
　



第12回　ビーチライフ IN 新潟
日　時　　7月29日（日）　9:30～16:30（予定）　　　

場　所　　新潟西海岸（日和山浜海水浴場）　※雨天時中止　　　　　　　

内　容　　　　　

お問合せ　　　　　

当日はビーチテニス・ビーチバレー、ビーチサッカーそれぞれの大会が
開催！海辺ではモーターボートや水上バイク操
船体験が実施されます。砂浜『宝探し』などのイ
ベントも開催されステージイベントも盛りだくさ
ん！多数の来場をお待ちしております。

ビーチライフ IN 新潟実行委員
TEL：025-223-3532

「水理実験場」一般公開
日　時　　 7月25日(水)～7月27日(金) 　①14:30～ ②15:30～

場　所　　新潟港湾空港技術調査事務所（水理実験場）　　　　　

内　容　　　　　

お問合せ　　　　　

日本有数の造波装置を備える「水理実験場」を一般公開します。広い
範囲（56m×42m）で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すことで、臨場
感あふれる実験を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

日　時　   7月25日（水）～7月27日(金）　①13:30～　②14:30～　　　

場　所　   新潟港湾・空港整備事務所　　　　　

内　容　　　　　

お問合せ　　　　　

親子みなと見学会

新潟港湾・空港整備事務所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・応募多数の場合
は抽選】【対象：小中学生の親子、家族等】
※詳しくはホームページをご確認下さい。

新潟港湾・空港整備事務所
TEL：025-222-6111

日　時　   7月16日（月・祝）　9:00～17:00　　 

　　

場　所　  ピア万代　大かま舎前岸壁（旧水産物荷揚げ場）　　　　　　　　

内　容　　　　

お問合せ　　　　　

クルーザーヨットで新潟港･日本海を体験しよう

新潟オフショアセーリングクラブ
TEL：025-222-6480
（アサオ歯科）

新潟港の目印、朱鷺メッセ前に浮かんでいる外洋クルーザーヨット
へ皆様をご招待致します。ヨットから見た私
たちの住んでいる町は素敵ですよ！

｢新潟ヨット｣で検索！

日　時　   7月14日（土）　7月15日（日）　12:00～23:00　

場　所　  新潟市内　約30会場　　　　

内　容　　　　　

お問合せ　　　　　

第32回　新潟ジャズストリート

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。
【チケット】
1日フリーパス1,000円（中学生以下無料）

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

大型浚渫兼油回収船「白山」一般公開
日　時　　7月14日（土）  7月15日（日）　　10:00～15:00 (14:30乗船〆切)

　　

場　所　　新潟港西港区　山の下ふ頭北側岸壁　　　　　　

内　容　　　　　

お問合せ　　　　　

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。今年は、気象庁の「啓風丸」と同時公
開を予定しています。ぜひご来場ください。

新潟港湾・空港整備事務所
TEL:025-222-6111

しゅんせつ はくさん

日　時　    7月14日(土)～8月19日（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　　　　　

「にいがた船と港の150年」展

新潟港は2019年1月1日に開港150年を迎えます。
今夏開催される『海フェスタにいがた』にあわせ、開港後150年のみなと
の歴史を紡いできたさまざまな入港船舶を紹介
するとともに、新潟港の移り変わりを概観する企
画展です。

新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
TEL:025-225-6111

６
日　時　　　

場　所　   新潟港西港区　山の下ふ頭北側岸壁　　　　　

内　容　　　　　

お問合せ　　　　　

客船「にっぽん丸」新潟港寄港
7月7日（土）出港　7月9日（月）入港

客船「にっぽん丸」（全長166.65ｍ、22,472ｔ）が新潟港に寄港しま
す。3隻ある日本船の中のひとつで、今年で4年連
続の寄港となります。当日は岸壁を一般開放しま
すので、この機会にぜひご覧ください。

新潟市国際・広域観光課
TEL：025-226-2614

日　時
　・
場　所　　

内　容　　　　　

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

第12回　萬代橋サンセットカフェ

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。2019年に新潟港開港150周年を迎えるにあたり，港湾
エリアのさらなる賑わい創出のために，昨年度に引き続き
「万代テラス」に会場を移して実施します。
皆さまお気軽にお越しください。   ※有料(入場無料)

◇右岸：万代テラス会場／6/1(金)～9/30(日) 
　　平日：17時～22時、土日祝：11時～22時（21:30ラストオーダー）
◇左岸：みなと・さがん会場（新潟グランドホテル前）／7/6(金)～9/22(土)
　　金曜：17時～22時、土曜：11時～22時（21:30ラストオーダー）
　　

※万代テラス会場、みなと・さがん会場ともに雨天中止。
※みなと・さがん会場は金、土曜のみ開催。アルビレックス新潟のホーム試合が有る場合はお休み。
　

日　時       　　　

場　所　  ピアBandai　ピアプラザ　　　　　

内　容　　　　　

お問合せ　　　　　

ピアBandai　BBQピアプラザ
4月21日（土）～11月4日（日） 　11：00～19：00
  ※7月21日（土）～8月30日（木）は11：00～21：00

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。

万代にぎわい創造株式会社
TEL：025-249-2560

※浚渫作業の為、公開中止。
※気象庁の｢啓風丸｣については予定通り
　実施します。



※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）

※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。
※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ください。
※イベントは都合により中止・変更になる場合があります。すす ご了承ください。
※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ください。
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日　時　   8月13日（月）～8月18日（土）　18：00～18：25　　　

場　所　  朱鷺メッセ発着　　　　　

内　容　　　　　

お問合せ　　　　　

お盆ナイトクルーズ

サンセットタイムに新潟のすばらしい夕日を眺め
ながらクルーズを愉しんでください。
※有料

信濃川ウォーターシャトル　株式会社
TEL：025-227-5200

日　時　 

場　所　  萬代橋西詰発着　昭和大橋下流経由　　　　

内　容　　　　　

お問合せ　　　　　

新潟まつり花火観覧クルーズ

新潟まつりの花火を打ち上げ場所近くまで船で行
き，船体屋上や船室からご覧いただけます。花火
弁当を味わいながら祭り気分を堪能いただけま
す。　※有料

信濃川ウォーターシャトル　株式会社

TEL：025-227-5200

8月12日（日）　18：15～21:30
　※荒天で花火打上中止時は18:15～2時間のディナークルーズに変更。

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

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。

お問合せ　　　　　

内　容　　　　　

新潟まつり　水上みこし渡御
日　時　 
場　所　  旧水産物物揚場 → 本間組新潟工事事務所前着船　　　　

8月11日（土）　



日　時 9月24日（月・祝）

場　所 萬代橋西詰発着　西港周遊

内　容 　　　　

お問合せ 　　　　

月待ちの会

中秋の名月を眺めながら秋の味覚弁当をご賞味
いただきます。

信濃川ウォーターシャトル　株式会社

TEL：025-227-5200

日　時 9月22日（土）　17:30～20:00

場　所 入船みなとタワー前月待ち広場　※雨天の場合は入船みなとタワー１Ｆ

内　容 　　　　

お問合せ 　　　　

2018  月待ち湊　=おめでとう 150歳  Special=

信濃川河口の広場で対岸に上がる月を愛でる催し。流木あんどんや竹キ
ャンドルを飾った会場では、新米おにぎりやナス
漬け、お月見団子などを販売するほか、能の小鼓
披露やお菓子の＜福まき＞を実施し、開港150
周年をお祝いします。　＜参加無料＞

NPO法人にいがた湊あねさま俱楽部
TEL：080-6542-3817

日　時 9/15(土)～10/28（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 　　　

「玉と鏡の世界－西安・新潟友好交流特別展」

みなとぴあは中国西安博物院と友好提携して10周年を迎えました。西
安はかつて長安と呼ばれ、古代中国王朝の歴代の都が置かれました。
新潟開港150周年と両館（院）の友好を記念し、
西安博物院が所蔵する歴代王朝の玉製品と銅
鏡を展示紹介します。

新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
TEL：025-225-6111

日　時 9月8日 （土）　9 ：30～12：00

場　所 西港周辺と新潟島海岸コース（集合場所：みなとぴあ前の港湾緑地）

内　容 　　　

お問合せ 　　　

新潟港ポタリング（自転車散歩）

自転車で西港の柳都大橋下流の港湾エリアと日和山浜から関屋分水ま
での海岸道路の２ルートを旧跡などを巡りなが
らゆっくりと周遊し開港都市の魅力を再発見し
てもらいます。※要事前応募（HP,区だより等）。
【参加費】500円/人（保険代ほか）。

NPO法人新潟みなとクラブ
TEL：090ｰ7847ｰ7709

日　時 　　　

場　所 新潟港西港区　山の下ふ頭北側岸壁

内　容 　　　

お問合せ 　　　

客船「飛鳥Ⅱ」新潟港寄港
9月1日（土）出港　　9月3日（月）入港

客船「飛鳥Ⅱ」（全長240.96ｍ、50,142ｔ）が新潟港に寄港します。日本最
大のクルーズ船を間近に感じることができるチ
ャンスです。当日は岸壁を一般開放しますので、
この機会にぜひご覧ください。

新潟市国際・広域観光課
TEL：025-226-2614

日　時 　　　

場　所 万代テラス

内　容 　　　

お問合せ 　　　　　　

信濃川クルーズ体験×万代テラスイベント

8月26日（日）  
◇信濃川クルーズ 　①13:00～13：50 ②14：00～14：50③15:00～15：50
◇万代テラスイベント　11：00～16：00

新潟商工会議所
TEL：025-290-4411

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。ま
た同日の同じ場所でファミリー等で楽しめる各種
イベントも開催します！

日　時 8月25日（土）　11:00～20:00

場　所

　　　内　容 　　　　

お問合せ 　　　

第16回   萬代橋誕生祭

本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
大を図るためにも、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
トを実施いたします。

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

新潟市中央区建設課
TEL：025-223-7410

みなと・しもまち川祭り2018
日　時 8月26日（日）

場　所 新潟市歴史博物館（みなとぴあ）

内　容 　　　

お問合せ 　　　

新潟北部開発協議会と共催で、今年で14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

新潟市歴史博物館（みなとぴあ） 
TEL：025-225-6111

日　時 8月18日（土）

場　所 新潟市歴史博物館（みなとぴあ）

内　容 　　　

お問合せ 　　　

第15回　夕涼みコンサート

「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

新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
TEL：025-225-6111


