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開催期間 ： ２０１７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、 万代テラス、 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　  　60,215 名

◆ 新潟みなと水遊記２０１７　開催イベント ◆

◆ 新潟港　開港１５０周年に向けて ◆

　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。 そして新潟市は、 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。

　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１月１日の開港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１２年目を

迎えました。

　２０１７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２１イベントが行われ、 約６万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。

■新潟開港１５０周年ロゴマーク ■キャッチコピー

S t a r t i n g p o r t

＜ロゴコンセプト＞

黄色いリボンは、灯台のサーチライトが未来を照らし、人々を

導くフラッグになるとともに、ヒト、モノ、情報が集まり、「出会う」

ことによって新しさが生まれ、更新される広がりを表現している。

その上にNiigataや新しい（New）のＮが浮かび上がる。

水色のボーダーを組み合わせ、港らしさを演出。

３本のラインは、信濃川、阿賀野川、日本海を表現している。

いつ訪れても新しい。訪れるたびに発見がある。

そして、ふとした時に思い出す。

めざすのは、そんな変わり続けるみなとまち。

港から川へ、そして街へ。

人、モノ、情報、文化、歴史、感情、情熱、息づかい・・・。

あらゆるものが行き交い、出会い、融合し、

またときにはぶつかりながら、新しいエネルギーが生まれていく。

みなとまち新潟は、ここに暮らす人とここを訪れる人、

みんなでつくりあげる運動体。

新潟開港１５０周年。

あなたといっしょに、新しいスタートをきります。

※ロゴマーク等は、2017年6月27日新潟市発表

みんなでつくる、みなとまち新潟スタート！
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2017
来場者数　６,３８８名（水遊記開催期間）

２

１

来場者数　約６,８００名

４
来場者数　４,０８８名

３
来場者数　７,０００名（水遊記開催箇所）

ピアBandai 
BBQピアプラザ

【日時】

【場所】ピア Bandai  ピアプラザ

【内容】
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
購入して、ピアプラザ内で BBQを
楽しんでいただきました。昨年も
賑わいましたが、今年も大変賑わ
いました。BBQは多くのお客様に
認知され、ピア Bandai の顔になり
つつあります。
来年以降も BBQイベントは続けて
行きたいと思います。

【お問合せ先】万代にぎわい創造株式会社

ＴＥＬ：０２５－２４９－２５６０

【日時】＜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あった場合はお休み

第１１回
萬代橋サンセットカフェ

【お問合せ先】　新潟市中央区建設課
ＴＥＬ：０２５－２２３－７４１０

【場所】＜右岸＞万代テラス　※例年と開催場所が異なりました。
　　 ＜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】
新潟開港 150 周年に先駆け、港エリア
のにぎわいを創出することを一つの目
的として、今年は会場を万代テラスに
移して開催しました。会場が従来より
広くなったことで、毎年お馴染みのコ
ンサートや各種イベントもゆったりと
実施でき、県内外問わず、多くの方に
ご来場いただきました。新潟の港の魅
力を感じてもらえる空間を提供できた
のではないかと考えています。

「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）

【お問合せ先】　新潟市歴史博物館　

ＴＥＬ：０２５－２２５－６１１１ 

【内容】
新潟市 政令指定都市・区政移行 10
周年記念の企画展として、明治から
昭和初期にかけて、現在の新潟市域
に設立された女学校の教育や女学生
の暮らしに焦点をあて、そこから垣
間見える社会の変化を紹介しました。
会期中、女学校の作法の教科書など
にも出てくるいろいろな折り形を折
る体験イベントを実施するとともに、
京都大学の小山静子教授による特別講演会「男女別学の時代」も開催し、
4,000 人を超える方々からご覧いただきました。

第３０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】 ７／１５（土）・１６（日）　１２：００～２３：００　　

【場所】 新潟市内　約３０会場

【内容】

新潟市国際親善名誉市民でジャズ
の巨匠、デューク・エリントンの
メモリアルとして年２回開催され
る新潟ジャズストリート。
当日は、不安定な天候にもかかわ
らずどの会場も盛況でした。

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　

来場者数　３２名

５ 2017 新潟県ビーチテニス
選手権大会

【お問合せ先】   特定非営利活動法人
新潟県テニスサミット

ＴＥＬ：０２５－２３９－３２３２

【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】
本大会は天候に恵まれた中、2日間
にわたりビーチテニスの男女ミック
ストーナメント戦を実施しました。
家族連れや幅広い年齢層、初心者か
ら経験者までビーチテニスを通じ、
他者交流、ビーチとの触れ合い、競
技の楽しさを感じてもらえました。
新潟のビーチは、スポーツのしやす
い砂質で天候も荒れにくく、ビーチ
スポーツの環境には適しているので、
本大会を開催できたことを大変嬉しく思います。
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１０
来場者数　４４名

８ 第１１回
ビーチライフIN新潟

来場者数　約３,２００名

７
来場者数　約２,７００名　
【日時】７／２２( 土 ) １３：００～１５：３０
　　　  ７／２３( 日 )  ９：００～１１：３０・１３：００～１５：３０

海上自衛隊護衛艦等一般公開

【場所】新潟西港区　山の下ふ頭岸壁

【お問合せ先】自衛隊新潟地方協力本部

　　　　　      ＴＥＬ：０２５－２８５－０５１５

【内容】
荒天にもかかわらず、多くの方にご
来場いただきました。毎年のことな
がら日曜日は、公開前から乗艦を
心まちにしている来場者の長蛇の列
ができました。岸壁では、陸上自衛
隊新発田駐屯地による車両展示及び
航空自衛隊新潟救難隊による航空機
の航過飛行展示も行われ、成功裏に
終えました。来年も、同時期に海上
自衛隊の護衛艦等による艦艇公開を計画しています。

まちなか音楽花火鑑賞クルーズ

【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

【場所】萬代橋西詰発着

【日時】８／５（土）　１９：００～２１：００
　　

【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。
翌日の花火観覧クルーズと比較す
ると半額の料金なので、グループ
利用者が目立ちましたした。

【日時】７／３０（日）　１０：００～１６：００ 　　

【場所】新潟西海岸（日和山浜海水浴場）　
　　

【お問合せ先】 ビーチライフ IN 新潟実行委員会
　　　　　 　ＴＥＬ：０２５－２２３－７７１６

【内容】
今年で 11 回目の開催となった本イ
ベントでは、ビーチバレーやビーチ
サッカーなどの各種ビーチスポーツ
大会が開催され、会場あちこちで熱
戦が繰り広げられました。また、メ
イン会場でのビーチフィットネスな
どの催しの他、海辺イベントでは、
宝探し、スイカ割り、輪投げなど子
どもたちははしゃぎ、大いに楽しん
でいまいした。会場の一角では水上バイクやモーターボートなどのマリ
ンスポーツのイベントが開催され、日和山浜全体が海辺ビーチイベント
で賑わいの場となった 1日となりました。

６
緊急出動のためイベント中止
【日時】７／２２( 日 )・２３（日）

大型浚渫兼油回収船「白山」
一般公開

【場所】新潟西港区　山の下ふ頭岸壁

【お問合せ先】新潟港湾・空港整備事務所

　　　　　　 ＴＥＬ:０２５－２２２－６１１１

【内容】
新潟西港で浚渫を行っている「白山」
の一般公開を行う予定でした。
「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
予定していましたが、前日までの大
雨により信濃川上流からの流下土砂
が多く発生し、急遽、浚渫作業の必要が生じたためイベント中止となり
ました。

しゅんせつ はくさん

９ 新潟まつり 水上みこし渡御
来場者数　約１,０００名

【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】８／５（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
　　
【内容】
みこしの担ぎ手の熱気と、新潟市
消防音楽隊の演奏で盛り上がる
神輿の乗船イベントで幕を開けた
水上みこし渡御は、満艦飾に彩ら
れた約 40隻の船舶による水上パレ
ードに見守られ、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。今年も皆様のご協力
をいただき、無事に実施すること
ができました。「水の都にいがた」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。
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来場者数　約４５０名

１１

１５

新潟まつり花火観覧クルーズ １４ お盆ナイトクルーズ

来場者数　４９名

来場者数　４７名

【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

【日時】 ８／１１（金・祝）～１４（月）　１８：００～１８：２５
　
【場所】朱鷺メッセ  ～  りゅうとぴあ付近  ～  朱鷺メッセ
　　

第１４回 夕涼みコンサート

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

【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】
「新潟下町を良くする会」との地域連
携事業として、「みなとぴあ夕涼みコ
ンサート」が今年も開催されました。
新潟の夏らしく、少し蒸し暑くはあ
りましたが、お天気に恵まれ、信濃
川からの心地よい風を感じながら思
い思いに音楽を楽しむ姿がたくさん
見られ、あっという間に 2時間半の
コンサートが終了しました。毎年午後
6時から始まるこの夕涼みコンサート
の特徴の一つは、開放感のある芝生広場で、ライトアップされた博物館
の美しい建物を眺めながら、心地よい演奏を楽しめることです。J-POP、
演歌、歌謡曲、アニメ・ゲーム音楽など、今年も多種多様な音楽で存分
に楽しませていただきました。

【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。　

【内容】
ウォーターシャトルに乗船し、昭和
大橋下流に停泊し、花火弁当を味わ
ながら、船の屋上デッキや花火見物
を楽しんでいただきました。　

【日時】８／６（日）　１８：１５～２１：００

【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

１３
来場者数　８１名

１２
「あさひ」修理のためイベント中止

「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

【日時】 ８／７( 月 ) ～９( 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）
　　【内容】
夏の恒例行事となる水理実験場の一般
公開を開催しました。「鳴り砂」と「液
状化実験」の体験や、「消波ブロック」
と「防波堤模型」の紹介、平面水槽で
４種類の波のデモンストレーションを
見学して頂きました。夏休み中という
ことで親子の参加が多く見受けられ、
夏休みの自由研究にするというお子様
もいました。
このイベントを通じて、一般の方に水理実験場の役割や実験を行うこと
の重要性を理解していただけました。

親子みなと見学会
～船から見る・知る新潟西港～

【お問合せ先】 新潟港湾・空港整備事務所

　　　　　　 ＴＥＬ：０２５－２２２－６１１１

【日時】 ８／７( 月 ) ～９( 水 )
　　　 ①９：３０～　②１３：３０～　③１４：３０～　　

【場所】新潟港湾・空港整備事務所　
　　
【内容】 
国土交通省の港湾業務艇「あさひ」に
乗船して新潟西港内を見学する予定で
したが、急遽「あさひ」修理の必要が
生じたため、イベント中止となりまし
た。
（写真は昨年のイベント風景）

来場者数　４９名
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１７
来場者数　約７５０名

１９

１８

来場者数　１０６名

来場者数　約１８０名

来場者数　１,５３９名

みなと・しもまち・
川祭り2017

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

【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】
今年もみなとぴあを会場に「みなと
・しもまち・川祭り」が開催されま
した。荷揚げ場の石段には、地域の
方々が作ってくださった灯籠の明か
りが灯り、旧河道にはたくさんの灯
籠が浮かべられました。ご家族でい
らっしゃった方も多く、たくさんの
明かりの中から、お子様が保育園で
作った明かりを楽しそうに探す微笑
ましい姿も多く見られました。国の重要文化財である旧新潟税関庁舎の
前では、村山佳代子さんと中沢明美さんによるフルート演奏が行われ、
会場はさらに幻想的な雰囲気に包まれました。この川祭りは「新潟北部
開発協議会」の皆様に主催していただいており、さらに今年は、新潟柳
都中学校の生徒さんが会場づくりを手伝ってくださいました。

【内容】
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するクルーズ
体験を実施しました。船内では、北
陸地方整備局 信濃川下流河川事務所
と新潟港湾・空港整備事務所の担当
者から、みなとまち新潟の歴史や自
然に関するガイドを受けました。ま
た発船場所の万代テラスでは、地元
を拠点に活動するアーティストたち
のミニライブも開催し、参加者は信濃川の水上散歩と音楽を楽しみました。

　　

２０ 客船「飛鳥Ⅱ」新潟港寄港

【日時】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
　　

【お問合せ先】 新潟市国際・
　　　　　　   　　　広域観光課
　　　　　      TEL：025-226-2739

新潟県
　新潟港湾事務所　
 TEL：025-247-9133　　

【内容】
国内最大級のクルーズ客船「飛鳥Ⅱ」
（全長 241ｍ、50,142 総トン ) が、
新潟港に寄港しました。今回は新潟
港発着のクルーズで約 870 名のお客
様を乗せて境港に向けて出港しまし
た。出港時には、新潟市のゆるキャ
ラ「花野古町」の登場や、新潟万代
太鼓による演舞、テープシャワーが
実施されました。

第６回 クルーザーヨットで
港と海を体験しよう！

【お問合せ先】 新潟オフショアセーリングクラブ　

　　　　　　ＴＥＬ：０９０－７８３７－９７８６

【日時】８／２７（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）

【内容】
今年も多数の応募があり、市民の
ヨット・海・港への感心の高さが
うかがえました。子供達の喜ぶ姿
には、開催側としてのやり甲斐を
感じました。一方、市民の応募方
法をみると、「市報にいがた」を
見て応募してくる方がほとんどで、
もう少し広く市民の方に目が届く
ような宣伝方法を検討してまいり
たいと思います。

信濃川クルーズ体験と
ミニライブ

【お問合せ先】新潟商工会議所
　　　　　　  ＴＥＬ：０２５－２９０－４４１１
　　　　　　  ＦＡＸ：０２５－２９０－４４２１　 

【日時】 ８／２０（日）　
ミニライブ　　　　１１:３０～１５:３０
信濃川クルーズ　①13:00 ～ 13:50　②14:00 ～ 14:00　③15:00 ～ 15:50　

【場所】万代テラス

来場者数　約２２,０００名

１６

【内容】
当日の朝は天候に恵まれず、大雨警報
も発令されていたため、フリーマー
ケットの中止やオープニングセレモ
ニー会場に変更がありましたが、午前
11 時を過ぎると次第に天候回復し、
屋外のステージイベントについても
当初の予定通り実施することができま
した。萬代橋の歴史や功績を、多くの
方に楽しみながら、再認識して頂くと
ともに、2019 年に迫った新潟開港 150 周年の足掛かりとして十分なイ
ベントを実施することができたと感じています。 

第１５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　 

【日時】 ８／１９（土）　　１１：００～２０：００
　　【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　

２１
来場者数　約１,０００名

【内容】
月の出予想時刻より 20 分遅れで
真っ赤な月が顔を出した瞬間、
会場がどよめき、知らないものの
同士、誰彼となく喜び合いました。
こんな感動を分かち合える場を持
て、月と新潟港とスタッフ、参加
者に感謝です。

2017 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】９／９（土）　　１７：３０～２０：３０
　　
【場所】 入船みなとタワー前広場



2017
2017

2017
２３
来場者数　２,７３３名（水遊記開催期間）

【お問合せ先】 新潟市歴史博物館（みなとぴあ）　

　　　　　　 ＴＥＬ：０２５－２２５－６１１１

　　　　　　

【内容】
小学 3・4年生が地域の歴史やくらし
の移り変わりを学ぶことのできる「む
かしのくらし展」を毎年開催していま
す。今年は「旅」をテーマに、「今と
昔では旅の目的や方法がこんなに違う
」ということを、かっぱやトランクと
いった昔の旅姿が分かる品や、江戸時
代の乗り物のかごなど、豊富な資料で
分かりやすく紹介しています。江戸時
代の旅のガイドブックといわれる史料
の複製を読むことことができるほか、新潟の名所を盛り込んだすごろく
も用意されています。

【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
　　

第１４回 むかしのくらし展
「旅はぼうけん」２２

来場者数　 ２８名

【内容】
“にいがた港総選挙” で推薦された風
景や新潟港の見所を中心に、湊稲荷
神社などを自転車に乗って散歩感覚
で巡りました。参加者からは「こん
な所があるなんて知らなかった」「自
転車だといろんなところが見られて
よかった」などの声が聞かれ、楽し
みながら港に親しんでいただきまし
た。新潟港と相性が良く、程よい運動で健康にも優しいポタリングを
継続したいと考えています。

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

【場所】新潟西港１周 約 14km【集合・解散場所：新潟市歴史博物館  】　　

新潟港ポタリング
（自転車散歩）

【日時】 ９／１６（土）９：３０～１２：００
　　　

「What’ s NiiGATA」は、2019 年の新潟開港 150 周年に向け、
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！

みなとオアシス新潟
設置者：新潟市設置者：新潟市
登録：平成 19 年 3月（港湾局長登録 H29.2）登録：平成 19 年 3月（港湾局長登録 H29.2）
場所：新潟県新潟市（新潟港西港区）場所：新潟県新潟市（新潟港西港区）

食と花のみなとまち　にいがた

・ みなとオアシス新潟は、信濃川の河口にあり、明治元年に開港した新潟港
   （西港区）の賑わいエリアです。
・ みなとオアシス新潟には、新潟の歴史・文化を展示している「新潟市歴史
博物館（みなとぴあ）」、市民の憩いの場である「信濃川左岸緑地」、晴れた
日に日本海に沈む夕日を間近に見る事ができる「山の下みなとタワー」・
   「入船みなとタワー」、佐渡航路のある「佐渡汽船ターミナル」といった施設
があります。 

】

入船みなとタワー

佐渡汽船ターミナル

朱鷺メッセ

万代島緑地

ピアBandai

新潟市歴史博物館
みなとぴあ

信濃川左岸緑地

新潟市歴新 博歴史博

【代表施設①】

ピピ

【代表施設②

信濃川

萬代橋

柳都大橋

みなとトンネル

山の下みなとタワー

②】

【みなとオアシス新潟の施設と賑わい】

新潟市歴史博物館
みなとぴあ

博物館の内部には、
新潟市の歴史をわ
かりやすく紹介す
る常設展示室やシ
アター、体験広場
等があります。
屋外では、イベント
もたびたび開催さ
れています。 

信濃川左岸緑地
市民の憩いの場と
してウッドデッキ
や遊歩道等が整備
されている緑地で
す。船をベンチで
眺めたり、潮風を
感じることのでき
る空間となってい
ます。 

佐渡汽船ターミナル

佐渡島の両津港と新潟港を結ぶ船のカーフェリー
とジェットフォイルのターミナルです。総合案内
所では、佐渡観光の玄関口となるため、観光案内
も担当しています。

新潟港西港区
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日 本 海日 本 海日 本 海

萬代橋ライン (BRT)

C4C4 東堀通線

E1E1 臨港線

八千代橋線

佐 佐渡汽船線

観 観光循環バス

B1B1

････   西港エリア

系統
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佐B1
万代シティ

バスセンター前
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佐

佐渡汽船
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観
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E1

山ノ下
郵便局前
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本町

B1 C6

古町

新潟日報
メディアシップ

佐

C6

中央埠頭

E1

観

朱鷺メッセ朱鷺メッセ朱鷺メッセ

新潟港湾事務所新潟港湾事務所新潟港湾事務所

新日本海フェリー新日本海フェリー新日本海フェリー

柳都大橋柳都大橋柳都大橋

萬代橋萬代橋萬代橋

八千代橋八千代橋八千代橋

信越本線信越本線信越本線

昭和大橋昭和大橋昭和大橋

やすらぎ堤やすらぎ堤やすらぎ堤

信濃川信濃川信濃川

み
な
と
ぴ
あ

み
な
と
ぴ
あ
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ぴ
あ

佐
渡
汽
船
タ
ー
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ナ
ル

佐
渡
汽
船
タ
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ナ
ル

佐
渡
汽
船
タ
ー
ミ
ナ
ル

新潟みなとトンネル
新潟みなとトンネル
新潟みなとトンネル

山の下山の下
みなとタワーみなとタワー
山の下
みなとタワー

入船入船
みなとタワーみなとタワー
入船
みなとタワー

越後線越後線越後線
白新線白新線白新線

上越新幹線上越新幹線上越新幹線

市役所市役所市役所

新潟駅新潟駅新潟駅

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

の記録記録

お問合せ

イベント開催場所

※「6. 大型浚渫兼油回収船『白山』一般公開」と「12. 親子みなと見学会～船から見る・知る新潟西港～」は、各事情によりイベント中止となりました。

3

ミズベリング信濃川やすらぎ堤
詳しくは新潟市HPへ
（「新潟市ミズベリング」で検索を）

第 11 回 ビーチライフ IN新潟
  ・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（ビーチサッカー大会）
  ・「モーターボート・水上バイク操船体験」

2017 新潟県ビーチテニス選手権大会5

８

「乙女たちの歩み～新潟の女学校と女学生～」展
第 14回 夕涼みコンサート
みなと・しもまち・川祭り 2017
新潟港ポタリング（自転車散歩）
第 14回 むかしのくらし展「旅はぼうけん」

４

1515

1717

2222

2323

2121 2017 月待ち湊

1212

1313

親子みなと見学会
～船からみる新潟西港～
「水理実験場」一般公開

2020 客船「飛鳥Ⅱ」
新潟港寄港

９ 新潟まつり 水上みこし渡御

ピア Bandai  BBQ ピアプラザ

6 大型浚渫兼油回収船「白山」
一般公開
海上自衛隊護衛艦等一般公開

しゅんせつ　　　　　　　　　　　  　　はくさん

7

1414 お盆ナイトクルーズ

1919 第 6回 クルーザーヨットで
港と海を体験しよう！

1818 信濃川クルーズ体験
とミニライブ

1616 第 15回 萬代橋誕生祭

２ 第 11回 萬代橋
サンセットカフェ

1111

1010 まちなか音楽花火鑑賞クルーズ
新潟まつり花火観覧クルーズ

第 30回 新潟ジャズストリート
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