:３０

内　容

お問合せ

夏の信濃川を水上散歩しませんか？信濃川ウォーターシャトルに乗船
し、信濃川河口部や萬代橋、やすらぎ堤などを
案内付きで周遊します。（当日受付、参加無料）
また同日の同じ場所でミニライブも開催します！
聞き覚えのある曲を聴くことができます。（無料）
新潟商工会議所
ＴＥＬ：０２５－２９０－４４１１
ＦＡＸ：０２５－２９０－４４２１

場　所　  万代テラス

信濃川クルーズ体験とミニライブ

19第６回クルーザーヨットで港と海を体験しよう！
日　時      ８/２７( 日 )　①１０:００～　②１３:３０～

場　所      新潟港及びその沿岸部（受付場所：ピア万代下手の水産物物揚場岸壁テント）

内　容   

お問合せ   新潟オフショアセーリングクラブ
　　　　  ＴＥＬ:０９０－７８３７－９７８６

港と海を約２時間クルージング体験します。募集人数：午前・午後各
50 名。参加費無料。子供は５歳以上で保護者同伴。
【申込み】往復はがきに全員 (１グループ５人以内 ) の氏名・年齢・住所
・電話番号と乗船希望時間 ( 午前 or 午後 ) を記載
【応募先】新潟オフショアセーリングクラブ：
新潟市中央区万代島５【締切】７月４日 ( 火 )
消印有効。( 多数の場合グループ単位で抽選）

新潟市国際・広域観光課  
TEL：025-226-2614

新潟県新潟港湾事務所　
TEL：025-247-9133

日　時      

内　容   

お問合せ

客船「飛鳥Ⅱ」新潟港寄港

客船「飛鳥Ⅱ」（全長 241ｍ、50,142ｔ）が新潟港に寄港します。日本
最大のクルーズ客船を間近に感じることができるチャンスです。
みんなでお出迎え、お見送りをしませんか。

８/２９( 火 )　７:３０入港　１０:００出港
８/３１( 木 )　１４:００入港　１７:００出港

場　所      新潟港西港区　山の下ふ頭北側岸壁
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※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。　（裏面にもイベント内容の記載があります）

１ ピアBandai　BBQピアプラザ
日　時      

内　容   

お問合せ 万代にぎわい創造株式会社
ＴＥＬ：０２５－２４９－２５６０

ピア Bandai の各店舗で魚介、肉、野菜など、お客様が好きな食材を
購入し、ピアプラザ内で BBQを楽しむイベント
を開催します。

４/２２( 土 ) ～１１/５( 日 ) の土・日・祝１１:００～１９:００　
７/２３( 日 ) ～８/３０( 水 ) は毎日１１:００～２１:００　

場　所      ピア Bandai　ピアプラザ

　　　　　　

２
日　時     

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
楽しむことができます。皆さまお気軽にお越し
ください。（有料 ) 

お問合せ

第１１回 萬代橋サンセットカフェ
＜右岸＞６/１( 木 ) ～１０/１( 日 ) 　※雨天中止
平日：17 時～ 22 時、土日祝：11 時～ 22 時（21:30 ラストオーダー）
＜左岸＞７/１４( 金 ) ～９/２３( 土）　※雨天中止　
金曜：17 時～ 22 時、土曜：11 時～ 22 時（21:30 ラストオーダー）
※アルビレックスの試合が有る場合はお休み

場　所      ＜右岸＞万代テラス　※例年と開催場所が異なります。
＜左岸＞信濃川左岸緑地みなと・さがん（新潟グランドホテル前）

内　容

新潟市中央区建設課
ＴＥＬ：０２５－２２３－７４１０

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      

内　容   

第３０回 新潟ジャズストリート
７/１５( 土 )・１６( 日 )　１２:００～２３:００    

場　所      新潟市内　約３０会場  

新潟市中央区内信濃川エリアを含む約３０会場でジャズライブを開催
します。
＊1日フリーパスチケット 1,000 円
（中学生以下無料）

３

お問合せ

４「乙女たちの歩み～新潟の女学校と女学生～」展
日　時      ７/１５( 土 ) ～９/３( 日 )　９:３０～１８:００

場　所      新潟市歴史博物館（みなとぴあ）

内　容   

お問合せ　新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
　　　　　ＴＥＬ:０２５－２２５－６１１１

高等女学校に通える女学生は、社会の中のほんの一握りの存在でした。
新潟の高等女学校や女学生を通して、それを取り
巻く明治・大正・昭和の社会を考えます。（有料）

５
日　時     ７月大会：７/１６( 日 )　１０:００～１７:００
　　　　 ９月大会：９/１０( 日 )　１０:００～１７:００
場　所      新潟西海岸（日和山浜海水浴場付近）　
内　容   

お問合せ

2017 新潟県ビーチテニス選手権大会

特定非営利活動法人　
　　　　新潟県テニスサミット
ＴＥＬ：０２５－２３９－３２３２

JTA 公認のビーチテニス（ダブルス）大会を「男子の部」と「女子の
部」に分けて開催します。ビーチテニスは、ボールをバウンドさせず
に、空中でラリーをしながらポイントを取り合う新しいスポーツです。
この新感覚スポーツをぜひ体験
してみませんか。※要事前応募  

６
日　時     ７/２２( 土 )

内　容   

お問合せ

大型浚渫兼油回収船「白山」一般公開

場　所　 

新潟西港で浚渫を行っている「白山」の一般公開を行います。
「白山」は、普段は 24 時間体制で新潟西港を浚渫しており、大規模な
油流出事故が発生した際は直ちに現場に急行
し、油回収作業を行う船です。自衛隊の護衛
艦と同時公開を予定しています。
ぜひご来場ください。

新潟港西港区　山の下ふ頭岸壁

新潟港湾・空港整備事務所
ＴＥＬ:０２５－２２２－６１１１

しゅんせつ はくさん

７
日　時     ７/２２( 土 )・２３ ( 日 )

内　容   

お問合せ

海上自衛隊護衛艦等一般公開

場　所　 

海上自衛隊「護衛艦」の一般公開及び陸上自衛隊「装備品」の展示等
を一般の方々に見学していただきます。
詳しくは、自衛隊新潟地方協力本部のホーム
ページをご確認ください。　　　　　

自衛隊新潟地方協力本部
ＴＥＬ：０２５－２８５－０５１５

新潟港西港区　山の下ふ頭岸壁

８
日　時     ７/３０( 日 )　１０:００～１６:００

内　容

お問合せ

場　所　 新潟西海岸（日和山浜海水浴場）　※荒天時中止

第１１回 ビーチライフIN新潟

ビーチフラッグスやビーチテニスをはじめ、宝探し、ヨーヨー釣り等
を行います。また、「ラマダホテル新潟杯第 10 回ビーチバレー 4人制
オープン大会」「MIDSUMMER　FESTA　2017」
「モーターボート・水上バイク操船体験」も同時
開催します。   

ビーチライフ IN 新潟実行委員会
ＴＥＬ：０２５－２２３－３５３２

９
日　時     ８/５( 土 )　１２:４０～１３:３０

内　容 満船飾に彩られた約４０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す。水上みこし渡御は「水の都
にいがた」をまさに象徴するまつり行事。みこし
の担ぎ手の熱気と音楽で盛り上げるみこしの乗船
イベントは迫力に溢れ必見です。

新潟まつり 水上みこし渡御

場　所     旧水産物物揚場　→　本間組新潟工事事務所前着船

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

お問合せ

１０
日　時     ８/５( 土 )　１９:００～２１:００

内　容

お問合せ

ウォーターシャトルに乗船し、花火弁当を味わいながら、萬代橋下流
に停泊し、船の屋上やデッキで花火見物を愉しんでいただきます。
【花火打ち上げ時間　１９:４５～２０:３０】
【大人 8,000 円 ( 乗船料・花火弁当代・企画料 )】

信濃川ウォーターシャトル株式会社
ＴＥＬ：０２５－２２７－５２００

場　所　  萬代橋西詰発着

まちなか音楽花火鑑賞クルーズ

11
日　時     ８/６( 日 )　１８:１５～２１:００

内　容

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

場　所　  萬代橋西詰発着

新潟まつり 花火観覧クルーズ

ウォーターシャトルに乗船し、花火弁当を味わいながら、昭和大橋
下流に停泊し、船の屋上やデッキで花火見物を愉しんでいただきます。
【花火打ち上げ時間　１９:１５～２０:３０】
【大人 16,200 円 ( 乗船料・花火弁当代・企画料 )】

12
日　時     ８/７( 月 ) ～９( 水 )　①９:３０～　②１３:３０～　③１４:３０～

内　容

お問合せ

国土交通省の港湾業務艇に乗船して新潟西港内を見学します。
【要応募：各回とも定員１２名・応募者多数の
場合は抽選】【対象：小中学生と保護者】
詳しくは、ホームページをご確認ください。

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

場　所　  新潟港湾・空港整備事務所

親子みなと見学会 ～船からみる新潟西港～

13
日　時     ８/７( 月 ) ～９( 水 )　①１０:３０～　②１４:３０～　③１５:３０～

内　容

お問合せ

日本最大級の｢水理実験場｣を一般公開します。広範囲 (56m×42m) に
作られた港の模型に、造波装置で実際の海に近い波を起こし実験をし
ます。臨場感あふれる実験を間近に見て体感する
ことができます。
詳しくは、ホームページをご確認ください。

 新潟港湾空港技術調査事務所
ＴＥＬ：０２５－２２２－６１１５

場　所　  新潟港湾空港技術調査事務所（水理実験場）

「水理実験場」一般公開

14
日　時     ８/１１( 金・祝 ) ～１４( 月 )　１８:００～１８:２５

内　容

お問合せ

朱鷺メッセを出航し、上流へ向かい、りゅーとぴあ付近を折り返して
朱鷺メッセへ戻ります。帰省のお客様に今の新潟をご覧いただけます。
大人 1,000 円　小人 500 円

信濃川ウォーターシャトル株式会社
ＴＥＬ：０２５－２２７－５２００

場　所　  朱鷺メッセ発着

お盆ナイトクルーズ

15 第１４回 夕涼みコンサート
日　時      ８/１１( 金・祝 )　１８:００～２０:００

場　所      新潟市歴史博物館（みなとぴあ）

内　容   

お問合せ　新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
　　　　　ＴＥＬ:０２５－２２５－６１１１

「ライトアップされた美しい夜景に包まれて、信濃川を吹き抜ける夜風
を感じながら家族みんなで音楽を楽しもう！」を
コンセプトに地元の団体 ( 新潟下町をよくする会 )
と行うコンサートです。（観賞無料）※雨天中止

16
日　時     ８/１９( 土 )　１１:００～２０:００

内　容

お問合せ

新潟市のシンボルである「萬代橋」の生誕を記念し、市民の交流
ネットワークの拡大を図るため、萬代橋に想いを寄せる様々な市民
や団体と一体になって盛大にお祝いするお祭り
です。例年通り、フリーマーケットやステージ
イベントを実施します。

新潟市中央区建設課
ＴＥＬ：０２５－２２３－７４１０

第１５回 萬代橋誕生祭

場　所　 万代テラス（メイン会場）、萬代橋東側橋詰広場、萬代橋西側橋詰広場、
　　　　 信濃川左岸緑地みなと・さがん、メディアシップ　 

17 みなと・しもまち・川祭り2017
日　時      ８/２０( 日 )　１８:００～２０:００

場　所      新潟市歴史博物館（みなとぴあ）

内　容   

お問合せ　新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
　　　　　ＴＥＬ:０２５－２２５－６１１１

新潟北部開発協議会と共催で、今年で 13 回目を迎える、みなとぴあ
敷地内の旧河道に浮かべた手作りの灯籠を眺めな
がら、ゆっくりと過ぎゆく夏のひと時を楽しむ
イベントです。（参加無料）※雨天中止

18
日　時     ８/２０( 日 )　
                  信濃川クルーズ　①１３:００～１３:５０　②１４:００～１４:５０
　　　　 ミニライブ　　　　１１:３０～１５:３０

内　容

お問合せ

夏の信濃川を水上散歩しませんか？信濃川ウォーターシャトルに乗船
し、信濃川河口部や萬代橋、やすらぎ堤などを
案内付きで周遊します。（当日受付、参加無料）
また同日の同じ場所でミニライブも開催します！
聞き覚えのある曲を聴くことができます。（無料）
新潟商工会議所
ＴＥＬ：０２５－２９０－４４１１
ＦＡＸ：０２５－２９０－４４２１

場　所　  万代テラス

信濃川クルーズ体験とミニライブ

19第６回クルーザーヨットで港と海を体験しよう！
日　時      ８/２７( 日 )　①１０:００～　②１３:３０～

場　所      新潟港及びその沿岸部（受付場所：ピア万代下手の水産物物揚場岸壁テント）

内　容   

お問合せ   新潟オフショアセーリングクラブ
　　　　  ＴＥＬ:０９０－７８３７－９７８６

港と海を約２時間クルージング体験します。募集人数：午前・午後各
50 名。参加費無料。子供は５歳以上で保護者同伴。
【申込み】往復はがきに全員 (１グループ５人以内 ) の氏名・年齢・住所
・電話番号と乗船希望時間 ( 午前 or 午後 ) を記載
【応募先】新潟オフショアセーリングクラブ：
新潟市中央区万代島５【締切】７月４日 ( 火 )
消印有効。( 多数の場合グループ単位で抽選）

新潟市国際・広域観光課  
TEL：025-226-2614

新潟県新潟港湾事務所　
TEL：025-247-9133

日　時      

内　容   

お問合せ

客船「飛鳥Ⅱ」新潟港寄港

客船「飛鳥Ⅱ」（全長 241ｍ、50,142ｔ）が新潟港に寄港します。日本
最大のクルーズ客船を間近に感じることができるチャンスです。
みんなでお出迎え、お見送りをしませんか。

８/２９( 火 )　７:３０入港　１０:００出港
８/３１( 木 )　１４:００入港　１７:００出港

場　所      新潟港西港区　山の下ふ頭北側岸壁
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～2019年 新潟開港150周年に向けて～～2019年 新潟開港150周年に向けて～

みなとまち新潟を楽しもう！

礎町

日 本 海日 本 海

萬代橋ライン (BRT)

C4 東堀通線

E1 臨港線

八千代橋線

佐 佐渡汽船線

観 観光循環バス

B1

････   西港エリア

系統
番号 路線名称路線色

C6

6

16

水
上
み
こ
し
渡
御
ル
ー
ト

ミズベリング信濃川やすらぎ堤
７月 1 日（土）　オープン
詳しくは新潟市 HP へ

（「新潟市ミズベリング」で検索を）

ミズベリング信濃川やすらぎ堤
７月 1 日（土）　オープン
詳しくは新潟市 HP へ

（「新潟市ミズベリング」で検索を）
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西海岸公園西海岸公園

市役所市役所

新潟駅新潟駅
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開催期間   2017/7/1  ～  9/30【新潟西港イベントガイド】

イベント開催場所

＊詳細は、新潟交通 ( 株 ) 及び新潟市観光循環バスの情報をご確認下さい。

新潟みなとまちづくりネットワーク  
新潟みなと水遊記2017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

※パンフレットの写真は過去のイベント風景です。

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。

新潟港は、安政の修好通商条約により開港
五港(函館、新潟、横浜、長崎、神戸)の一
つに指定され、1869年1月1日(明治元年
11月19日)に、佐渡夷港(現在の両津港)を
補助港として開港し、2019年1月1日に
開港150周年を迎えます！

22新潟港ポタリング(自転車散歩）
日　時      ９/１６( 土 )　９:３０～１２:００

場　所     新潟港 ( 西港 ) 一周【集合・解散場所：新潟市歴史博物館 ( みなとぴあ）】

内　容   

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

にいがた港総選挙で魅力的な景観がたくさん掘り起こされました。こう
した港の景色を、自転車により散歩感覚で誰でも巡れる “ポタリング”
を実施し、新潟港に関心と愛着を感じてもらいます。
募集人員先着 40 名、参加費 500 円、事前申込が
必要。詳しくは、ホームページをご確認ください。

23第１４回 むかしのくらし展 「旅はぼうけん」
日　時     ９/１６( 土 ) ～１１/２６( 日 )　９:３０～１８:００
　　　　 (１０月以降は１７:００まで）

場　所      新潟市歴史博物館（みなとぴあ）

内　容   

お問合せ　新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
　　　　　ＴＥＬ:０２５－２２５－６１１１

旅にわくわくする気持ちは、今も昔も変わりません。しかし、旅の
手段や目的、楽しみ方は違っていたようです。
そうした旅に関する今と昔の違いを紹介します。
（無料）

※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。

「What’ s NiiGATA」は、2019 年の
新潟開港 150 周年に向けて、一人
ひとりが想い描く新潟の姿（イメ
ージ）を見つめ直し、魅力ある発
展のために市民と共に考え行動し
ていくキャンペーンを展開してい
ます。「新潟みなと水遊記」と連
携して、港から新潟の魅力を発信
します！

ミズベリング (MIZBERING) とは、
かつての賑わいを失ってしまった
日本の水辺の新しい活用の可能性
を、創造していくプロジェクトで
す。水辺に興味を持つ市民や企業、
そして行政が三位一体となって、
ソーシャルなムーブメントを、
次々と起こしていきます！

21 2017 月待ち湊
日　時     ９/９( 土 )　１７:３０～２０:３０

場　所     入船みなとタワー前広場【※雨天の場合はタワー１Ｆ ロビー ( 予定 )】

お問合せ　ＮＰＯ法人にいがた湊あねさま倶楽部
　　　　　ＴＥＬ:０８０－６５４２－３８１７

内　容     西港河口の夜景と月があがる瞬間をふるまい菊酒を飲みながら楽しむ
　　　　お月見。新米おにぎり、お月見団子、コーヒー
　　　　などの販売や音楽の生演奏もあります。ぜひ
　　　　お出かけください。（参加無料）

さどえびすこう

新潟開港 150 周年
ロゴマーク
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