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新潟県 出雲崎町 ② 「平成30年度　飛香里祭」

新潟県立出雲崎高等学校の生徒が、クラス・委員会・部活動等、日常の学習や文
化活動の成果を発表する場とし、生徒会執行部生徒を中心に創意工夫した企画
運営、自主性及び実践力を高めることを目標とする。地域・保護者・卒業生等、一
般公開することにより、出雲崎高等学校へのより深い理解を促す。

11月10日
新潟県立
出雲崎高等学校

新潟県立
出雲崎高等学校生徒会

無料
http://izumozaki-
h.nein.ed.jp/

0258-78-3125

新潟県 魚沼市 ① 宮柊二記念館短歌大会
歌人の宮柊二の業績を偲び、その名を冠する宮柊二記念館の事業の一つとして、
毎年開催されています。新作未発表作品を募集し、入賞者を表彰します。

11月17日 魚沼市堀之内公民館 魚沼市・魚沼市教育委員会
http://www.city.uonuma.nii
gata.jp/miyashuji/

魚沼市教育委員会
生涯学習課
社会教育係
025-794-6073

新潟県 魚沼市 ① 魚沼コシヒカリ紅葉マラソン 紅葉を楽しみながら魚沼市を走ります。ハーフ、10km、2kmの部門があります。 11月11日 魚沼市
魚沼コシヒカリ紅葉マラソン
実行委員会

http://ntasports.net/uonu
ma/

魚沼市教育委員会
生涯学習課
社会体育係
025-794-6073

新潟県 魚沼市 ③ 魚沼子ども芸能祭 市内の小中学生が、日頃練習している地域の伝統芸能などを発表します。 11月11日 魚沼市小出郷文化会館 魚沼市小出郷文化会館
http://www.koidegobunkak
aikan.jp/

魚沼市小出郷文化会館
025-792-8811

新潟県 魚沼市 ③ 各地域文化祭 魚沼市内の6ヶ所の地域において文化作品の展示や発表を行います。 11月2日～4日 魚沼市内6ヶ所の地域
・魚沼市教育委員会
・魚沼市中央公民館
・魚沼市文化協会

無料
http://www.city.uonuma.nii
gata.jp/

魚沼市教育委員会
生涯学習課
芸術文化係
025-794-6073

新潟県 小千谷市 ② 社会人講話
キャリア教育の一環として、、社会で活躍する本校卒業生を招き、講演会を実施す
る。（対象：全校生徒、希望する保護者）

11月15日 新潟県立小千谷高等学校 新潟県立小千谷高等学校 無料 0258-83-2262

新潟県 小千谷市 ③ 平成30年度第38回　小千谷市展
小千谷市展は、美術を愛好する市民の創作作品を発表する場として、また、美術
を味わう楽しさ・潤いのある生活を市民に提供することを目的として開催します。

11月1日～4日 東小千谷体育センター
小千谷市
小千谷市教育委員会

無料
小千谷市教育委員会
生涯学習課
0258-82-9111

新潟県 柏崎市 ③ 第60回関東ブロック民俗芸能大会
関東甲信越静ブロックの各地に伝承されている民俗芸能の活性化に寄与すること
を目的として開催します。

10月21日
柏崎市文化会館
アルフォーレ

新潟県教育委員会
第60回関東ブロック民俗芸能大
会実行委員会

無料
新潟県教育庁文化行政課
025-280-5619

新潟県 柏崎市 ③ 第61回柏崎市美術展覧会
市民の日頃の創作活動の成果を発表する機会を提供するとともに、市民の美術に
対する関心を高める。

10月6日～14日
柏崎市立図書館
（ソフィアセンター）

柏崎市、柏崎市教育委員会 無料
柏崎市HP
http://www.city.kashiwaza
ki.lg.jp/

柏崎市教育委員会
文化・生涯学習課
0257－20－7500

新潟県 柏崎市 ① マナビィステージinかしわざき２０１８

公民館や地域で舞踊や合唱、手工芸品など生涯学習活動に取り組んでいる社会
教育団体が一堂に会し、日ごろの活動の成果を発表する場として開催する。ス
テージでの発表、作品展示を行い市民に観覧していただくことで、活動の周知、交
流を深め、生涯学習の推進を図る。

11月10日、11日 柏崎市市民プラザ
柏崎市マナビィステージ実行委
員会（柏崎市教育委員会、出場
団体）

無料
柏崎市HP
http://www.city.kashiwaza
ki.lg.jp/

柏崎市教育委員会
文化・生涯学習課
0257－20－7500

第60回「教育・文化週間」関連行事
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第60回「教育・文化週間」関連行事

新潟県 柏崎市 ③ 綾子舞アルフォーレ公演
11月1日「古典の日」にちなみ、柏崎で様々なジャンルの古典を楽しむ「柏崎古典
フェスティバル２０１８」を開催する。

11月11日
柏崎市文化会館
アルフォーレ

古典を活かした柏崎地域活性化
事業実行委員会（柏崎市、柏崎
市文化会館アルフォーレ、柏崎芸
術協会、柏崎音楽協会）

無料

アルフォーレHP
http://www.artforet.jp/
柏崎HP
http://www.city.kashiwaza
ki.lg.jp/

柏崎市文化会館アルフォーレ
0257‐21‐0010

新潟県 柏崎市 ③
アルフォーレ特選寄席
喬太郎・白鳥・談笑/落語バトル

11月1日「古典の日」にちなみ、柏崎で様々なジャンルの古典を楽しむ「柏崎古典
フェスティバル２０１９」を開催する。

11月25日
柏崎市文化会館
アルフォーレ

古典を活かした柏崎地域活性化
事業実行委員会（柏崎市、柏崎
市文化会館アルフォーレ、柏崎芸
術協会、柏崎音楽協会）

アルフォーレHP
http://www.artforet.jp/
柏崎HP
http://www.city.kashiwaza
ki.lg.jp/

柏崎市文化会館アルフォーレ
0257‐21‐0011

新潟県 柏崎市 ③ アルフォーレ　能　－宝生流－
11月1日「古典の日」にちなみ、柏崎で様々なジャンルの古典を楽しむ「柏崎古典
フェスティバル２０２０」を開催する。

12月16日
柏崎市文化会館
アルフォーレ

古典を活かした柏崎地域活性化
事業実行委員会（柏崎市、柏崎
市文化会館アルフォーレ、柏崎芸
術協会、柏崎音楽協会）

アルフォーレHP
http://www.artforet.jp/
柏崎HP
http://www.city.kashiwaza
ki.lg.jp/

柏崎市文化会館アルフォーレ
0257‐21‐0012

新潟県 加茂市 ③ 第43回加茂市民音楽祭
市民の皆さんが日頃の練習の成果を加茂文化会館のステージで発表します。ジャ
ンルはクラシックバレエ、ヒップホップ、フラダンス、合唱、ピアノ、吹奏楽など、多岐
にわたります。

11月4日 加茂文化会館 加茂文化会館 無料
加茂文化会館
0256-53-0842

新潟県 加茂市 ③ 第51回　加茂市美術展
日本画・洋画・彫刻・工芸・書道・写真の6部門について、一般公募及び委嘱等の
作品を展示する。

11/3~11/7 加茂市市民体育館 加茂市 無料
教育委員会社会教育課
TEL0256-52-0080(内線461)

新潟県 加茂市 ①③ 子ども映画鑑賞会 『あらしのよるに　ひみつのともだち』を上映します。 10月27日 加茂市立図書館 加茂市立図書館 無料
http://lib.city.kamo.niigata.j
p/

加茂市立図書館
0256-53-3500

新潟県 加茂市 ①③ 一般映画鑑賞会 『人生、いろどり』を上映します。 11月4日 加茂市立図書館 加茂市立図書館 無料
http://lib.city.kamo.niigata.j
p/

加茂市立図書館
0256-53-3500

新潟県 加茂市 ①③ 子ども読書会 紙芝居、絵本の読み聞かせや折り紙、映画上映をします。 11月10日 加茂市立図書館 加茂市立図書館 無料
http://lib.city.kamo.niigata.j
p/

加茂市立図書館
0256-53-3500

新潟県 加茂市 ①③ ワクワクドキドキお話のへや 絵本の読み聞かせや工作などをします。 11月17日 加茂市立図書館 加茂市立図書館 無料
http://lib.city.kamo.niigata.j
p/

加茂市立図書館
0256-53-3500

新潟県 加茂市 ① 歴史講演会 演題：「戊辰戦争１５０年」　講師：溝口敏麿氏 11月17日 加茂市公民館 加茂市教育委員会 無料

加茂市民俗資料館HP：
http://www.city.kamo.niigat
a.jp/section/minzoku/inde
x.htm

加茂市民俗資料館
℡0256-52-0089

新潟県 佐渡市 ③
新潟県埋蔵文化財センター巡回展「縄文
の造形美　六反田南遺跡と火焔型土器」

　流麗な造形美あふれる糸魚川市六反田南遺跡の縄文土器。文化庁主催の「発
掘された日本列島　新発見考古速報2016」の主役として全国を縦断した糸魚川市
六反田南遺跡の優品と、魚沼・村上・佐渡の火焔型土器がふるさと新潟を巡回し
ます。

10月6日～12月16日 佐渡市立佐渡博物館
新潟県埋蔵文化財調査事業団・
佐渡市教育委員会

大人500円、
小・中学生
200円

https://www.city.sado.niiga
ta.jp/z_ot/cultural_property
/museum/01/index.shtml

佐渡市教育委員会
社会教育課
佐渡学センター文化学芸係
TEL：0259-52-2447

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

新潟県 三条市 ③ 第14回三条市音楽祭
市内音楽団体・愛好者の活動を発表する機会を提供する。合唱、ロック・ポピュ
ラー、器楽、フリーの各部門で開催する。

11月３、11、18、25日 三条市中央公民館 三条市 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/shougaigakushu/page0
0293.html

生涯学習課
0256-47-0048

新潟県 三条市 ③ 嵐南地区文化祭
嵐南公民館のサークル団体の会員および嵐南地区の住民の学習成果を展示し、
市民から鑑賞してもらい技術文化の向上をめざす。また地区住民の交流の場とし
てイベントを開催する。

10月25日～28日 三条市嵐南公民館 三条市嵐南公民館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/shougaigakushu/ranna
nc/index.html

嵐南公民館
0256-35-2011

新潟県 三条市 ③ 三条東公民館文化祭
三条東公民館主催講座の受講生、活動しているサークル会員及び東地区住民の
作品の展示・芸能の発表と、地区住民の交流の場として各種のイベントを行う。

11月10日～11日 三条東公民館 三条市三条東公民館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/shougaigakushu/higas
hic/index.html

三条東公民館
0256-35-1200

茶席・クラフト体験な
ど、一部有料のイベン
トあり

新潟県 三条市 ③ おおさき展
公民館主催講座の受講生、公民館利用団体及び地区住民の作品を展示・発表し
ます。また、文化・芸術に関心を持つきっかけとなるよう体験コーナーを開催しま
す。

11月3日～4日 大崎公民館 三条市大崎公民館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/shougaigakushu/ohsak
ic/index.html

大崎公民館
0256-38-2175

茶席・体験教室など
一部有料イベントあり

新潟県 三条市 ③ 井栗地区作品展 書道、生花、手工芸、絵画などの展示を行います。 11月2日～4日 井栗公民館 三条市井栗公民館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/shougaigakushu/iguric
/index.html

井栗公民館
0256-38-3835

３日(土・祝)
10:00～15:00
【茶席】有料

新潟県 三条市 ③ 本成寺地区作品展
本成寺公民館主催講座、公民館で活動しているサークル団体及び地区住民の作
品を展示・発表します。

11月9日～11日 本成寺公民館 三条市本成寺公民館 無料
htt://www.city.sanjo.niigata
.jp/shougaigakushu/honjouj
ic/index.html

本成寺公民館
0256-33-0152

【呈茶席】有料

新潟県 三条市 ③ 大島地区文化祭
大島公民館主催事業やサークルの受講生及び地区住民による創作作品を展示・
発表します。

11月16日～18日 三条市大島公民館 三条市大島公民館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/shougaigakushu/ohjim
ac/index.html

大島公民館
0256-33-0097

【体験コーナー】有料

新潟県 三条市 ③ 2018栄公民館展
栄公民館の講座受講生及び栄地区で活動するサークルや美術・芸術団体の作品
を展示する。また、児童クラブの創作作品、昔の写真の特別展示や生け花デモン
ストレーション・ワークショップなどの各種イベントを開催する。

11月2日～4日
三条市
農村環境改善センター

三条市栄公民館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/shougaigakushu/sakae
c/page00019.html

栄公民館
0256-45-5685

【茶席】300円※中学
生以下無料
【生け花体験ワーク
ショップ】
有料（事前申込）

新潟県 三条市 ③ 下田文化祭
下田公民館主催講座の受講生の作品や一般公募の作品、文化団体協会下田支
部加盟団体の作品などを展示します。また、地区の小・中学校の生徒の作品も展
示・発表します。

11月2日～3日 下田体育館
三条市下田公民館
三条市文化団体協会下田支部

無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/shougaigakushu/shitad
ac/index.html

下田公民館
0256-46-5911

【茶席】有料

新潟県 三条市 ③ 企画展「没後150年 村山半牧」
幕末という激動の時代を生きた南画家 村山半牧の画業と人物像を、時代背景とと
もに紹介する展覧会です。

９月11日～11月11日
三条市歴史民俗産業資料
館

三条市歴史民俗産業資料館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/rekimin/

三条市歴史民俗産業資料館
0256-33-4446

新潟県 三条市 ①、③ おはなしパレットのつくってポン！ ボランティアグループ「おはなしパレット」による絵本の読み聞かせと工作 10月19日 三条市立図書館本館 三条市立図書館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①、③
さんじょう親子読書の日おはなし会+（プ
ラス）

図書館スタッフによる絵本の読み聞かせと工作 10月20日 三条市立図書館本館 三条市立図書館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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第60回「教育・文化週間」関連行事

新潟県 三条市  ①、③
あきジィのおはなしドーン！スペシャル
おじいちゃん　おばあちゃん　いらっ
しゃーい！

おじいちゃん、おばあちゃんを主な対象とした絵本の読み聞かせ講座 10月21日 三条市立図書館本館 三条市立図書館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①、③ おはなしのじかん１・２・３ 図書館スタッフによる乳幼児向けの読み聞かせや手遊び 10月24日 三条市立図書館本館 三条市立図書館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①、③ おはなしポケットのおなはし会 ボランティアグループ「おはなしポケット」によるおはなし会 10月27日 三条市立図書館栄分館 三条市立図書館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①、③ 図書館古本リサイクル大会 図書館で使わなくなった本を無償で提供 10月27日 三条市立図書館本館 三条市立図書館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①、③ おはなしのじかん 図書館スタッフによる絵本の読み聞かせや手遊びのおはなし会 10月28日 三条市立図書館本館 三条市立図書館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①、③ おはなしたまてばこ ボランティアグループ「おはなしコロリン」による絵本の読み聞かせ 11月3日 三条市立図書館下田分館 三条市立図書館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①、③ ハンドパンと絵本（仮） ハンドパンの演奏と絵本の読み聞かせ 11月3日 三条市立図書館本館 三条市立図書館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①、③ 図書館キネマ 一般向け映画やアニメの上映 11月4日 三条市立図書館本館 三条市立図書館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①、③ えほんのじかん すまいるランド職員と図書館スタッフによる乳幼児向けおはなし会 11月6日 三条市立図書館栄分館 三条市立図書館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①、③ ボードゲーム体験（仮） ボードゲームを通じて仲間づくり 11月10日 三条市立図書館本館 三条市立図書館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①、③ えほんだいすき ボランティアグループ「おはなしバスケット」による絵本の読み聞かせ 11月10日 三条市立図書館本館 三条市立図書館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①、③ あきジィのおはなしドーン！ 紙芝居、絵本の読み聞かせなどのおはなし会 11月11日 三条市立図書館本館 三条市立図書館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①、③ ふるさとの民話「語りの部屋」 三条語りの会「とびら」による昔話や伝説などの語り 11月13日 三条市立図書館本館 三条市立図書館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①、③ おはなしパレットのつくってポン！ ボランティアグループ「おはなしパレット」による絵本の読み聞かせと工作 11月16日 三条市立図書館本館 三条市立図書館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①、③
地域の語り部・おはなしコロリン
秋の昔話を語る会

ボランティアグループ「おはなしコロリン」と地域の語り部による昔話のおはなし会 11月18日 諸橋轍次記念館 三条市立図書館 無料
http://www.city.sanjo.niigat
a.jp/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



200

都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

新潟県 三条市 ③ 第10回諸橋轍次博士記念漢詩大会
①記念講演会
②流觴曲水(庭園内の水流を使い、上流から酒の入った杯を流し、
杯が自分の前を通り過ぎないうちに詩歌を詠む)等

①11月10日
②11月11日

諸橋轍次記念館 諸橋轍次記念館
①は1,000円
②は無料

http://morohashitetsuji.blo
g.fc2.com/blog-entry-
252.html

諸橋轍次記念館
0256-47-2208

②は観覧のみ

新潟県 三条市 ③ ブランキングアート展2018
ブランク材を材料にした作品展。製造工程で排出される事業排出物（ブランク材）
等を用いて、創意工夫により新しい作品に生まれ変わらせることで、「モノづくりの
心と技」を表現し、地域内外へと情報発信する取組

９月21日～２月28日
JR燕三条駅観光物産セン
ター「燕三条Wing」

ブランキングアート展実行委員会
（事務局）燕三条地場産業振興セ
ンター

無料 http://blanking-art.jp/

ブランキングアート展
実行委員会事務局
燕三条地場産業振興センター
産業振興部
燕三条ブランド推進課
0256-36-4123

新潟県 新発田市 ② 竹俣祭
文化祭。生徒やPTAの作品の展示を行います。また、作業製品の販売や作業学習
などの体験を通して、地域の方々と交流をします。

11月10日 新発田竹俣特別支援学校 新発田竹俣特別支援学校
http:www.shibatatakemata-
tk.nein.ed.jp

新発田竹俣特別支援学校
0254-31-1500

新潟県 上越市 ①
読書週間記念講演会
「あなたが輝く言葉とメロディー～トークと
朗読+音楽の時間～」

俳優・岐阜県図書館名誉館長の紺野美沙子氏、作曲家・ピアニストの中村由利子
氏を迎え、ピアノ演奏に合わせての朗読や参加者の皆さんとの群読、カジュアルな
楽しいトークなどを行います。

11月10日 高田公園オーレンプラザ
新潟県立図書館
上越市教育委員会

無料
https://www.pref-
lib.niigata.niigata.jp/

新潟県立図書館
025-284-6001

新潟県 上越市 ①，④ 歴史博物館特別展「高田藩と戊辰戦争」

戊辰戦争150年の節目に当たることから、戊辰戦争における高田藩の動向を振り
返る。徳川四天王と謳われた榊原家高田藩は、奔流のような幕末維新の流れのな
かで、徳川譜代名門の誇りと朝廷の権威との板挟みに苦しみながらも、その時々
で決断を下していく。本展では、国内を二分した内戦である戊辰戦争において、時
勢に翻弄されながらも懸命に乗り越えていく高田藩の軌跡を紹介する。

10月6日～12月2日 上越市立歴史博物館 上越市教育委員会
http://cms.city.joetsu.niiga
ta.jp/control/preview/sosh
iki/detail.php?lif_id=123034

上越市立歴史博物館
025-424-3120

新潟県 上越市
①，②，
③

小川未明文学館特別展
「小川未明と『赤い鳥』」

2018年は児童雑誌『赤い鳥』の創刊から100年を迎えます。本展では、『赤い鳥』創
刊100年を記念して、小川未明と主宰者である鈴木三重吉とのつながり、『赤い鳥』
に発表された未明作品、『赤い鳥』から未明主宰の児童雑誌『お話の木』に至るま
での未明の執筆活動を中心に紹介します。

10月13日～12月9日 小川未明文学館 上越市 無料
http://www.city.joetsu.niig
ata.jp/site/mimei-
bungakukan/

小川未明文学館
TEL.025-523-1083
FAX.025-523-1086

平成30年9月中旬に
更新予定

新潟県 上越市
①，②，
③

「心配と心の健康」講演会
保護者が子育てをしていく中での悩み事や心配事の対処方法についての講演会
を開催します。講師は上越教育大学の田中　圭介講師です。

10月24日 大潟コミュニティプラザ 大潟の子どもを育てる会 無料
上越市大潟区総合事務所
教育・文化グループ
電話025-534-6808(直通）

中学生まちづくりワー
クショップの活動報告
会も同時開催します。

新潟県 上越市 ①，③ おはなし会１・２・３
図書館職員が3歳位までのお子さんと保護者を対象に、絵本の読み聞かせや手遊
びを行います。

11月1日 上越市立直江津図書館 上越市 無料
【上越市立図書館HP】
https://www.lib.joetsu.niiga
ta.jp/

上越市立直江津図書館
電話025-545-3232

新潟県 上越市 ① 「吹上・釜蓋遺跡秋まつり」
弥生時代の衣装を模して作った「貫頭衣」の試着や弓矢で的あて、勾玉・土笛づく
りなどの体験ができます。

11月3日 釜蓋遺跡公園 吹上・釜蓋遺跡応援団 無料
http://www.city.joetsu.niig
ata.jp/

吹上・釜蓋遺跡応援団事務局
TEL.025-520-7166
FAX.025-520-7199

新潟県 上越市 ①，③ おはなし会
読み聞かせボランテアグループ「読み語りジャックの会」による、子どもを対象とし
た絵本の読み聞かせや紙芝居を行います。

11月3日 上越市立直江津図書館 上越市 無料
【上越市立図書館HP】
https://www.lib.joetsu.niiga
ta.jp/

上越市立直江津図書館
電話025-545-3232

新潟県 上越市 ③ さんわ文化祭 書道・絵画・写真などの一般作品展示、菊花展、歌声発表会　他 11月3日
三和体育館、
三和スポーツハウス

NPO法人三和区振興会 無料
NPO法人三和区振興会
TEL：025-529-2345

新潟県 上越市
①，②，
③

平成30年度
吉川区生涯学習フェスティバル

詩吟やコーラスなどの芸術発表、絵画や写真などの作品展、押し花や折り紙など
の体験教室

11月3日～4日
吉川コミュ二ティプラザ、
吉川保健センター

吉川区生涯学習フェスティバル
実行委員会

無料
上越市吉川区総合事務所
教育・文化グループ
電話025-548-2311

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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新潟県 上越市
①，②，
③

第23回　大潟作品展
大潟区で活動されている方が運営する「手作りの作品展」です。絵画、書、写真、
手芸等多数展示されます。福祉施設、保育園、小中学校の作品も出展されます。

11月3日～4日 大潟コミュニティプラザ 大潟地区公民館 無料
上越市大潟区総合事務所
教育・文化グループ
電話025-534-6808(直通）

新潟県 上越市
①，②，
③

板倉ふれあいまつり
姉妹都市である宮古島城辺地区の伝統芸能披露や市民活動団体及び保育園児
によるダンス、楽器演奏等のステージ発表、書道・絵画・写真などの一般作品展
示、駅伝大会等

11月3日～4日

板倉農村環境改善セン
ター・
板倉農業者トレーニングセ
ンター

板倉まちづくり振興会 無料 0255-78-4905

新潟県 上越市 ①，③ きょうのおはなしなあに？
秋の読書週間の特別な催しとして、読み聞かせボランテアグループ「本の友の会」
による、子どもを対象とした絵本の読み聞かせや紙芝居を行います。

11月4日 上越市立直江津図書館 上越市 無料
【上越市立図書館HP】
https://www.lib.joetsu.niiga
ta.jp/

上越市立直江津図書館
電話025-545-3232

H30.10上旬に更新予
定

新潟県 上越市 ①，③ 上越市民芸能祭「古典芸能のつどい」
上越市内の謡曲・仕舞・詩吟・剣舞・三曲・日舞の団体が日頃の練習成果を発表し
ます。

11月4日 リージョンプラザ上越 上越市民芸能祭協議会・上越市 無料
http://www.city.joetsu.niig
ata.jp/soshiki/shakaikyouik
u/

上越市教育委員会
社会教育課
電話025-545-9245

ホームページは開催
日の約2週間前に更
新予定

新潟県 上越市 ①，③ 大人向けおはなし会（仮称）
秋の読書週間の特別な催しとして、図書館職員が一般の方を対象に、絵本の読み
聞かせや本の朗読を行います。

11月4日 上越市立直江津図書館 上越市 無料
【上越市立図書館HP】
https://www.lib.joetsu.niiga
ta.jp/

上越市立直江津図書館
電話025-545-3232

H30.10上旬に更新予
定

新潟県 上越市 ①，③ 平成30年度秋の読書週間記念講演会

「あなたが輝く言葉とメロディー～トークと朗読+音楽の時間～」と題し、俳優・岐阜
県図書館名誉館長の紺野美沙子氏、作曲家・ピアニストの中村由利子氏を迎え、
ピアノ演奏に合わせての朗読や参加者の皆さんとの群読、カジュアルな楽しいトー
クなどを行う。

11月10日 高田公園オーレンプラザ
新潟県立図書館、
上越市教育員会

無料

【新潟県立図書館HP】
https://www.pref-
lib.niigata.niigata.jp/

【上越市立図書館HP】
https://www.lib.joetsu.niiga
ta.jp/

新潟県立図書館企画協力課
025-284-6178
高田図書館
025-523-2603

HPは9月中旬に更新
予定

新潟県 上越市 ①，③ にいがた・技のにぎわいフェスタ2018
技能に身近に触れる機会を提供し、次代を担う小・中・高校生等広く県民一般に対
して技能の重要性、必要性を周知する。

11月11日 リージョンプラザ上越

にいがた・技のにぎわいフェスタ
実行委員会　新潟県技能振興
コーナー（新潟県、新潟市、長岡
市、上越市、新潟県職業能力開
発協会、新潟県技能士会連合
会）

無料
新潟県職業能力開発協会
新潟県技能振興コーナー
（025）283-2155

新潟県 上越市 ①，③ 平成30年度名立区芸術フェスティバル
日頃の芸術・文化活動や伝統芸能継承活動等の発表の場を提供することにより、
これらの活動の成果を広く市民に周知し、芸術・文化活動のさらなる推進を図りま
す。

11月11日～12日

上越市立
名立地区公民館、
不動地域
生涯学習センター

名立地区公民館 無料
上越市名立区総合事務所
教育・文化グループ
電話025-537-2126

新潟県 上越市
①，②，
④

青少年のための科学の祭典
新潟県・上越大会

多種多様な科学実験や工作のブースを一堂に集め、入館者に体験してもらう参加
型のイベントです。

11月17日　～18日 上越科学館

「青少年のための科学の祭典」新
潟県・上越大会実行委員会、公
益財団法人日本科学技術振興
財団・科学技術館、上越市

無料 https://jscience.jp
上越科学館
電話025-544-2122

ホームページは11月
上旬に更新予定

新潟県 上越市 ③ 林富永邸　秋の一般公開 三和区神田にある近代初頭のかやぶきの館「林富永邸」を一般公開します。 11月17日～18日 林富永邸 林富永邸保存会
林富永邸保存会
（NPO法人三和区振興会内）
TEL：025-529-2345

協力金500円（ただし、
高校生以下無料）

新潟県 上越市 ①，② 若者支援フォーラム
困難を抱える若者支援のため、講演、シンポジュームなどを実施し、上越市の若者
支援の紹介と意見交換を行います。

11月23日 上越市市民プラザ 上越市青少年健全育成センター 無料
http://www.city.joetsu..niig
ata.jp/soshiki/shakaikyouik
u/wakamonosien

上越市教育委員会
社会教育課
青少年健全育成センター
電話025-544-4690

開催日２か月前に
ホームページを更新
予定

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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新潟県 上越市
①，②，
③，④

上越市教育コラボ2018学び愛フェスタ
上越市において「夢・志を持ってたくましく生き抜く人づくり」をテーマに様々なシン
ポジウム、ワークショップ等を開催します。

11月17日 高田公園オーレンプラザ
上越市教育コラボ2018
学び愛フェスタ実行委員会

無料
研究連携課
025-521-3664

新潟県 上越市 ①，④ 公開講座 講座名「遺伝の仕組み」
10月9日，16日，
23日，30日，
11月6日

上越教育大学 国立大学法人上越教育大学
https://www.juen.ac.jp/05
0about/058lecture/010pub
lic/index.html

研究連携課
025-521-3665

新潟県 上越市 ①，③ 公開講座 講座名「新発田藩溝口家文書からみる光長改易後の高田とその関連文書」 11月15日 上越教育大学 国立大学法人上越教育大学
https://www.juen.ac.jp/05
0about/058lecture/010pub
lic/index.html

研究連携課
025-521-3665

新潟県 上越市 ①，③ 公開講座 講座名「和楽器に触れてみよう」
10月31日，
11月14日，28日，
12月12日

上越教育大学 国立大学法人上越教育大学
https://www.juen.ac.jp/05
0about/058lecture/010pub
lic/index.html

研究連携課
025-521-3665

新潟県 津南町 ③ 津南町美術展

町民の芸術文化へのふれあい、芸術意識向上と、町内の美術愛好家の技術向上
と日頃の創作活動の成果を発表する場として、絵画・彫塑・工芸・書道・写真・手
芸・折紙等、作品ジャンルを問わず幅広く展示を行う美術作品の展示会を開催しま
す。

10月下旬～11上旬 津南町文化センター 津南町公民館 無料

津南町教育委員会
生涯学習班
（津南町公民館内）
025-765-3134

新潟県 長岡市 ② 長岡聾学校文化祭
県立長岡聾学校の文化祭です。開会式では幼児によるおゆうぎの発表がありま
す。10時から14時まで作品展示や学習成果の発表会を計画しています。今年は
3Dプリンター等のデモンストレーションも行います。

10月27日 県立長岡聾学校 県立長岡聾学校 無料
http://www.nagaokarou.nei
n.ed.jp/

中高教務室
0258-33-4835

新潟県 長岡市 ①，③ 映画会 「次郎長三国志～大馬鹿者でござんす。～」（2008年/日本）を上映します。 10月27日 長岡市立中央図書館 長岡市立中央図書館 無料
【長岡市立図書館HP】
http://www.lib.city.nagaoka
.niigata.jp/

長岡市立中央図書館
0258-32-0658

新潟県 長岡市 ①，③ 読書週間 名作映画会 「子どもに本を―石井桃子の挑戦Ⅰ・Ⅱ」（2015年/日本）を上映します。 11月9日 長岡市立中央図書館 長岡市立中央図書館 無料
【長岡市立図書館HP】
http://www.lib.city.nagaoka
.niigata.jp/

長岡市立中央図書館
0258-32-0658

新潟県 長岡市 ①，③ 読書週間 名作映画会 「ドリーミング～ミュージカル～」（2009年/日本）を上映します。 11月9日 長岡市立中央図書館 長岡市立中央図書館 無料
【長岡市立図書館HP】
http://www.lib.city.nagaoka
.niigata.jp/

長岡市立中央図書館
0258-32-0658

新潟県 長岡市 ① 本を借りて「ささぽんカード」をもらおう
読書期間（10月27日～11月9日）中に図書館で本を借りた子ども達に地域図書館
キャラクター『ささぽん』のトレーディングカードを配布します。

10月27日～11月9日
長岡市立地域図書館
（7館）

長岡市立地域図書館（7館） 無料
【長岡市立図書館HP】
http://www.lib.city.nagaoka
.niigata.jp/

長岡市立互尊文庫
0258-35-7981

新潟県 長岡市 ① 読書クイズでビンゴ！
読書期間（10月27日～11月9日）中に本に関するクイズでビンゴを完成させた子ど
も達にプレゼントを渡します。

10月27日～11月9日 長岡市立北地域図書館 長岡市立北地域図書館 無料
【長岡市立図書館HP】
http://www.lib.city.nagaoka
.niigata.jp/

長岡市立北地域図書館
0258-22-7100

新潟県 長岡市 ① ペーパーウェイトをつくりましょう 小石にデコパージュをしたペーパーウェイトを作ります。 10月27日 長岡市立西地域図書館 長岡市立西地域図書館 無料
【長岡市立図書館HP】
http://www.lib.city.nagaoka
.niigata.jp/

長岡市立西地域図書館
0258-27-4900

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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新潟県 長岡市 ①、③ 組子行燈作り 木枠を組んだ後に障子紙を貼り、行燈を作ります。 10月28日 長岡市立栃尾地域図書館 長岡市立栃尾地域図書館
【長岡市立図書館HP】
http://www.lib.city.nagaoka
.niigata.jp/

長岡市立栃尾地域図書館
0258-53-3005

新潟県 長岡市 ① Coffee meets Books
初心者の方向けにコーヒーの楽しみ方を解説。コーヒーの産地に関した本の紹介
も行います。

11月1日 長岡市立南地域図書館 長岡市立南地域図書館
【長岡市立図書館HP】
http://www.lib.city.nagaoka
.niigata.jp/

長岡市立南地域図書館
0258-30-3501

新潟県 長岡市 ① エコブックスフェア
図書館で不要になった本・雑誌や、地域の方から提供して頂いた要らなくなった
本・雑誌を無料でお譲りします。

11月3日
長岡市寺泊文化センター
ロビー

長岡市立寺泊地域図書館 無料
【長岡市立図書館HP】
http://www.lib.city.nagaoka
.niigata.jp/

長岡市立
寺泊地域図書館
0258-75-5159

新潟県 長岡市 ① 図書館バッグを作ろう
無地のトートバッグに布用クレヨン等で絵を描き、オリジナルデザインの図書館バッ
グを作ります。

11月10日
中之島文化センター
２階多目的室ＢＣＤ

長岡市立中之島地域図書館
【長岡市立図書館HP】
http://www.lib.city.nagaoka
.niigata.jp/

長岡市立
中之島地域図書館
0258-61-2165

新潟県 長岡市 ①，③
ミニチュアワンダーランド
世界のドールハウス展

ドイツやイギリス、アメリカなどで作られたドールハウスを紹介、合わせて日本国内
のドールハウス作家のオリジナル作品も展示します。

9月22日～11月18日 長岡市栃尾美術館 長岡市教育委員会

【長岡市立図書館ＨＰ】
http：//
www.lib.city.nagaoka.niigata
.jp/?pag₋idi=135

長岡市栃尾美術館
0258₋53-6300

新潟県 長岡市 ③ 第57回長岡市美術展覧会 日本画・洋画・彫刻・工芸・書道・写真の６部門にわたる公募展を開催します。 11月1日～11月5日 アオーレ長岡 長岡市
長岡市文化振興課
0258-32-5110

新潟県 長岡市 ① 公民館趣味の教室いきいき作品展
公民館趣味の教室の創作部門の講座参加者が、日ごろの活動の成果を発表しま
す。（書道、絵画、絵手紙、俳句）

11月10日～11月11日 中央図書館 長岡市中央公民館 無料
長岡市中央公民館
0258-32-0437

新潟 新潟市 ①
特別企画展「幕末から明治へ－激動の
時代と越後・佐渡－」

開国から戊辰戦争・明治維新に至る日本の変革期における新潟の状況を、時代を
目撃した人々の書状や日記等から紹介します。また、台場築造や農兵、物資提供
など実際に越後において活動した人々も紹介します。

10/30～11/11
(11/5は休館）

新潟県立文書館
閲覧室

新潟県立
文書館

無料
https://www.pref-
lib.niigata.niigata.jp/?page_i
d=569

新潟県立文書館
025-284-6011

新潟県 新潟市 ①、③ 新潟県洋舞踊協会ダンスフェスティバル クラシック、モダン、ジャズダンス１０スタジオの特色ある作品を発表 11月4日 新潟県民会館 新潟県洋舞踊協会
新潟県洋舞踊協会
025-266-7945

新潟県 新潟市 ①、③ 第47回新潟県芸術美術展「芸展」 公募による新人を発掘し、ハイレベルの件美術展を開催 11月4日～12月2日 新潟県民会館 新潟県美術家連盟
新潟県美術家連盟
025-288-6380

新潟県 魚沼市 ①、③ 第52回新潟県民謡民舞年次大会 新潟県民謡協会加盟の団体が民謡と民舞を披露 11月18日 魚沼市小出郷文化会館 新潟県民謡協会
新潟県民謡協会
0254-24-0522

新潟県 上越市 ①、③ 第41回邦楽演奏会 箏、三絃、尺八による伝統音楽を古典から現代曲まで演奏します。 11月18日 リージョンプラザ上越 新潟県邦楽連盟
新潟県邦楽連盟
025-260-6235

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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新潟県 新潟市 ①、③ 新潟交響楽団第102回定期演奏会
日本で2番目に古い歴史を持つ、アマチュア・オーケストラである新潟交響楽団に
よる定期演奏会

11月18日 りゅーとぴあ 新潟交響楽団
新潟交響楽団
080-8704-2501

新潟県 長岡市 ①、③
県立歴史博物館秋期企画展「徳川の栄
華－徳川家、日光東照宮、牧野家ゆかり
の名品」

国宝・重要文化財を含む徳川家、日光東照宮、牧野家にゆかりの貴重な文化財約
160点から、江戸時代の徳川氏と牧野氏の関係や、東照宮の広がりなどを振り返り
ます。

9月15日～11月4日 新潟県立歴史博物館 新潟県立歴史博物館 http://nbz.or.jp/
新潟県立歴史博物館
0258-47－6130

新潟県 新潟市 ①、③
第34回国民文化祭・にいがた2019、
第19回全国障害者芸術・文化祭にいが
た大会　300日前イベント

2019年に新潟県で開催される国民文化祭、及び全国障害者芸術・文化祭の開催
300日前を記念したイベントです。

11月11日 新潟県民会館 新潟県 無料
https://n-
story.jp/bunkasai/

新潟県文化振興課
025-280－5139

新潟県 新潟市 ③
新潟県埋蔵文化財センター出張展示
One Case Museum
「新潟県の古墳時代中期」

近年、調査成果がめざましい古墳時代中期の遺物を展示します。 8月1日～11月30日 新潟大学附属図書館
新潟県教育庁文化行政課・
新潟大学附属図書館

無料
http://www.pref.niigata.lg.j
p/bunkagyosei/135686234
2205.html

新潟県教育庁
文化行政課埋蔵文化財係
電話：025-280-5620
ＦＡＸ：025-280-5764
ngt500080@pref.niigata.lg.jp

新潟県 新潟市 ③ 第5回　暮らしの中の花 新潟県政記念館の雰囲気に寄り添う生け花を展示します。
10月11日～19日
(月曜休館)

新潟県政記念館

新潟県政記念館
公益財団法人
岡田茂吉美術文化財団
日新流新潟県連盟新潟地区

無料
http://niigata-
bs.sakura.ne.jp/si/kensei/i
ndex.html

新潟県政記念館
025-228-3607

新潟県 新潟市 ③ 佐渡金銀山世界遺産連続講座（第３回）

世界文化遺産登録を目指す佐渡金銀山の歴史・文化に関する調査研究の成果を
紹介します。第３回では、遠隔操作型ロボットによる佐渡金銀山坑道内の３次元
レーザスキャナでの測定結果と鉱山絵図に描かれている坑道概形を比較した結果
を解説します。

10月20日
ほんぽーと新潟市立
中央図書館

新潟県、佐渡市 無料
https://www.sado-
goldmine.jp/

新潟県教育庁文化行政課
世界遺産登録推進室
電話：025-280-5726
ＦＡＸ：025-280-5764
ngt500080@pref.niigata.lg.jp

新潟県 新潟市 ③
新潟県埋蔵文化財センター講演会
（第7回）
「石船戸東遺跡の丸木舟を観察する」

阿賀野市石船戸東遺跡の中世の丸木舟には、製作や使用にかかわる様々な痕跡
が刻まれています。この見どころを小野本敦（埋蔵文化財センター）が詳しく解説し
ます。

10月21日
新潟県
埋蔵文化財センター

新潟県埋蔵文化財調査事業団 無料 http://www.maibun.net/
新潟県埋蔵文化財センター
TEL：0250-25-3981

申込み不要。定員80
名。

新潟県 新潟市 ③
新潟県埋蔵文化財センター講演会
（第8回）
「佐渡小泊窯産須恵器の生産と流通」

佐渡市小泊窯の平安時代の焼き物は、越後や隣県にも流通しました。その製作や
流通について春日真実（埋蔵文化財センター）が解説します。

11月11日
新潟県
埋蔵文化財センター

新潟県埋蔵文化財調査事業団 無料 http://www.maibun.net/
新潟県埋蔵文化財センター
TEL：0250-25-3981

申込み不要。定員80
名。

新潟県 新潟市 ③
少年少女考古学教室（第3回）
「石器や金属器の観察と石器体験」

縄文時代の石器や古墳時代の金属器を観察した後に、石器の使い方を学び、模
造の石器で切る体験をします。考古学者を目指そう！

11月11日
新潟県
埋蔵文化財センター

新潟県埋蔵文化財調査事業団 無料 http://www.maibun.net/
新潟県埋蔵文化財センター
TEL：0250-25-3981

要事前申込み・定員
20名

新潟県 新潟市 ③ 佐渡金銀山世界遺産セミナー
世界文化遺産登録を目指す佐渡金銀山について、有識者による講演や、小学生
の学習発表を通じて、その価値や魅力を県民に広く分かりやすく紹介します。

11月18日 朱鷺メッセ 新潟県、佐渡市 無料
https://www.sado-
goldmine.jp/

新潟県教育庁文化行政課
世界遺産登録推進室
電話：025-280-5726
ＦＡＸ：025-280-5764
ngt500080@pref.niigata.lg.jp

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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新潟県 新潟市 ① 第１０回　古本再生市
家庭や職場で不要となった本を寄贈していただき、単行本１冊１００円、文庫・新書
２冊単位５０円で販売します。収益金は、図書館への寄贈図書の購入費用、図書
館ボランティアの活動助成などに活用します。

11月3日～4日 新潟県立図書館 古本再生市実行委員会
https://www.pref-
lib.niigata.niigata.jp/

新潟県立図書館
025-284-6001

新潟県 新潟市 ③ 企画展「みんなのレオ・レオーニ展」
教科書にも載る「スイミー」や「フレデリック」などの絵本で、日本でも親しまれている
レオ・レオーニの展覧会。絵本の原画を中心に、油彩、彫刻、グラフィックデザイン
など、幅広い活動を紹介。

10月6日～12月16日 新潟県立万代島美術館

新潟県立万代島美術館、株式会
社新潟テレビ２１、レオ・レオーニ
展新潟展実行委員会、株式会社
朝日新聞社、株式会社新潟日報
社

https://banbi.pref.niigata.lg.
jp/

新潟県立万代島美術館
025-290-6655

新潟県 新潟市 ② 「平成３０年度翠江祭」

新潟県立新潟翠江高等学校定時制課程の生徒が、クラス・委員会・部活動等、日
常の学習や文化活動の成果を発表する場とし、生徒会執行部生徒を中心に創意
工夫した企画運営、自主性及び実践力を高めることを目標とする。地域・保護者・
卒業生等、一般公開することにより、新潟翠江高等学校へのより深い理解を促す。

11月3日
新潟県立
新潟翠江高等学校

新潟県立新潟翠江高等学校
定時制課程生徒会

無料
http://www.niigatasuikou-
h.nein.ed.jp/

定時制課程
生徒会指導部
025-377-5744

新潟県 新潟市 ③ 第50回新潟市美術展
公募作品の中から優秀な作品を展示します。
部門：洋画/日本画/書道/彫刻/工芸/版画/写真

前期：
10月10日～14日
後期：
10月17日～21日

新潟市美術館 新潟市美術展運営委員会 無料
www.city.niigata.lg.jp/kanko
/bunka/shinkou/bijyutsu/

新潟市文化政策課
025-226-2563

新潟県 新潟市 ③ 第8回新潟市華道協会古町華展 古町を会場に14流派の合同いけばな展を開催します。 11月2日～4日 NEXT21 1階アトリウム 新潟市華道協会・新潟市 無料

新潟市華道協会：
025-266-5254
新潟市文化政策課：
025-226-2563

新潟県 新潟市 ③ 第21回にいがた市民文学表彰式 第21回にいがた市民文学の表彰式を行います。 11月23日
クロスパルにいがた映像
ホール（予定）

新潟市文化政策課 無料
https://www.city.niigata.lg.j
p/kanko/bunka/shinkou/s
himinbungaku/index.html

新潟市文化政策課
025-226-2563

新潟県 新潟市 ①，③ 古文書入門講座 江戸時代の古文書を読んで，歴史の楽しさを学びます。全4回の講座です。
10月6日,20日,11月3
日,17日

新潟市歴史博物館 新潟市歴史博物館
【新潟市歴史博物館HP】
http://www.nchm.jp/

新潟市歴史博物館
電話番号：025-225-6111

新潟県 新潟市
①，②，
③

「玉と鏡の世界－西安・新潟友好交流特
別展」

新潟開港150周年及び中国・西安博物院友好提携10周年を記念し、西安博物院が
所蔵する戦国・秦・漢・唐の各時代の玉と鏡を展示します。装飾品としての魅力とと
もに、玉と鏡に求められた神秘的な力を探ります。

9月15日～10月28日 新潟市歴史博物館 新潟市歴史博物館
【新潟市歴史博物館HP】
http://www.nchm.jp/

新潟市歴史博物館
電話番号：025-225-6111

新潟県 新潟市 ①，③ 特別講演会「古代の鏡を読む」
「玉と鏡の世界－西安・新潟友好交流特別展」関連イベントとして、京都大学の岡
村秀典教授を講師にお迎えし、特別講演会を行います。

10月21日 新潟市歴史博物館 新潟市歴史博物館 無料
【新潟市歴史博物館HP】
http://www.nchm.jp/

新潟市歴史博物館
電話番号：025-225-6111

新潟県 新潟市 ①，③ 古代鏡づくり
「玉と鏡の世界－西安・新潟友好交流特別展」関連イベントとして、体験プログラム
「古代鏡づくり」を行います。

10月27日 新潟市歴史博物館 新潟市歴史博物館
【新潟市歴史博物館HP】
http://www.nchm.jp/

新潟市歴史博物館
電話番号：025-225-6111

新潟県 新潟市 ①，③ 勾玉づくり
「玉と鏡の世界－西安・新潟友好交流特別展」関連イベントとして、体験プログラム
「勾玉づくり」を行います。

10月28日 新潟市歴史博物館 新潟市歴史博物館
【新潟市歴史博物館HP】
http://www.nchm.jp/

新潟市歴史博物館
電話番号：025-225-6111

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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新潟県 新潟市 ①，③ 博物館講座「新潟の観光」
明治元年の開港を経て、移り変わってきた新潟市の姿を「観光」というキーワード
から探ります。

10月28日 新潟市歴史博物館 新潟市歴史博物館
【新潟市歴史博物館HP】
http://www.nchm.jp/

新潟市歴史博物館
電話番号：025-225-6111

新潟県 新潟市 ③ 文化の日無料公開
多くの方々から文化施設に親しんでもらうため，“文化の日”を「無料観覧の日」に
設定し，市内の文化施設の観覧料を免除します。

11月3日 新潟市歴史博物館 新潟市歴史博物館 無料
【新潟市歴史博物館HP】
http://www.nchm.jp/

新潟市歴史博物館
電話番号：025-225-6111

新潟県 新潟市
①，②，
③

第15回むかしのくらし展「容れ物」
衣食住の日常生活や仕事、さまざまな行事などで使われた「いれもの」を中心に、
むかしの道具の移り変わりを紹介します。

11月10日～1月27日 新潟市歴史博物館 新潟市歴史博物館 無料
【新潟市歴史博物館HP】
http://www.nchm.jp/

新潟市歴史博物館
電話番号：025-225-6111

新潟県 新潟市 ③ 新潟仏壇工芸展
新潟市の伝統工芸品である新潟仏壇の展示と、その歴史や制作工程のご紹介、
合わせて、新潟の手すき和紙作品を展示いたします。

10月16日～11月11日
新潟市文化財
旧小澤家住宅

新潟市文化財
旧小澤家住宅

旧小澤家住宅
http://www.nchm.jp/ozawa
ke/index.html

旧小澤家住宅
025-222-0300

新潟県 新潟市 ③ 文化の日無料公開
文化の日にちなんで、多くの方から文化施設に親しんでもらうため、観覧料を免除
いたします。

11月3日
新潟市文化財
旧小澤家住宅

新潟市文化財
旧小澤家住宅

無料
旧小澤家住宅
http://www.nchm.jp/ozawa
ke/index.html

旧小澤家住宅
025-222-0300

新潟県 新潟市 ③ 秋の大文化祭
市民による「お座敷ライブ演奏」や工芸品の作家による体験型講座、美味しいもの
の販売など、新潟町屋ならではの雰囲気を生かした文化祭を開催します。

11月23日
新潟市文化財
旧小澤家住宅

新潟市文化財
旧小澤家住宅

旧小澤家住宅
http://www.nchm.jp/ozawa
ke/index.html

旧小澤家住宅
025-222-0300

新潟県 新潟市 ③ 文化の日無料公開
多くの方々から文化施設に親しんでもらうため，“文化の日”を「無料観覧の日」に
設定し，市内の文化施設の観覧料を免除します。

11月3日 新潟市新津鉄道資料館 新潟市新津鉄道資料館 無料
【新潟市新津鉄道資料館
HP】
http://www.ncnrm.com/

新潟市新津鉄道資料館
0250-24-5700

新潟県 新潟市 ①，③ 企画展「豪族居館-王の暮らす屋敷-」

新潟市内には古津八幡山古墳をはじめ、これまでに８基の古墳が確認されていま
す。しかし、これらの古墳をつくった豪族の屋敷（居館）については、確実なものは
まだ見つかっていません。本企画展では、最新の調査や研究成果、各種資料から
豪族居館の実態について探ります。

8月7日～12月2日
史跡古津八幡山弥生の丘
展示館

新潟市文化財センター 無料

【史跡古津八幡山遺跡　歴
史の広場HP】
http://www.city.niigata.lg.jp
/kanko/bunka/rekishi/mai
bun/kuni_furutsuhachiman/
index.html

新潟市文化財センター
電話番号：025-378-0480

新潟県 新潟市 ①，③
企画展関連講演会「古墳時代の集落と
豪族居館-東日本を中心に-」

上記企画展に関連し、福島大学行政政策学類教授　菊地芳朗氏の講演会を開催
します。

10月14日 新潟市文化財センター 新潟市文化財センター 無料

【史跡古津八幡山遺跡　歴
史の広場HP】
http://www.city.niigata.lg.jp
/kanko/bunka/rekishi/mai
bun/kuni_furutsuhachiman/
index.html

新潟市文化財センター
電話番号：025-378-0480

新潟県 新潟市 ①，③
新潟市文化財センター職員による展示解
説

新潟市文化財センター職員により、上記企画展の展示解説を行います。 11月10日 新潟市文化財センター 新潟市文化財センター 無料

【史跡古津八幡山遺跡　歴
史の広場HP】
http://www.city.niigata.lg.jp
/kanko/bunka/rekishi/mai
bun/kuni_furutsuhachiman/
index.html

新潟市文化財センター
電話番号：025-378-0480

新潟県 新潟市 ①，③
銅鏡・銅鐸・勾玉・管玉・鹿角ペンダントづ
くり、石斧体験

11月の体験メニューとして実施します。 11月1日～11月30日
史跡古津八幡山弥生の丘
展示館

新潟市文化財センター

【史跡古津八幡山遺跡　歴
史の広場HP】
http://www.city.niigata.lg.jp
/kanko/bunka/rekishi/mai
bun/kuni_furutsuhachiman/
index.html

史跡古津八幡山
弥生の丘展示館
電話番号：0250-21-4133

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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新潟県 新潟市 ①，③ 企画展「鋳物師-近世新潟町の職人-」
江戸時代、鋳物の産地として知られていた新潟町、鋳物の歴史を辿るとともに、新
潟町の鋳物師（いもじ）が残した梵鐘や鰐口などを紹介します。

7月24日～11月25日 新潟市文化財センター 新潟市文化財センター 無料

【新潟市文化財センター
HP】
http://www.city.niigata.lg.jp
/kanko/bunka/rekishi/mai
bun/index.html

新潟市文化財センター
電話番号：025-378-0480

新潟県 新潟市 ①，③ 土器・勾玉・和同開珎・銅鏡づくり 11月の体験メニューとして土器づくりを、その他は年間を通じて実施します。
（土器）
11月1日～11月30日

新潟市文化財センター 新潟市文化財センター

【新潟市文化財センター
HP】
http://www.city.niigata.lg.jp
/kanko/bunka/rekishi/mai
bun/index.html

新潟市文化財センター
電話番号：025-378-0480

新潟県 新潟市 ③
若者の文化活動推進交流会
カルチャーMIXフェスタ

若者たちが中心となりイベントの企画・運営を行い，新潟の若者文化の発信・交
流・向上を目的としたイベントです。

11月23日～11月25日 新潟市万代市民会館
カルチャーMIXフェスタ
実行委員会

【カルチャーMIX　HP】
http://c-mix-official-
web.amebaowned.com

カルチャーmix
実行委員会　司山
090-1422-4940

新潟県 新潟市 ①，③ 岩室地区文化祭 写真，絵画，書道，絵手紙などの作品展示を行います。 11月2日～4日 岩室地区公民館
新潟市岩室文化協会，
岩室地区公民館

無料
新潟市
岩室地区公民館
0256-72-8844

新潟県 新潟市 ① 第42回中地区公民館文化祭
公民館定期使用団体による音楽芸能カラオケ発表会、社交ダンスパーティー、作
品展示・お茶席などを行います。

10月21日
11月3日、4日、10日

山の下まちづくりセンター
中地区公民館使用団体連絡協
議会、新潟市中地区公民館

新潟市
中地区公民館
025-250-2910

お茶席券：400円

新潟県 新潟市 ③ 東地区公民館文化祭 公民館定期利用団体による音楽芸能発表会，作品展示等を行います。
10月27日，
11月4日，10日，11日

東地区公民館
東地区公民館利用団体
連絡協議会

無料
新潟市東地区公民館
025-241-4119

新潟県 新潟市 ①，③ 北地区公民館文化祭 公民館定期利用団体による芸能発表会、作品展示等を行います。 11月2日～4日 北地区公民館
北地区公民館定期利用団体協
議会、新潟市北地区公民館

無料
新潟市北地区公民館
025-387-1761

新潟県 新潟市 ①，③ 巻地区公民館 公民館定期利用団体や、市民による作品の展示を行います。
10月20～21日
11月3～4日

巻地区公民館 巻地区公民館 無料
新潟市
巻地区公民館
0256‐72‐3329

新潟県 新潟市 ①，③ 亀田地区市民文化展
文化・美術を愛好する亀田地区市民の創作作品を発表する場を提供し，作品展
示，菊花展，盆栽展，茶席等を行います。

11月2日～4日
亀田市民会館，
亀田地区公民館

亀田地区
市民文化展実行委員会，
亀田地区公民館

新潟市亀田地区公民館
025-382-3703

新潟県 新潟市 ①，③ かめだ音楽祭
亀田地区で音楽活動を行っている団体が一堂に会し，日頃の活動成果を発信する
ことにより，音との出会い，心のふれあいを深め，音楽を通して活力あるまちづくり
を推進します。

11月18日 江南区文化会館
かめだ音楽祭実行委員会，
亀田地区公民館

無料
新潟市亀田地区公民館
025-382-3703

新潟県 新潟市 ①，③ 西地区公民館文化祭
公民館利用団体による作品展示，芸能発表会，各種体験会，講演会等を行いま
す。

10月12日～22日 西地区公民館 西地区公民館 無料
新潟市西地区公民館
025-261-0031

新潟県 新潟市 ①，③ 関屋地区公民館文化祭 公民館利用団体による作品展示，芸能発表会，各種体験会等を行います。 10月19日～21日 関屋地区公民館 関屋地区公民館 無料
新潟市
関屋地区公民館
025-266-4939

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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新潟県 新潟市 ③ 味方地区菊花展
重要文化財旧笹川家住宅（笹川邸）前庭を会場に地元愛好家の菊をお楽しみいた
だけます。

11月1日～11月7日
重要文化財旧笹川家住宅
（笹川邸）

新潟市
新潟市
味方地区公民館
025-373-4788

11月3日のみ観覧料
無料

新潟県 新潟市 ① 図書まつり
昔語り・読み聞かせ・紙芝居などを楽しんでいただきます。
保存期限の切れた雑誌を来場者へ配布します。

11月10日
味方地区図書室
（味方出張所内）

新潟市 無料
新潟市
味方地区公民館
025-373-4788

新潟県 新潟市 ①，③ 黒埼地区公民館文化祭
公民館利用団体や地域の作品展示、社交ダンスパーティー、音楽芸能発表会を行
います。

10月27日～11月23日 黒埼地区公民館
黒埼地区公民館利用団体連絡
協議会・黒埼地区公民館

無料
新潟市
黒埼地区公民館
025-377-1420

新潟県 新潟市 ①，③ 黒埼北部公民館文化祭 公民館利用団体や地域の作品展示、音楽芸能発表会を行います。 11月3日～11月4日 黒埼北部公民館
黒埼北部公民館利用団体連絡
協議会・黒埼北部公民館

無料
新潟市
黒埼北部公民館
025-232-0077

新潟県 新潟市 ①，③ 第26回木戸地区音楽芸能文化祭
地域の音楽芸能活動団体や中学校吹奏楽部などによる音楽芸能発表会を行いま
す。

11月3日 東区プラザホール
木戸地区音楽芸能文化祭
実行委員会

無料
新潟市
石山地区公民館
025-250-2930

新潟県 新潟市 ③ 小須戸地区市民展 絵画，書道，陶芸，写真等の作品展示を行います。 11月3日，4日 小須戸まちづくりセンター
小須戸地区公民館・
小須戸文化協会

無料
小須戸地区公民館
0250-25-5715

新潟県 新潟市 ③ 小須戸地区芸能祭 歌，踊り，演奏，ダンス等の発表を行います。 11月11日 小須戸まちづくりセンター
小須戸地区公民館・
小須戸文化協会

無料
小須戸地区公民館
0250-25-5715

新潟県 新潟市 ①，③ 中之口地区総合文化祭
中之口芸術文化協会会員，公民館利用団体，地域や公民館事業による作品展示
を行います。

10月28日～29日
中之口地区公民館・中之
口先人館

中之口地区コミュニティ協議会 無料
新潟市
中之口地区公民館
025-375-5008

新潟県 新潟市 ①，③ 北区音楽祭
北区の音楽やダンスの活動をしている団体に，日頃の練習の成果を発表する場を
提供し，地域の芸術文化活動への参加意欲を高め，潤いのある生活と地域社会
の活性化を推進します。

11月11日 北区文化会館
北区音楽祭実行委員会
北区文化会館，
豊栄地区公民館

無料
新潟市
豊栄地区公民館
025-387-2014

新潟県 新潟市 ①，③ 豊栄地区公民館まつり
公民館利用団体や地域で活動している団体による音楽芸能発表や作品展示等を
行います。

11月5日～11月25日 豊栄地区公民館
豊栄地区公民館まつり
実行委員会・
豊栄地区公民館

無料
新潟市
豊栄地区公民館
025-387-2014

新潟県 新潟市 ① 公民館避難所宿泊体験

模擬災害を想定し、公民館を避難所にみたて、子どもたちが避難所生活をリアル
に体験することで日頃からの備えを自ら考え行動する力を養います。また、普段交
流のない他校の生徒たちと協力して課題を解決することで、コミュニケーション能
力を養います。

11月3日～4日 中央公民館 中央公民館 無料
新潟市中央公民館
025-224-2088

新潟県 新潟市 ① 読書ノート・うちどくノート配布 市立図書館各館で「読書ノート」「うちどくノート（児童用）を配布します。 10月27日～12月4日 新潟市立図書館全館 新潟市立中央図書館 無料
http://www.niigatacitylib.jp
/

新潟市立中央図書館
　025-246-7700

新潟県 新潟市 ① ほんぽーとビブリオバトル
発表者がおすすめする本を１人５分で順番に紹介し，観覧者がその中で一番読み
たくなった本を投票して決定します。

11月4日 新潟市立中央図書館 新潟ビブリオバトル部 無料
http://www.niigatacitylib.jp
/

新潟市立中央図書館
025-246-7700

新潟県 新潟市 ① ほんぽーと子どもフェスティバル２０１８
幼児から小学校低学年を対象に手作りおもちゃコーナーで工作をしたり，読み聞か
せボランティア団体による読み聞かせを行う。

11月23日 新潟市立中央図書館 新潟市立中央図書館友の会 無料
http://www.niigatacitylib.jp
/

新潟市立中央図書館
025-246-7700

新潟県 新潟市 ①，③ 朗読会 文学作品や詩歌の朗読を行います。 10月27日 新潟市立豊栄図書館 新潟市立豊栄図書館 無料
http://www.niigatacitylib.jp
/

新潟市立豊栄図書館
025-387-1123

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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新潟県 新潟市 ①，③ 歴史講座 新潟市北区とその周辺地域の歴史についての講座を行います。 11月18日 新潟市立豊栄図書館 新潟市立豊栄図書館 無料
http://www.niigatacitylib.jp
/

新潟市立豊栄図書館
025-387-1123

新潟県 新潟市 ③
雑誌リサイクル「古い雑誌をお分けしま
す」

保存年限の切れた一般雑誌及び受け入れしなかった寄贈資料を有効活用する目
的で市民に頒布します。

10月21日 新潟市立亀田図書館 新潟市立亀田図書館 無料
http://www.niigatacitylib.jp
/

新潟市立亀田図書館
025-382-4696

新潟県 新潟市 ①，③ 亀田図書館読書週間講座（仮） 健康寿命延伸を目的に「健康」をテーマに講話と軽い運動を行います。 10月27日 新潟市江南区文化会館 新潟市立亀田図書館 無料
http://www.niigatacitylib.jp
/

新潟市立亀田図書館
025-382-4696

新潟県 新潟市 ③ 江南区中学生俳句作品展
江南区の中学校の協力を得ながら中学生に俳句作品を創作・提供してもらい，江
南区の文化的特色を次世代につなぐとともに，区民・市民の関心を高めて地域の
文化を見つめ直します。

11月1日～22日 新潟市江南区郷土資料館 新潟市立亀田図書館 無料
http://www.niigatacitylib.jp
/

新潟市立亀田図書館
025-382-4696

新潟県 新潟市 ①
ぶっくぶくろぅ（本の福袋）
※南区共通事業

白根図書館所蔵の本を包装し，本の福袋として貸出します。 11月上旬 新潟市立白根図書館 新潟市立白根図書館 無料
http://www.niigatacitylib.jp
/

新潟市立白根図書館
025-372-5510

新潟県 新潟市 ①
わくわくスタンプラリー
※南区共通事業

貸出または図書館事業参加でスタンプを1つ押します。5つ集めたらプレゼントを渡
します。

10月下旬～11月下旬 新潟市立白根図書館 新潟市立白根図書館 無料
http://www.niigatacitylib.jp
/

新潟市立白根図書館
025-372-5510

新潟県 新潟市 ①
ぶっくぶくろぅ（本の福袋）
※南区共通事業

月潟図書館所蔵の本を包装し，本の福袋として貸出します。 11月上旬 新潟市立月潟図書館 新潟市立月潟図書館 無料
http://www.niigatacitylib.jp
/

新潟市立月潟図書館
025-375-3001

新潟県 新潟市 ①
わくわくスタンプラリー
※南区共通事業

貸出または図書館事業参加でスタンプを1つ押します。5つ集めたらプレゼントを渡
します。

10月下旬～11月下旬 新潟市立月潟図書館 新潟市立月潟図書館 無料
http://www.niigatacitylib.jp
/

新潟市立月潟図書館
025-375-3001

新潟県 新潟市 ① 雑誌リサイクル市 保存年限の切れた雑誌を図書館来館者へ配布します。 10月27日 新潟市立月潟図書館 新潟市立月潟図書館 無料
http://www.niigatacitylib.jp
/

新潟市立月潟図書館
025-375-3001

新潟県 新潟市 ① 秋のスペシャルおはなし会 絵本の読みかたりやストーリーテリングを楽しみます。 11月上旬 新潟市立月潟図書館 新潟市立月潟図書館 無料
http://www.niigatacitylib.jp
/

新潟市立月潟図書館
025-375-3001

新潟県 新潟市 ① 第15回黒埼図書館まつり
古本市・おはなしマラソン（読み聞かせ・昔話・わらべうたなどを楽しんでいただきま
す）

10月14日 新潟市立黒埼図書館 新潟市立黒埼図書館 無料
http://www.niigatacitylib.jp
/

新潟市立黒埼図書館
025-377-5300

新潟県 新潟市 ①
サイコロころりん！
読書週間スタンプラリー

資料を借りるとサイコロを振ることができ、出た目に応じてカードにスタンプを押し、
たまったら景品を進呈します。

10月27日～11月24日 新潟市立西川図書館 新潟市立西川図書館 無料
http://www.niigatacitylib.jp
/

新潟市立西川図書館
0256-88-0001

新潟県 新潟市 ①，③
秋の読書週間スタンプラリー
in岩室図書館

読み聞かせ，窓ガラスにおえかき，手形アートなどイベントに参加してスタンプを集
める。

10月20日～11月24日 新潟市立岩室図書館 新潟市立岩室図書館 無料
http://www.niigatacitylib.jp
/

新潟市立岩室図書館
0256-82-4433

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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新潟県 新潟市 ③ 雑誌リサイクル「古い雑誌お譲りします」 保存年限の過ぎた雑誌を図書館来館者に配布します。 10月27日～11月4日 新潟市立潟東図書館 新潟市立潟東図書館 無料
http://www.niigatacitylib.jp
/

新潟市立潟東図書館
0256-70-5141

新潟県 新潟市 ①，③ 西蒲区本の森講座in巻図書館
「西蒲における古墳時代を中心とした遺跡・古墳と古環境」と題して，西蒲区の歴
史と文化を学ぶ講座を行います。

11月17日 新潟市立巻図書館
新潟市立巻図書館，
本の森のなかま・巻

無料
http://www.niigatacitylib.jp
/

新潟市立巻図書館
0256-73-5066

新潟県 新潟市 ③ 北区郷土博物館まつり

3日～4日　体験・実演コーナー
3日　　　 郷土芸能発表会
見る・聞く・触れるなどの体験・実演コーナーを設置し、伝統文化を学びます。神楽
など郷土芸能発表会も開催します。

11月3日，4日 新潟市北区郷土博物館 博物館まつり実行委員会 無料

【北区郷土博物館HP】
https://www.city.niigata.lg.j
p/kita/shisetsu/yoka/bunk
a/kyodo/museum.html

北区郷土博物館
025-386-1081

内容により実費負担
あり

新潟県 新潟市 ③ 「文化の日」無料公開
多くの方々から文化施設に親しんでもらうため，”文化の日”を「無料観覧の日」に
設定しています。

11月3日 新潟市旧齋藤家別邸 新潟市 無料
【新潟市旧齋藤家別邸】
http://saitouke.jp/

新潟市旧齋藤家別邸
電話：025-210-8350

新潟県 新潟市 ③ 第34回　秋葉区吹奏楽フェスティバル
区内の小・中・高校の吹奏楽部，社会人の吹奏楽団が一堂に会し，吹奏楽演奏を
通じた世代間交流を図ります。

11月4日
新潟市秋葉区文化会館
ホール

新津吹奏楽協会，
新潟市秋葉区文化会館，
新潟市

無料 http://akiha-bunka.com/
秋葉区文化会館
0250-25-3301

新潟県 新潟市 ③ 秋葉区健康ウオーキング
新津油田金津鉱場跡の国史跡指定答申を記念し，秋葉区にある二つの国史跡と
その周辺をウオーキングします。

11月4日
新潟県立植物園，古津八
幡山遺跡ほか

新津レクリエーション協会，
新潟市

秋葉区地域総務課
0250-25-5671

参加費300円

新潟県 新潟市 ③
石油の世界館
開館30周年記念展・イベント

石油の世界館の開館30周年と新津油田金津鉱場跡の国史跡指定答申を記念した
展示その他のイベントを行います。

10月以降
（予定）

石油の世界館企画展示室 新潟市 無料
秋葉区地域総務課
0250-25-5671

新潟県 新潟市 ③ 石油の世界館マイコレクション展
石油の世界館友の会の会員や地元の皆さんが，自慢の「お宝」を持ち寄り展示し
ます。

11月
（予定）

石油の世界館企画展示室 石油の世界館 無料
http://www.shiteikanrisha.j
p/sekiyu-sekaikan/

石油の世界館
0250-22-1400

新潟県 新潟市 ③
重要文化財旧笹川家住宅（笹川邸）
無料公開

通常有料の施設を一日無料で観覧することができます。
（隣接の新潟市曽我・平澤記念館共通入館）

11月3日
重要文化財旧笹川家住宅
(笹川邸）

新潟市 無料
http://www.city.niigata.lg.jp
/kanko/rekishi/bunkazai/s
hokai/sasagawatei.html

重要文化財旧笹川家住宅
(笹川邸）
025-372-3006

南区役所地域総務課
025-372-6604

新潟県 新潟市 ③ 新潟市曽我・平澤記念館無料公開
通常有料の施設を一日無料で観覧することができます。
（隣接の重要文化財旧笹川家住宅（笹川邸）共通入館）

11月3日 新潟市曽我・平澤記念館 新潟市 無料
http://www.city.niigata.lg.jp
/minami/shisetsu/yoka/bu
nka/sogahirasawa.html

新潟市曽我・平澤記念館
025-373-6600

南区役所地域総務課
025-372-6604

新潟県 新潟市 ③ 味方地区菊花展（予定）
味方地区菊花愛好家の親睦と技術向上を図るとともに、重要文化財旧笹川家住
宅を会場とし、文化財愛護と花と緑の普及に寄与することを目的とします。旧笹川
家住宅前庭で開催されます。

10月31日～11月5日
重要文化財旧笹川家住宅
(笹川邸）

新潟市
味方地区公民館
025-373-4788

11月3日のみ観覧料
無料

新潟県 新潟市 ③ 笹川邸茶会（予定） 庭園を眺めながら、抹茶とお菓子でのおもてなしをお楽しみいただけます。 11月3日
重要文化財旧笹川家住宅
(笹川邸）

新潟市南区観光協会
（南区産業振興課）

新潟市南区観光協会
（南区役所産業振興課）
025-372-6505

観覧料無料
茶席券：200円
先着100名（予定）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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新潟県 新潟市 ③ 「文化の日」無料公開
多くの方々から文化施設に親しんでもらうため，”文化の日”を「無料観覧の日」に
設定しています。

11月3日
新潟市しろね
大凧と歴史の館

新潟市 無料

http://www.shiteikanrisha.j
p/ootako/index.html

http://www.city.niigata.lg.jp
/minami/shisetsu/yoka/bu
nka/takotorekishiyakata.ht
ml

新潟市しろね大凧と歴史の館
025-372-0314

新潟県 新潟市 ①，③
公開講演会
越後平野の開発と残された潟群の意義

長い海岸線を有し，無数の潟と強湿地帯が展開していた越後平野に，明治以降，
放水路群の開削とポンプ群の設置により，穀倉地帯と都市の開発を可能としてき
た経過と、残された潟群の意義について考えます。

11月10日
新潟県立
生涯学習推進センター

放送大学
新潟県立生涯学習推進センター

無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/c
enter/niigata/about/2018/
04/19160712.html

放送大学新潟学習センター
025-228-2651

明治150年・新潟開港
150年を記念した公開
講演会です。

新潟県 新潟市等 ④ 新潟大学WeeK2018
大学祭や研究の紹介，学生作品の展示，各種体験イベント等により，ステークホル
ダーとの繋がり・結びつきを深めます。

10月20日～28日を中
心とする期間

新潟大学等 新潟大学
https://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟大学総務部総務課
025-262-7000

新潟県 新潟市 ①
新潟大学公開講座
「目指せ！未来の科学者」

小学生・中学生が小学校高学年から大学に入学するまでの間、理科に興味を持ち
続け、未来の科学者を目指して頑張る手助けすることを目的として、「目指せ！未
来の科学者」では小学校高学年・中学生とその保護者に科学の色々な分野の実
験・実習を体験してもらい、科学の楽しさを味わってもらう企画です。

9月15日～10月27日
隔週土曜日

新潟大学理学部棟
Ｂ303講義室、総合教育研
究棟C200・C202化学実験
室、
Ｇ212生物実験室

新潟大学
https://www.niigata-
u.ac.jp/contribution/societ
y/learning/open-learning/

新潟大学
研究企画推進部産学連携課
025-262-7633

要事前申込み
有料（4,000円）

新潟県 新潟市 ①
新潟大学公開講座
「グローバル経済のいまを読む」

行き過ぎたグローバリゼーションの揺り戻しが起きています。新しい変化のベクト
ルは国家主権への回帰です。大きな転換期にある世界のいまを「格差」を補助線と
して読み解いていきます。

10月4日～11月8日毎
週木曜日

新潟大学人文社会科学系
棟B226講義室

新潟大学
https://www.niigata-
u.ac.jp/contribution/societ
y/learning/open-learning/

新潟大学
研究企画推進部産学連携課
025-262-7633

要事前申込み
有料（6,000円）

新潟県 新潟市 ①
新潟大学公開講座「視覚障がい者のた
めのパソコン秋季講習」

新潟県視覚障害者福祉協会と新潟大学医歯学総合病院・眼科と新潟大学人間支
援科学教育研究センターと総務省信越総合通信局・信越情報通信懇談会と共催し
て実施します。本講座では、用意するカリキュラムだけでなく、受講者からの要望
に応える形で講習会を進行します。

10月11日～11月29日
毎週木曜日（10月24
日のみ水曜日）

新潟大学駅南キャンパス
「ときめいと」

新潟大学
https://www.niigata-
u.ac.jp/contribution/societ
y/learning/open-learning/

新潟大学
研究企画推進部産学連携課
025-262-7633

要事前申込み
有料（8,000円）

新潟県 新潟市 ① 新潟大学公開講座「市民生活と法」
近時、市民生活の様々な場面について、法律とのかかわり合いを持つ機会が増え
ています。いざという時に慌てないために、市民生活と特に関連の深い各法分野
について、分かりやすく説明します。

10月16日～11月27日
（11月13日を除く）毎
週火曜日

新潟大学駅南キャンパス
「ときめいと」

新潟大学
https://www.niigata-
u.ac.jp/contribution/societ
y/learning/open-learning/

新潟大学
研究企画推進部産学連携課
025-262-7633

要事前申込み
有料（6,000円）

新潟県 新潟市 ①
新潟大学公開講座「東アジアに生きる
人々─その模索と足跡に光をあてて─」

新潟県は、海をへだてて大陸と向き合い、人やモノの移動を通じて緩やかなつな
がりを保ってきました。新潟大学の環東アジア研究は、そうした歴史的背景を念頭
に置きつつ、これらの地域の歴史、文化、言語への理解を深めることを目的として
います。今回の公開講座では、東アジアのさまざまな地域で活躍した人物に光を
当て、その活動や足跡を通じて、環東アジア地域への理解を深めていきます。

11月2日～11月30日
（11月23日を除く）毎
週金曜日

新潟大学駅南キャンパス
「ときめいと」

新潟大学
https://www.niigata-
u.ac.jp/contribution/societ
y/learning/open-learning/

新潟大学
研究企画推進部産学連携課
025-262-7633

要事前申込み
有料（4,000円）

新潟県 新潟市 ①
新潟大学公開講座「日本酒学ことはじ
め」

新潟県は、言わずと知れた日本酒の銘醸地です。日本で最も多くの酒蔵があり、
多様な日本酒が造られています。本講座では、日本酒の奥深さを多角的に理解し
てもらうことを目的とします。日本酒の造りのみならず、酒米の開発から国内外で
の流通・販売さらに、日本酒の歴史、日本酒と健康や新潟の地域性との関係に至
るまで、日本酒に関連する幅広い分野をそれぞれの領域の専門家が分かりやすく
解説をおこないます。そうすることで、新潟の日本酒について多角的な知識を得る
ことが可能となります。

11月2日～2019年1月
11日（11月23日、12
月28日、2019年1月4
日を除く）毎週金曜日

新潟大学駅南キャンパス
「ときめいと」、
アートホテル新潟駅前

新潟大学
https://www.niigata-
u.ac.jp/contribution/societ
y/learning/open-learning/

新潟大学
研究企画推進部産学連携課
025-262-7633

要事前申込み
有料（8,000円）

新潟県 新潟市 ①
新潟大学公開講座「食べることは元気の
もと」

食べる機能とその役割だけでなく、食べることが人生にとっていかに重要であるか
について、基礎研究、臨床、食品学の専門家たちが講義します。食べる機能と食
べることの重要性を広く知ってもらうことで、食べることと健康の意味を再認識して
もらうことを目的とします。

11月17日～2019年1
月26日（11月24日、
12月22日、12月29
日、2019年1月5日、1
月12日を除く）毎週土
曜日

新潟大学駅南キャンパス
「ときめいと」

新潟大学
https://www.niigata-
u.ac.jp/contribution/societ
y/learning/open-learning/

新潟大学
研究企画推進部産学連携課
025-262-7633

要事前申込み
有料（7,000円）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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新潟県 新潟市 ①④ 糖尿病を知る集い2018
11月14日の「世界糖尿病デー」をきっかけに糖尿病の正しい知識を広く知ってもら
うため、一般市民向けの講演会、糖尿病関連のミニレクチャー、運動療法の体験、
血糖測定、医療相談などを行います。

11月11日 NEXT21 新潟市民プラザ
新潟県糖尿病対策推進会議、新
潟県糖尿病協会

無料

新潟県糖尿病協会事務局
TEL: 025-368-9026
(新潟大学医歯学総合病院
血液・内分泌・代謝内科医局
内）

新潟県 新潟市 ③ アトリエ・セントーと『鬼火』の世界展

　フランス人の元本学交換留学生とその共著者が新潟滞在経験を描いたバンド・
デシネ作品『ONIBI』が昨年、第１１回「日本国際漫画賞」優秀賞を受賞したことを記
念し、日仏交流160周年記念文化事業の枠組みで作品原画展を開催し、同時に作
家を招いて講演会を開催する。
　作者滞在中（10月）には、本学学生を対象にした講演会や、作者が暮らした内野
町でのワークッショップも予定している。

2018年10月-2019年1
月

新潟市マンガの家、ほか
新潟大学アニメ・アーカイブ研究
センター、新潟市マンガの家

無料
新潟市マンガの家
025-201-8923

新潟県 妙高市 ③ 妙高芸術祭　四季彩芸術展
「四季彩」と題して妙高の四季の魅力を題材とした絵画・写真の全国公募展を開催
します。

10月27日～11月4日 妙高高原メッセ 妙高芸術祭実行委員会
http://www.city.myoko.niig
ata.jp/bosyu/3732.html

妙高芸術祭
実行委員会事務局
0255－74－0035

新潟県 妙高市 ③ 妙高芸術祭　第14回妙高市美術展覧会 地域住民の意欲的な芸術作品の発表の場として、６部門の公募展を開催します。 10月27日～11月4日 妙高市新井ふれあい会館 妙高芸術祭実行委員会
http://www.city.myoko.niig
ata.jp/bosyu/3732.html

妙高芸術祭
実行委員会事務局
0255－74－0035

新潟県 妙高市 ③
平成30年度妙高芸術祭
ジュニア芸術展

市内の子ども達の日々の創作活動を発表する場として絵画・書道の芸術展を開催
します。

10月27日～11月4日 妙高文化ホール 妙高芸術祭実行委員会 無料
http://www.city.myoko.niig
ata.jp/bosyu/3732.html

妙高芸術祭
実行委員会事務局
0255－74－0035

新潟県 村上市 ①,②,③ 第11回村上市美術展覧会

日本画、洋画・版画、彫塑・工芸、書道、写真部門の出展作品を一堂に展示し、一
般公募作品は審査を行います（市展賞等）。同時に児童生徒図画展覧会と審査外
の第4回村上市文化展、村上市制施行10周年記念中学生・高校生のためのアニメ
イラスト展を開催します。

11月3日～5日 村上体育館2階アリーナ 村上市、村上市教育委員会 無料
http://www.city.murakami.l
g.jp/soshiki/80/shiten-
sakuhinboshu.html

村上市教育委員会
生涯学習課
文化行政推進室
0254(53)7511

作品募集は10月1日
～12日：出品料千円/
点

新潟県 村上市 ①,③ 荒川地区文化祭・荒川地区美術工芸展
学習活動や文化活動を行っている個人・団体の皆さまの日頃の成果を発表する場
として文化祭を行います。展示や体験活動など、交流を通して技術の向上を図り、
地域文化の発展に努めます。

11月3日～4日
荒川地区公民館・
荒川総合体育館

村上市、荒川地区文化協会 無料
http://www.city.murakami.l
g.jp/soshiki/90/arakawatik
ubunkasai.html

村上市荒川教育事務所
（荒川地区公民館）
0254-62-3050

開催告知10/1（予定）

新潟県 村上市 ①,③
地域学習講座「街かどウォッチング」
後半編

村上の歴史、文化、産業、自然等を学び、地域の良さを発見し、地域への愛着を
育むことを目的とした講座です。11月1日は大葉澤城跡と普済寺を巡り、11月15日
は高根の新蕎麦打ち体験を行います。

11月1日
11月15日

11/1大葉澤城跡・普済寺
11/15高根IRORI

村上市教育委員会
（村上地区公民館）

http://www.city.murakami.l
g.jp/soshiki/78/tiiki.html

村上市教育委員会
生涯学習課
社会教育推進室
0254(53)2446

開催告知10/1（予定）

新潟県 湯沢町 ② 湯沢町教育フェスティバル
3部構成で行事が行われます。第1部では学校運営協議会主催の講演等が行わ
れ、その後、第2部にて湯沢小学校の学習発表会、第3部で湯沢中学校の合唱コン
クールが行われます。

10月27日 湯沢学園
湯沢学園学校運営協議会
湯沢小・中学校

無料

湯沢町教育委員会
子育て教育部教育課
学校教育係
025-784-2211

新潟県 湯沢町 ①、③ 湯沢町総合文化祭
町の皆さんからの出品作品の展示や鑑賞のほか、文化の秋・芸術の秋にふさわし
い体験ができる場の提供を通じて、これからの文化活動のきっかけとなるような文
化祭を実施します。

11月2日～11月4日 湯沢町公民館
湯沢町教育委員会
（湯沢町公民館）

湯沢町教育委員会
子育て教育部教育課
生涯学習係
025-784-2460

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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新潟県 湯沢町 ③ 湯沢町芸能発表会
町の芸能協会に所属して日々活動している各団体による発表会が行われます。日
頃の練習の成果を披露する場として、多くの方々にご覧いただいています。

11月11日 湯沢町公民館 湯沢町芸能協会・湯沢町公民館 無料

湯沢町教育委員会
子育て教育部教育課
生涯学習係
025-784-2460

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


