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新潟県 阿賀野市 ①③④
吉田東伍記念博物館 企画展名著完結
110年「大日本地名辞書・続編」と「世阿
弥十六部集」

わが国の出版文化史にひときわ光彩を放つ吉田東伍の「大日本地名辞
書」。正続編が完結したのは1909年。同じ年、同人による「世阿弥十六部
集」も刊行され、初めて世阿弥の質の高い能楽論の全貌が明かされまし

9月21日～12月1日
阿賀野市立吉田東伍記念博
物館

阿賀野市
阿賀野市立吉田東伍記念博物館
0250-68-1200

新潟県 阿賀野市 ①③
やすだ瓦ロードまちあるき ～体感、匠の
職人技と街並み～

阿賀野市の特徴的で代表的な伝統産業の瓦・鬼瓦・焼き物の職人が集う街
並み「やすだ瓦ロード」を舞台に、各種作業体験や工場見学を含めてまちあ
るきを行ないます。

11月9日
やすだ瓦ロード【集合場所】瓦
テラス

第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

阿賀野市民生部生涯学習課
0250-62-5322

新潟県 阿賀野市 ①③
シンポジウム ～達人に聴く、まちあるき
の楽しみ方～

阿賀野川流域で活躍するまちあるき案内人をパネリストに迎え、「まちある
き」の可能性を発信・共有するシンポジウム。まちあるきによる町の楽しみ
方や地域資源の見つけ方、活用方策まで、ゲストを交えて議論します。

11月9日 安田交流センター（風とぴあ）
第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

無料

第34回国民文化祭
第19回全国障害者芸術・文化祭
新潟県実行委員会
025-280-5933

新潟県 阿賀町 ①③
新潟・阿賀郷土芸能祭 ～伝える、伝わる
地域の宝～

エリア内の郷土芸能団体が一堂に集結し、木遣りや神楽、民謡、太鼓等の
特色ある郷土芸能を披露する「郷土芸能祭」です。ルーツを一にする芸能の
土地による多様な変化、地域固有の多彩な芸能をお楽しみください。

10月27日 阿賀町文化福祉会館
第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

無料

第34回国民文化祭
第19回全国障害者芸術・文化祭
新潟県実行委員会
025-280-5933

新潟県 阿賀町 ①③
学ぼう歩こう会津街道in阿賀町　～運ば
れた人・モノ～

1日目は会津街道に関する発表・講演会、2日目は紅葉の会津街道諏訪峠
と宿場・川湊として栄えた津川のまち歩きの2コースに分かれ、ガイド付きで
歩きます。1日だけの参加も可能です。

11月9日,10日 阿賀町公民館ほか 阿賀町
阿賀町公民館
0254-92-3334

新潟県 粟島浦村 ①③ 粟島まちあるき
粟島にどんなイメージを持っていますか？集落を歩きながら、島の生活や歴
史、雰囲気にふれ、知らなかった粟島を見つけてみましょう。海苔摘みや畑
仕事などに使われるテゴ。プチテゴ編み体験も実施します。

10月22日,11月5日,19日 内浦集落　老人憩いの家 粟島浦村
あわしま自然体験学校
070-1044-0777（9:00～17:00）

新潟県 出雲崎町 ② 令和元年度　出雲崎高等学校飛香里祭
出雲崎高校の生徒が、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して、文化祭を開催します。

11月9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
【出雲崎高校】http://izumozaki-
h.nein.ed.jp/

加茂農林高等学校
0258-78-3125

新潟県 糸魚川市 ①③ 御風と屏風のある風景
糸魚川市の誇る文人・相馬御風が取集した屏風数点を中心に日用品等を
展示します。

10月5日～12月1日
相馬御風記念館（糸魚川歴
史民俗資料館）

糸魚川市
相馬御風記念館
（糸魚川歴史民俗資料館）
025-552-7471

新潟県 糸魚川市 ①③ 発酵リレートーク ～味わい、語らう～
「発酵」を中心とした幅広いテーマのリレートークイベント。開催市にちなん
だ発酵食品を使った軽食や飲み物を味わい、地域の先人の偉業や発酵の
歴史について語らうひと時をお楽しみください。

11月2日 谷村美術館玉翠園ホール
第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭新潟県実行委員
会

新潟県 糸魚川市 ③ 令和元年度　青海美術展 市民の美術作品等を展示します。 10月19日～20日 青海総合文化会館 糸魚川市 無料
糸魚川市教育委員会
事務局文化振興課
025-552-1511

新潟県 糸魚川市 ③ 令和元年度　能生作品展 市民の美術作品等を展示します。 11月3日～4日 能生生涯学習センター 糸魚川市 無料
糸魚川市教育委員会
事務局文化振興課
025-552-1511

新潟県 糸魚川市 ③
令和元年度
糸魚川市児童生徒図工・美術作品

市内児童・生徒による美術作品等を展示します。 11月9日～11日 青海総合文化会館
糸魚川市教育委員会
糸魚川市教育研究会

無料
糸魚川市教育委員会
事務局文化振興課
025-552-1511

新潟県 糸魚川市 ① キッズフェスティバル2019inいといがわ
糸魚川市で働く大人を講師に、市内の子どもたちが遊びながら様々な仕事
体験をすることで、郷土愛を育みキャリアについて考える場を提供します。
仕事体験ブースのほか、子どもの遊びの広場を開催予定です。

11月4日
糸魚川市民会館、亀ケ丘体
育館

糸魚川市教育委員会事務局生涯学
習課

無料
糸魚川市教育委員会
事務局文化振興課
025-552-1511

体験ブースの内容
は変更になる場合
があります。

新潟県 糸魚川市 ③
糸魚川の歴史遺産-文化財を活かしたま
ちづくり-

新潟県の魅力ある文化財の保存・活用を推進するため、糸魚川市を特徴づ
ける文化財を巡る見学会と、考古・民俗・芸能等をテーマにした講演会を開
催し、文化財を活かしたまちづくりについて考えます。

10月26日～27日
糸魚川市ふれあいセンター
「ビーチホールまがたま」

新潟県教育委員会・糸魚川市教育委
員会

無料
【新潟県文化行政課】
http://www.pref.niigata.lg.jp/bunkagy
osei/

新潟県教育庁文化行政課
埋蔵文化財係
025-280-5620

見学会のみ事前申
し込み必要。２コー
スあり：定員各50
名。

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16日 魚沼市堀之内公民館 魚沼市・魚沼市教育委員会
【魚沼市】
http://www.city.uonuma.niigata.jp/mi
yashuji/

魚沼市教育委員会事務局
生涯学習課社会教育係
025-794-6073

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
がた大会応援事業

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10日 魚沼市
魚沼コシヒカリ紅葉マラソン実行委員
会

【魚沼マラソンHP】
http://ntasports.net/uonuma/

魚沼市教育委員会事務局
生涯学習課社会体育係
025-794-6073

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1日～3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
【魚沼市HP】
http://www.city.uonuma.niigata.jp/

魚沼市教育委員会事務局
生涯学習課芸術振興係
025-794-6073

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
がた大会応援事業

新潟県 魚沼市 ①②③ 第１２回魚沼子ども芸能祭
魚沼の芸能文化の伝承や活動を通して、子どもたちの感性を高めることを
目的とし、日頃の子どもたちの文化芸術活動を発表します。

11月9日
魚沼市小出郷文化会館大
ホール

第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭魚沼市実行委員会

【小出文化会館】
http://www.koidegobunkakaikan.jp/

第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭魚沼市実行委員
会（魚沼市教育委員会事務局生涯
学習課内）025-794-6073

新潟県 小千谷市 ② 東小千谷中学校合唱コンクール 東小千谷中学校、生徒による発表会を実施します。 10月19日 小千谷市民会館 小千谷市立東小千谷中学校 無料
【小千谷市HP】
https://www.city.ojiya.niigata.jp/toch

小千谷市立東小千谷中学校
0258-82-2472

新潟県 小千谷市 ① 中越大震災15周年式典 中越大震災に関する式典を開催します。 10月23日 小千谷市民会館 小千谷市 無料
【小千谷市HP】
https://www.city.ojiya.niigata.jp

小千谷市総務課
0258-83-3506

新潟県 小千谷市 ③ 小千谷市民芸能まつり 小千谷市民が芸能に関する発表会を実施します。 10月27日 小千谷市民会館 小千谷市 無料
【小千谷市HP】
https://www.city.ojiya.niigata.jp

小千谷市教育委員会生涯学習課社
会教育係（小千谷市民会館内）
0258-82-9111

新潟県 小千谷市 ③
小千谷市老人クラブ連合会　老人福祉大
会

小千谷市老人クラブ連合会による発表会を実施します。 10月29日 小千谷市民会館 小千谷市老人クラブ連合会 無料
小千谷市老人クラブ連合会
0258-83-1420

新潟県 小千谷市 ③ 第39回小千谷市展
市民の芸術に対する意識の高揚、普及向上を図るとともに、市民が気軽に
芸術を鑑賞する機会を提供します。

11月1日～4日 東小千谷体育センター 小千谷市教育委員会、 無料
【小千谷市HP】
https://www.city.ojiya.niigata.jp

小千谷市教育委員会生涯学習課社
会教育係（小千谷市民会館内）
0258-82-9111

新潟県 小千谷市 ②
小千谷小学校教育の日　劇「学校の誕
生」

小千谷小学校の生徒による、総合学習の発表会を実施します。 11月2日 小千谷市民会館 小千谷市立小千谷小学校 無料
【小千谷市HP】
https://www.city.ojiya.niigata.jp/yash

小千谷市立小千谷小学校
0258-83-2042

新潟県 小千谷市 ③ 豊舟会発表会 小千谷市内で活動する団体、豊舟会の舞踊による発表会を実施します。 11月3日 小千谷市民会館 豊舟会
豊舟会
090-2555-0442

新潟県 小千谷市 ③ 第53回小千谷市総合文化祭 市民の日頃の芸術活動・創作活動の発表の場です。 11月7日～10日 小千谷市民会館 小千谷市教育委員会 無料
【小千谷市HP】
https://www.city.ojiya.niigata.jp

小千谷市教育委員会生涯学習課社
会教育係（小千谷市民会館内）
0258-82-9111

新潟県 小千谷市 ③
国民文化祭小千谷市独自事業
麺部門　講演会

「（仮）そば・ラーメンの美味しいおはなし ～グルメがまちを元気にする～」と
題し講演会を開催します。

11月11日 未定 小千谷市教育委員会 無料
【小千谷市HP】
https://www.city.ojiya.niigata.jp

小千谷市教育委員会生涯学習課
（小千谷市総合体育館内）0258-83-

第61回「教育・文化週間」関連行事

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61回「教育・文化週間」関連行事

新潟県 小千谷市 ① 富久寿大学講演会 高齢者学級の方を対象にした、発表会を実施します。 11月12日 小千谷市民会館 小千谷市教育委員会 無料
【小千谷市HP】
https://www.city.ojiya.niigata.jp

小千谷市教育委員会生涯学習課社
会教育係（小千谷市民会館内）
0258-82-9111

新潟県 小千谷市 ① 年末調整に関する説明会 小千谷市が主催となり、年末調整に関する説明会を実施します。 11月20日 小千谷市民会館 小千谷市税務課 無料 https://www.city.ojiya.niigata.jp
小千谷市税務課
0258-83-3507

新潟県 小千谷市 ③ 小千谷市民音楽祭 小千谷市民による音楽祭を実施します。 11月16日～11月17日 小千谷市民会館 小千谷市 無料
【小千谷市HP】
https://www.city.ojiya.niigata.jp

小千谷市教育委員会生涯学習課社
会教育係（小千谷市民会館内）
0258-82-9111

新潟県 小千谷市 ③ 小千谷市民文芸のつどい 句会、短歌大会、文芸に関する講演会を実施します。 11月23日 小千谷市民会館 小千谷市教育委員会 無料
【小千谷市HP】
https://www.city.ojiya.niigata.jp

小千谷市教育委員会生涯学習課社
会教育係（小千谷市民会館内）
0258-82-9111

新潟県 柏崎市 ①③
歴史文化探訪「かしわざき・ふっとつ探
訪」

柏崎市には古くから市民や地域が主体となって守り、伝承してきた地域固
有の魅力ある歴史・文化的資産に触れる機会を創出することにより、認識を
深めるとともに地域の魅力を発信する歴史文化探訪を実施します。

10月19日,26日 柏崎市内歴史・文化スポット 柏崎市
柏崎市HP
http://www.city.kashiwazaki.lg.jp/

柏崎市文化・生涯学習課
0257-20-7500

新潟県 柏崎市 ①③
「詩フェスティバル ～花火と良寛の地で
～」ステージイベント

全国から寄せられた俳句・短歌・現代詩の表彰式を行うとともに、「良寛と花
火」をテーマに、ゲストに壇蜜さんを迎えたトークショーや、音楽や映像によ
るアトラクションを通じて、ことば表現の楽しさ、奥深さをお伝えします。

10月26日
柏崎市文化会館アルフォーレ
（大ホール）

第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

無料

第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭新潟県実行委員
会内「詩フェスティバル」事務局
025-280-5933

新潟県 柏崎市 ①③
松雲山荘紅葉ライトアップ「秋の芸能公
演会」

美しい紅葉の中で、伝統芸能をご堪能ください。（出演予定団体）「綾子舞」
柏崎市綾子舞保存振興会、「おいな」南鯖石おいな保存会、「石井神社の大
和舞」大和舞保存会、「物部神社の太夫舞」太夫舞保存会

11月2日,3日,9日,10日 松雲山荘 柏崎市 無料
柏崎市HP
http://www.city.kashiwazaki.lg.jp/

柏崎市文化・生涯学習課
0257-20-7500

新潟県 柏崎市 ①③ かしわざき・木喰仏めぐり
柏崎市内に現存する木喰仏は83体。柏崎市立博物館での座学や展示する
9体の木喰仏を皮切りに、市内に点在する木喰仏を訪ねてバスでめぐりま
す。微笑仏（みしょうぶつ）と称される木喰仏の魅力をご堪能ください。

11月3日,23日
柏崎市立博物館と柏崎市内
木喰仏所蔵施設

柏崎市
柏崎市HP
http://www.city.kashiwazaki.lg.jp/

柏崎市文化・生涯学習課
0257-20-7500

新潟県 柏崎市 ①③
柏崎古典フェスティバル2019「綾子舞、特
選寄席、沖縄伝統芸能「組踊」」

国指定重要無形民俗文化財の綾子舞、江戸落語四派の饗演による特選寄
席、ユネスコ無形文化遺産に登録されている沖縄伝統芸能の組踊など様々
な古典の世界をお楽しみください。

11月10日,17日,23日,24
日

柏崎市文化会館アルフォーレ 柏崎市
アルフォーレHP
http://www.artforet.jp/

柏崎市文化会館アルフォーレ
0257-21-0010

新潟県 柏崎市 ① マナビィステージinかしわざき２０１９
公民館や地域で舞踊や合唱、手工芸など生涯学習活動に取り組んでいる
社会教育団体などが一堂に会し、日ごろの活動の成果を発表する場として
開催します。

11月16日,17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.kashiwazaki.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 ③ 第６２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5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.kashiwazaki.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 かしわざき市民大学

大学など高等教育機関や行政機関などと連携し、学びが地域の活力につ
ながることを目的に、さまざなま分野をテーマに専門性の高い学習を提供し
ています。今期は伝統工芸、税金、戦国史、元号、宇宙、紋章、腸内環境を
テーマに全7講座を実施します。

10月5日～11月30日 柏崎市市民プラザ 柏崎市教育委員会
柏崎市HP
http://www.city.kashiwazaki.lg.jp/

柏崎市教育委員会
文化・生涯学習課
0257－20－7500

新潟県 加茂市 ①③ 全日本大民謡大会
県内外の唄い手による民謡の競演、民謡・舞踊団体による踊りの競演。古
くから伝わる全国各地の民謡の魅力を伝えます。
本物の日本の伝統音楽の良さを改めて堪能してください。

10月27日 加茂文化会館
第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭加茂市実行委員会

無料
第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭加茂市実行委員
会

新潟県 加茂市 ② 令和元年度　青海祭
加茂農林高校における学習成果の展示、部活動の発表、農産物販売、クラ
ス企画、学校説明会を行います。

11月2日 新潟県立加茂農林高等学校 新潟県立加茂農林高等学校 無料
【加茂農林高校】
http://www.kamonorin-h.nein.ed.jp/

加茂農林高等学校
0256-52-3115

新潟県 加茂市 ① 歴史講演会 演題：未定　講師：松岡誠一氏　を予定しています。 11月30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.niigata.jp/secti
on/minzoku/index.htm

加茂市民俗資料館
℡0256-52-0089

新潟県 加茂市 ① 映写会
懐かしの加茂　映写会　①加茂歴史散歩（七谷編）②昔を偲ぶ加茂の風景
③加茂川改修を上映

11月29日 加茂市立図書館 加茂市民俗資料館 無料
加茂市民俗資料館HP：
http://www.city.kamo.niigata.jp/secti
on/minzoku/index.htm

加茂市民俗資料館
℡0256-52-0089

新潟県 加茂市 ③ 第44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 ① 読もう、語ろうイギリス文学 英文学の原書の読解を通して、イギリス文化に触れます。 10月24日,11月14日 加茂市立図書館 加茂市立図書館 無料
【加茂市立図書館】
http://lib.city.kamo.niigata.jp/

加茂市立図書館
0256-53-3500

新潟県 加茂市 ① 古典文学の集い・万葉集 万葉集に親しみ、当時の文化に触れます。 10月25日 加茂市立図書館 加茂市立図書館 無料
【加茂市立図書館】
http://lib.city.kamo.niigata.jp/

加茂市立図書館
0256-53-3500

新潟県 加茂市 ①③ 子ども映画鑑賞会 『トラップ一家物語』を上映します。 10月26日 加茂市立図書館 加茂市立図書館 無料
【加茂市立図書館】
http://lib.city.kamo.niigata.jp/

加茂市立図書館
0256-53-3500

新潟県 加茂市 ①③ 一般映画鑑賞会 『ねぼけ』を上映します。 11月2日 加茂市立図書館 加茂市立図書館 無料
【加茂市立図書館】
http://lib.city.kamo.niigata.jp/

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9日 加茂市立図書館 加茂市立図書館 無料
【加茂市立図書館】
http://lib.city.kamo.niigata.jp/

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16日 加茂市立図書館 加茂市立図書館 無料
【加茂市立図書館】
http://lib.city.kamo.niigata.jp/

加茂市立図書館
0256-53-3500

新潟県 刈羽村 ①③ 刈羽村文化祭2019
村民及び刈羽村文化協会の日頃の成果を発表し、刈羽村文化の振興及び
発展を目的とする中で、健康展・環境展・農協まつりを同時開催することに
より、地域の連携・親睦を深めます。

11月2日,3日
刈羽村生涯学習センター「ラ
ピカ」

刈羽村 無料
刈羽村生涯学習センター「ラピカ」
0257-20-3100

新潟県 佐渡市 ①③ 佐渡鈍翁茶会
佐渡奉行所の役人の子に生まれた「益田　孝」は明治の日本を代表する実
業家で、また、茶人として「鈍翁」と号されました。その偉業を顕彰する茶会
を開催します。また、「鈍翁」ゆかりの地などを巡るミニ探訪会をあわせて開

10月26日,27日 佐渡奉行所 佐渡市
益田孝翁顕彰事業実行委員会
0259-52-2447

新潟県 佐渡市 ①③ ようま芸能絵巻
佐渡の思い出に伝統芸能をプラスしませんか？佐渡に伝わる貴重な伝統
芸能が佐渡のようま（夜間）に登場します。古き良き時代の雰囲気が漂う館
で、佐渡の伝統芸能を郷土料理や地酒などと一緒にお楽しみください。

11月2日,9日,16日
相川観光交流センター（佐州
おーやり館）

第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

（ 一財）佐渡文化財団
0259-58-9112

新潟県 三条市 ①③
越後三条文化祭 ～秋を彩る越後三条、
文化一色！～

音楽祭（合唱、器楽、ロック・ポピュラー、フリーの部）や屏風まつり、漢詩大
会、将棋大会で越後三条の秋を彩ります。

11月3日～24日 三条市中央公民館ほか 三条市 無料
三条市市民部生涯学習課
0256-47-0048

新潟県 三条市 ②
第35回関東甲信越地区小学校家庭科教
育研究大会新潟大会

子どもたちが、自分と家族や地域との関わりを見つめ主体的・対話的で深
い学びを実現する中で、家庭科が目指す資質・能力の育成を目指します。

11月1日 三条市立嵐南小学校
関東甲信越地区小学校家庭科研究
会　他

【イベントHP】http://www.teachers-
net.com/zenshokaken/chiku_h31.htm
l

事務局
三条市立井栗小学校
0256-38-2832

新潟県 三条市 ① 私のメッセージ三条市小学生大会
小学生が普段の生活の中での体験を通して考えていることや感じているこ
とを大人へのメッセージとして発表します。それを市民から聞いていただくこ
とで、本市の発展と青少年の健全育成の推進を図ります。

11月2日 三条市中央公民館 三条市青少年育成市民会議 無料

三条市
青少年育成センター
0256-32-0908
ikusei@city.sanjo.niigata.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 三条市 ③ 第15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します。合唱、ロック・
ポピュラー、器楽、フリーの各部門で開催します。

11月3、10、17、24日 三条市中央公民館 三条市 無料

【三条市HP】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/kos
odate_kyoiku/shogaigakushu_bunka/g
eijutsu_bunka/9046.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うことで技術文化の向上をめざします。

10月25日～27日 三条市嵐南公民館 三条市嵐南公民館 無料

【三条市HP】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/kos
odate_kyoiku/shogaigakushu_bunka/s
hogaigakushushisetsu/10/8474.html

嵐南公民館
0256-35-2011

26日(土)13:30～
16:00
ハーバリウムワー
クショップ
【有料】

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
ントを行います。

11月9日～10日 三条市三条東公民館 三条市三条東公民館 無料

【三条市HP】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/sos
hiki/shimimbu/shogaigakushuka/kou
minkan/higashi/1296.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2～3日 三条市大崎公民館 三条市大崎公民館

【三条市HP】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/kos
odate_kyoiku/shogaigakushu_bunka/s
hogaigakushushisetsu/6/8334.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
井栗公民館主催講座の受講生、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1～3日 三条市井栗公民館 三条市井栗公民館 無料

【三条市HP】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/kos
odate_kyoiku/shogaigakushu_bunka/s
hogaigakushushisetsu/1/8973.html

井栗公民館
0256-38-3835

３日(日・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8～10日 三条市本成寺公民館 三条市本成寺公民館 無料

【三条市HP】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/kos
odate_kyoiku/shogaigakushu_bunka/s
hogaigakushushisetsu/9/index.htm

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15日～17日 三条市大島公民館 三条市大島公民館 無料

【三条市HP】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/kos
odate_kyoiku/shogaigakushu_bunka/s
hogaigakushushisetsu/7/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 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
の作品を展示します。また、児童クラブの創作作品、昔の写真の特別展示
やハーバリウムワークショップなどの各種イベントを開催します。

11月1～3日
三条市農村環境
改善センター

三条市栄公民館 無料

【三条市HP】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/sos
hiki/shimimbu/shogaigakushuka/kou
minkan/sakaekouminkan/sakae_lectu
re/1458.html

栄公民館
0256-45-5685

【茶席】300円※中
学生以下無料
【ハーバリウムワー
クショップ】有料（材
料費）

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2～3日
三条市
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

【三条市HP】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/kos
odate_kyoiku/shogaigakushu_bunka/s
hogaigakushushisetsu/3/index.html

下田公民館
0256-46-5911

【茶席】300円※中
学生以下無料

新潟県 三条市 ③
企画展「伝統的工芸品指定10年 越後三
条打刃物（仮）」

指定から10年という節目を迎える伝統的工芸品 越後三条打刃物につい
て、指定を受けるまでの努力と苦労を紹介し、また現代の名工による指定
10品目の製品を展示します。

10月1日～11月17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

【三条市HP】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/kos
odate_kyoiku/shogaigakushu_bunka/s
hogaigakushushisetsu/5329.html

三条市歴史民俗産業資料館
0256-33-4446

新潟県 三条市 ①③ 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を
行います。

10月18日 三条市立図書館本館 三条市立図書館 無料
【三条市立図書館】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/sec
tion/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①③
さんじょう親子読書の日おはなし会+（プラ
ス）

ボランティアグループ「幹の会」によるおはなし会と折り紙をします。 10月20日 三条市立図書館本館 三条市立図書館 無料
【三条市立図書館】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/sec
tion/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①③ 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のおはなし会で
す。

10月23日
三条市立
図書館本館

三条市立図書館 無料
【三条市立図書館】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/sec
tion/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①③ 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します。 10月26日 三条市立図書館本館 三条市立図書館 無料
【三条市立図書館】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/sec
tion/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①③ 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」によるおはなし会です。 10月26日 三条市立図書館栄分館 三条市立図書館 無料
【三条市立図書館】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/sec
tion/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①③ 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です。 10月27日 三条市立図書館本館 三条市立図書館 無料
【三条市立図書館】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/sec
tion/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①③ 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を行いま
す。

11月2日 三条市立図書館下田分館 三条市立図書館 無料
【三条市立図書館】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/sec
tion/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①③ 図書館キネマ 一般向け映画やアニメを上映します。 11月3日 三条市立図書館本館 三条市立図書館 無料
【三条市立図書館】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/sec
tion/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①③ 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です。 11月5日 三条市立図書館栄分館 三条市立図書館 無料
【三条市立図書館】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/sec
tion/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①③ 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を行い
ます。

11月9日 三条市立図書館本館 三条市立図書館 無料
【三条市立図書館】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/sec
tion/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①③ 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です。 11月10日 三条市立図書館本館 三条市立図書館 無料
【三条市立図書館】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/sec
tion/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①③
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
なし会です。

11月10日 諸橋轍次記念館 三条市立図書館 無料
【三条市立図書館】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/sec
tion/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ①③ 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を行います。 11月12日
三条市立
図書館本館

三条市立図書館 無料
【三条市立図書館】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/sec
tion/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
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第61回「教育・文化週間」関連行事

新潟県 三条市 ①③ 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を
行います。

11月15日
三条市立
図書館本館

三条市立図書館 無料
【三条市立図書館】
https://www.city.sanjo.niigata.jp/sec
tion/library/index.html

三条市立図書館本館
0256-32-0657

新潟県 三条市 ③ 企画展「諸橋轍次と新潟の生活文化」
諸橋轍次博士が生まれ育ち、生涯愛した郷土（旧下田村）の生活文化を紹
介します。

9月3日～12月１日 諸橋轍次記念館 諸橋轍次記念館
【漢学の里】https://www.kangaku-
morohashi.com

諸橋轍次記念館
0256-47-2208

一般・高校生以上
500円
小・中学生 200円

新潟県 三条市 ③ 第11回諸橋轍次博士記念漢詩大会

①記念講演会
②表彰式・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
を行います。

①11月16日
②11月17日

諸橋轍次記念館 諸橋轍次記念館 無料
【漢学の里】https://www.kangaku-
morohashi.com

諸橋轍次記念館
0256-47-2208

新潟県 三条市 ③
第２回諸橋轍次記念漢字文化理解力検
定

『大漢和辞典』の編纂者である諸橋轍次の業績と漢字文化を次代に継承す
ることを目的に実施します。

10月13日 諸橋轍次記念館 諸橋轍次記念館
【漢学の里】https://www.kangaku-
morohashi.com

諸橋轍次記念館
0256-47-2208

一般3,000円
 学生1,000円高校
生以下　無料

新潟県 三条市 ③ ブランキングアート展2019
　ブランク材を材料にした作品展です。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です。

R1.9.20～R1.12.1

・JR燕三条駅観光物産セン
ター「燕三条Wing」
・燕三条地場産業振興セン
ター
リサーチコア３F
デザインギャラリー

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
【ブランキングアート】
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
燕三条ブランド推進部
企画推進課
0256-36-4123

新潟県 新発田市 ①③
ニイガタヒューマンライブラリー２０１９～
あなたを知って、私を知りたい～

ヒューマンライブラリーは「人を貸し出す図書館」。様々な背景を持つ生きた
人間が「本」役となり、「本」との対話を通して、多様性を理解する試みです。

11月3日 イクネスしばた
第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

無料
第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭新潟県実行委員
会

新潟県 新発田市 ①③ マイタウン・コンサート２０１９in新発田
新潟が誇る三味線プレイヤー・史佳Fumiyoshiと、その師匠であり、母親でも
ある
高橋竹育との親子共演です。親子ならではの絶妙な間と呼吸、そして津軽

11月9日 新発田市生涯学習センター 新発田市
【イベントHP】http://www.niigata-
bunka.jp/

新発田市生涯学習センター
0254-26-7191

新潟県
新発田市
ほか各所

①③ 阿賀北のお屋敷・庭園めぐり
紅葉が美しいシーズンに、通常は非公開のお屋敷や庭園を、期間限定で特
別公開します。また、ご希望の方には「庭園プレミアムガイド」がお庭をご案
内するコースもあります。

11月9日,10日16日,17
日,23日

新発田市　石泉壮・苔香荘
聖籠町　静勝園
関川村　渡邉邸・津野邸・佐
藤邸

第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭新潟県実行委員
会
025-280-5987

新潟県 新発田市 ①③ 新発田市所蔵美術作品展
新発田市所蔵美術作品を中心にしたシリーズ展。美の創造に熱情を傾ける
女性作家、約10名の作品を紹介します。新発田から発信するベテラン、故
郷を離れ活躍する人、懐かしい作家。絵画から書まで豊かな表現世界で

11月15日～24日 新発田市生涯学習センター 新発田市 無料
新発田市教育委員会
文化行政課文化行政係
0254-22-9534

新潟県 上越市 ①②③
小川未明文学館特別展「未明と子どもた
ち」

上越市出身で日本近代童話の父と呼ばれる小川未明の6人の子どもたち
が未明の創作活動に与えた影響などを紹介するほか、未明の作品や人間
性に共感した後輩たち、いわば「文学上の子どもたち」についても紹介しま

10月12日～12月1日 小川未明文学館 上越市 無料
【上越市HP】
https://www.city.joetsu.niigata.jp/sit
e/mimei-bungakukan/

小川未明文学館
025-523-1083

新潟県 上越市 ①
「ふるさと上名立フォトコンテスト」「上名
立地区作品展」

フォトコンテストは、上名立地区の人々の営みや輝く自然を撮影した写真の
コンテストを実施、作品を展示します。作品展は、趣味や習い事の成果を発
表します。

10月23日～11月4日 ろばた館 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
025-537-2126

新潟県 上越市 ① 高田図書館読書週間講演会
上越地域医療センター病院から講師をお招きし、「運動はからだに良い？
～運動の功罪～」という演題でご講演いただきます。

10月27日 上越市立高田図書館 上越市立高田図書館 無料
【高田図書館】
https://www.lib.joetsu.niigata.jp/

上越市立高田図書館
025-523-2603

ホームページは、
10月に更新予定

新潟県 上越市 ①③ おはなしとことこのおはなしたいむ
ボランティアグループ「おはなしとことこ」の皆さんによる絵本の読み聞かせ
を行います。

10月27日 上越市立直江津図書館 上越市
【高田図書館】
https://www.lib.joetsu.niigata.jp/

上越市立直江津図書館
025-545-3232

新潟県 上越市 ①③ 大人のおはなし会（仮称）
図書館職員による、大人を対象とした絵本の読み聞かせや本の朗読を行い
ます。

10月27日 上越市立直江津図書館 上越市
【高田図書館】
https://www.lib.joetsu.niigata.jp/

上越市立直江津図書館
025-545-3232

新潟県 上越市 ①③ 中郷区文化祭（生涯学習フェスティバル）
取り組んできた学習や活動の成果を発表する場として、生涯学習フェスティ
バルを開催し、総合の活動内容を理解するとともに、広く地域住民に知って
もらう機会とし、もって生涯学習に取り組む意欲を高めるものです。

11月2日～3日 はーとぴあ中郷
中郷区生涯学習フェスティバル実行
委員会

無料
はーとぴあ中郷（中郷区生涯学習
フェスティバル実行委員会）
0255-74-2338

新潟県 上越市 ①③ きょうのおはなしなあに
ボランティアグループ「本の友の会」の皆さんによる、絵本の読み聞かせを
行います。

11月3日（予定） 上越市立直江津図書館 上越市
【直江津図書館】
https://www.lib.joetsu.niigata.jp/

上越市立直江津図書館
025-545-3232

新潟県 上越市 ①③ 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
【上越市】
http://www.city.joetsu.niigata.jp/sos
hiki/shakaikyouiku/

上越市教育委員会社会教育課
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 ①③ 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を発表し、これらの活動の成
果を広く市民に周知します。

11月9日～10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
025-537-2126

新潟県 上越市 ①③
放送大学公開講演会「雪の楽しみ・利活
用及びなだれ災害の話～上越地域を中
心に～」

新潟大学名誉教授和泉薫さんを講師に招き、妙高山のはね馬など雪形の
楽しみ、ワインなどの冷蔵に使われた雪室や消雪日予測の二十日石といっ
た雪の利活用、江戸時代からの大きな被害を伴ったなだれ災害について講
演いただきます。

11月10日 直江津学びの交流館 上越市
【直江津図書館】
https://www.lib.joetsu.niigata.jp/

上越市立直江津図書館
025-545-3232

新潟県 上越市 ①③
天皇陛下御即位記念　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　「合唱の祭典」

全国から参加する合唱団と新潟県内の合唱団が一堂に集い、交流を深め
ながら合唱の魅力を上越から全国に発信します。

11月10日 上越文化会館
文化庁、厚生労働省、新潟県、上越
市　ほか

無料

【上越市】
https://www.city.joetsu.niigata.jp/sos
hiki/bunka/kokubunnsai-joetsu-
shusai.html

第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭上越市実行委員
会
025-526-6903

新潟県 上越市
①②
③④

上越市教育コラボ2019学び愛フェスタ
11月は「上越市教育を考える市民の月間」です。この機会に、教育について
関心、理解を深めるイベントを開催します。教育に関する各種展示・発表、
体験コーナーなどを通じて、様々な”学び”がお楽しみいただけます。

11月16日
上越市市民交流施設高田公
園オーレンプラザ、上越市立
歴史博物館、釜蓋遺跡ガイダ

上越市教育コラボ2019学び愛フェス
タ実行委員会

無料
上越市教育コラボ2019学び愛フェス
タ実行委員会
025-545-9243

新潟県 上越市 ①③ 第14回越後・謙信SAKEまつり2019
上越地域の日本酒やワイン、どぶろくを一堂に集め、試飲販売をはじめ、酒
文化の紹介。当日しか入手できない「車懸」など、期間限定のお土産品の販
売も行います!

10月19日～20日 高田本町商店街 上越市
【越後・謙信SAKEまつり】
https://kenshinsake.com

越後・謙信SAKEまつり実行委員会
事務局
025-522-3415

新潟県 上越市 ①③ 「発酵の力」パネル展
応用微生物学の世界的権威である坂口謹一郎博士、「日本のワインぶどう
の父」と呼ばれる川上善兵衛翁などの功績を紹介するとともに、越後・謙信
SAKEまつりのブースでは発酵食品を販売します。

10月19日,20日 高田まちかど交流館
第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

無料
第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭新潟県実行委員
会

新潟県 上越市 ①③ 上越アール・ブリュット公募展
新潟県内より集められた創作作品の中から、今までみたことのないモノや、
想像もつかないような手法で創られた作品を展示し、多様な価値観に触れ
ることができる空間を演出します。

10月26日～29日 ミュゼ雪小町 上越市 無料
社会福祉法人　みんなでいきる
025-530-7264

新潟県 上越市 ②
新潟県立久比岐高等学校
令和元年度　息吹祭

上越市柿崎区の久比岐高等学校の文化祭です。生徒の学習活動や部活
動の成果発表、展示、クラス企画、食品販売、PTA企画を催します。今年度
は音楽活動組織「くびき野フォーク村」によるコンサート（ステージ発表）を計
画しています。

11月9日 久比岐高等学校 久比岐高等学校
【久比岐高校HP】http://www.kubiki-
h.nein.ed.jp

久比岐高等学校
025-536-2379

新潟県
上越市ほ
か各所

①③ 発酵列車 ～酔いしれ、語らう～
えちごトキめき鉄道の貸切列車を活用した「発酵列車」。車内では、発酵の
歴史を学ぶとともに、地元の日本酒やワインに酔いしれるなど、地域の魅力
を詰め込みました。

10月26日,11月16日
第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭新潟県実行委員
会

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61回「教育・文化週間」関連行事

新潟県 上越市 ①③④
公開講演会
雪の楽しみ・利活用及びなだれ災害の話
～上越地域を中心に～

上越地域の雪の多さは、江戸時代の高札「この下に高田あり」を初め国内
によく知られています。この多雪は、時にはなだれなどの災害をもたらしま
すが、春先には様々な残雪模様を描き出し、農作業の開始を告げ、夏まで
貯蔵した雪は冷熱源に利活用されてきました。本講演では、妙高山のはね
馬など雪形の楽しみ、ワインなどの冷蔵に使われた雪室や消雪日予測の
二十日石といった雪の利活用、江戸時代からの大きな被害を伴ったなだれ

11月10日 直江津学びの交流館
放送大学

無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/niig
ata/about/2019/05/19160707.html

放送大学新潟学習センター
025-228-2651

新潟県 上越市 ①②
令和元年度　上越教育大学いじめ等予
防対策支援プロジェクトフォーラム

連携4大学（宮城教育大学，上越教育大学，鳴門教育大学，福岡教育大
学）による協働参加型プロジェクト事業の一環として，いじめ問題への関心
の喚起，啓発を目的としてフォーラムを開催し，いじめの現状を確認し，予
防対策について参会者の皆様と意見交換を行う。

9月28日
上越教育大学講義棟３０１教
室

国立大学法人上越教育大学 無料 http://www.juen.ac.jp/
教育支援課教務推進チーム
025-521-3273

新潟県 上越市
①②
③④

公開講座 講座名「和楽器に触れてみよう」
10月30日,
11月13日,27日,
12月11日

上越教育大学 国立大学法人上越教育大学
https://www.juen.ac.jp/050about/05
8lecture/010public/index.html

研究連携課研究連携チーム
025-521-3665

新潟県 上越市
①②
③④

公開講座 講座名「遺伝のしくみ」 11月12日,19日,26日 上越教育大学 国立大学法人上越教育大学
https://www.juen.ac.jp/050about/05
8lecture/010public/index.html

研究連携課研究連携チーム
025-521-3665

新潟県 上越市
①②
③④

上越市教育コラボ2019学び愛フェスタ
教育・文化団体等による各種展示・発表や体験コーナーなど様々な教育イ
ベントを開催。また、教育関係者向けの実践研究発表などを行います。

11月16日 高田公園オーレンプラザほか
上越市教育コラボ2019学び愛フェス
タ実行委員会

無料
研究連携課研究連携チーム
025-521-3664

新潟県 聖籠町 ③④ 聖籠町文化祭
町の文化団体やサークルに発表機会を提供することを目的に、毎年開催し
ています。内容としては、絵画、写真、生け花等の作品展示、茶会、囲碁・
将棋大会、芸能歌謡祭などを行っています。

11月3～4日 聖籠町町民会館 聖籠町文化祭実行委員会 無料
聖籠町町民会館（教育委員会社会
教育課）
0254-27-2121

新潟県 聖籠町 ③④ 聖籠町音楽祭
合唱や吹奏楽の団体などの音楽愛好者（主にアースティック楽器）に発表機
会を提供しています。

11月
聖籠町文化会館（町民会館
内）

聖籠町教育委員会 無料
聖籠町町民会館（教育委員会社会
教育課）
0254-27-2121

新潟県 関川村 ①③
せきかわ歴史とみちの館企画展「関川ゆ
かりの名工～桂と山本一門～」

関川村の桂集落出身の桂家、山本集落出身の山本家はこの村で培った工
芸技術を礎として村上市に移った後、全国屈指の金工家として発展しまし
た。本展では村内、村上市に残る作品を展示して、その足跡を顕彰します。

10月12日～11月10日
せきかわ歴史とみちの館　企
画展示室

関川村
せきかわ歴史とみちの館
0254-64-1288

新潟県 関川村 ①③
せきかわ森の文化祭「森の恵み、木の恵
とその文化」

山に囲まれた関川村は、森と木々から計り知れない恩恵を受けてきており、
そこで育まれた文化を再検証することで、これからの関わりを考える契機と

10月26日,27日
せきかわ歴史とみちの館庭
園

関川村
【せきかわ文化祭】https://niigata-
futtotsu.jp/event/5886/

せきかわ歴史とみちの館
0254-64-1288

新潟県 関川村 ①③ せきかわ福祉文化祭「こころのつどい」
障害のある方もない方も互いに理解を深め、福祉活動に関心を深めてもら
うとともに、障がいのある方の芸術文化活動の発表の場として、また新たな
活動ができるようにします。

11月10日 関川村村民会館アリーナ 関川村 無料
関川村健康福祉課
0254-64-1472

新潟県 関川村 ①②③ せきかわ歌と踊りの祭典
関川村に縁のあるソプラノ歌手の河内紀恵さんによるミニリサイタルのほ
か、小中学生を含む村内の文化活動や芸能活動の発表の場として、また、
地域に受け継がれてきた民俗芸能を広く発信し、後継者育成を図ります。

11月17日 関川村村民会館アリーナ 関川村 無料
【せきかわ祭典】https://niigata-
futtotsu.jp/event/5893/

関川村教育委員会教育課
0254-64-1491

新潟県 関川村 ①③ マイタウン・コンサート2019 in 関川
新潟県を中心に演奏活動を行うプロの音楽家集団、アンサンブルオビリー
を招き、弦楽５重奏を楽しく、分かりやすく、大人から子どもまで楽しめるコン
サートです。

10月18日 関川村村民会館アリーナ 関川村 無料
【せきかわコンサート】
http://www.niigata-
bunka.jp/eventinfo.html#e14

関川村教育委員会
教育課生涯学習班
0254-64-1491

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
がた大会事業

新潟県 関川村 ①②③ 村民文化祭
村民の美術活動の発表と鑑賞の場を提供し、創作意欲の高揚を図り、村民
文化の発展に資することをねらいとし、村民から出展を募った絵画等の作
品展示、菊花展を実施します。

11月2日～4日 関川村村民会館アリーナ 関川村教育委員会 無料
関川村教育委員会
教育課生涯学習班
0254-64-1491

新潟県 胎内市 ①③ 胎内アートフェスティバル　船絵馬展
江戸時代から明治時代にかけて活躍した北前船。その寄港地であった胎内
市桃崎浜にある荒川神社に廻船問屋が奉納した船絵馬や模型和船はじ
め、県内各地の船絵馬を一堂に集めて展示します。

9月1日～10月20日 胎内市美術館 胎内市
胎内市美術館
0254-47-2288

新潟県 胎内市 ①③
胎内アートフェスティバル　胎内の海フォ
トコンテスト

胎内市の海、船、港町をテーマとした作品を募集し、入賞作品の展示（9/1
～10/20）とともに入賞者を表彰します。

9月1日～10月20日 胎内市美術館 胎内市
胎内市美術館
0254-47-2288

新潟県 胎内市 ①③
胎内アートフェスティバル　越後のはさ木
と瞽女展

越後のはさ木、田園風景など、瞽女（ごぜ）の歩く風景は人々の記憶を再生
します。忘れられた越後の風景を絵画、書、写真などでうかがいます。ま
た、胎内市で晩年を過ごした最後の瞽女、小林ハルの偉業を紹介します。

9月1日～10月20日 胎内市美術館 胎内市
胎内市美術館
0254-47-2288

新潟県 田上町 ②③
子どもアートの祭典記念モニュメント ～
伝え継ぐKATATI～

町内の小学校4～6年生90名で玉手箱型のモニュメントを製作し、国民文化
祭の期間中に田上町交流会館に展示します。

9月15日～11月30日 田上町交流会館 田上町 無料
田上町教育委員会生涯学習係（田
上町公民館）
0256-57-3114

新潟県 津南町 ①③ 雪国の知恵に触れるツアー
約5ヶ月近くを雪に覆われる豪雪地には独特の文化と生きる知恵がたくさん
あります。参加者が自ら体験し、地域の高齢者などと交流をすることにより
深く雪国の暮らしを理解できる1泊2日の体験型ツアーです。

11月9日,10日,16日,17日 津南町内各所 津南町
津南町観光協会
025-765-5585

新潟県 燕市 ①③
トークセッション「『ものづくり』の未来を語
ろう！」

これからも「ものづくり」のメッカとしてこの地域が存続していくために、今、そ
してこの先何をすべきなのか。若手職人や経営者、未来を担う若者がそれ
ぞれの立場から語り、学び、考えるトークセッションを開催します。

10月27日 燕市文化会館
第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

無料
第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭新潟県実行委員
会

新潟県 燕市 ①③
スペシャルコンサート 笛人 本宮宏美「明
日へ奏でる」

燕市出身で、加茂市のスタジオをベースに音楽制作に取り組むフルート奏
者「笛人　本宮宏美」さん。文化祭の300日前イベントや大分県閉会式での
新潟県ステージにも出演した彼女が、ふるさとでスペシャルコンサートを開

10月27日 燕市文化会館
第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

無料
第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭新潟県実行委員
会

新潟県 燕市 ①③ 燕市障がい者作品展
障がい者の作成した作品を展示することにより、障がいのある人の芸術・文
化活動の振興を図り、障がい者について市民の理解を深めることを目的と
した作品展です。

11月2日,3日 燕市文化会館展示ホール 燕市 無料
燕市教育委員会社会教育課
文化振興係
0256-63-7002

新潟県 燕市 ①③ 車いすダンスパフォーマンス
障がい者と健常者が手をとりあう「車いすダンス」の普及を図り、障がい者と
健常者がともに楽しみ、障がいのある人とない人がともに生きられる社会づ
くりを目指します。

11月2日,3日 燕市中央公民館多目的室 燕市 無料
燕市教育委員会社会教育課
文化振興係
0256-63-7002

新潟県 燕市 ①③ 合同発表会「秋の祭典」
燕市文化協会芸能部燕支部で毎年開催している合同発表会「秋の祭典」で
す。

11月10日 燕市文化会館大ホール 燕市
燕市教育委員会社会教育課
文化振興係
0256-63-7002

新潟県 十日町市 ①③ 安吾フェスin十日町
日本近現代文学を代表する作家坂口安吾。安吾も滞在した「大棟山美術博
物館」など市内2会場で開催するイベントを通して、作品の舞台にもなった松
之山地域と安吾との関わりや、安吾の魅力について理解を深めます。

10月19日,20日
19日　大棟山美術博物館
20日　十日町情報館

十日町市 無料
十日町市教育委員会文化財課
025-757-5531

新潟県 十日町市 ①③
第12回へぎそばの里 越後十日町「地そ
ば」まつり

十日町市他、県内外より十数の「地そば」店が集結し、各店自慢の小盛そ
ばを1杯400円で食べ比べ! 地元食材天ぷらや地酒、地ビール、乾麺などの
特産品、秋野菜も販売します。

10月19日,20日 越後妻有交流館キナーレ1階 十日町市
へぎそばの里越後十日町「地そば」
まつり実行委員会事務局
025-757-2323

新潟県 十日町市 ①③④
笹山遺跡出土品国宝指定20周年記念シ
ンポジウム「縄文の国宝」

2020東京オリンピック・パラリンピックに向け、国宝を活用したまちづくりと国
宝指定されている火焔型土器・土偶の魅力をテーマにして、シンポジウム
（講演・鼎談・事例報告）を開催し、縄文文化を情報発信します。

11月9日
越後妻有文化ホール「段十ろ
う」

十日町市 無料
十日町市博物館
025-757-5531

新潟県 十日町市 ①②③ まちなか×GAKUENSAI2019
“まちなか”の6つの施設と高校生とが協力して開催する学園祭です！レスト
ランや屋台、作品展示やダンスパフォーマンスなど、いろんな企画で“まちな
か”を盛り上げます！

11月10日
越後妻有文化ホール「段十ろ
う」ほか

十日町市
NPO法人
市民活動ネットワークひとサポ
025-761-7444

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 十日町市 ①③ きものの祭典in十日町
地元十日町産着物やKIMONOプロジェクトによる世界20カ国の着物ショー、
十二単の実演、着物展示会などを実施します。着物の産地十日町から、東
京オリンピック・パラリンピックに向け、着物の魅力を発信します。

11月23日
越後妻有文化ホール「段十ろ
う」

十日町市 無料
十日町市教育委員会
文化スポーツ部生涯学習課
025-757-5011

新潟県 十日町市 ②
令和元年度　文化祭
「kawanishi　はたちを祝う会」

特別支援学校の授業の核である「職業技能」における清掃、介護、接客
サービスの実技等の成果を発表し、作業作品を販売します。また、合奏や
ダンス等をステージ披露し、当校で学ぶ生徒の活動を広く地域に紹介しま

11月2日
新潟県立川西高等特別支援
学校

新潟県立川西高等特別支援学校 無料
【川西高校】http://www.kawanishi-
tk.nein.ed.jp/

川西高等特別支援学校事務室
025-768-3386

新潟県 十日町市 ①③
「大地の芸術祭」の里　越後妻有２０１９
秋

2000年から開催してきた大地の芸術祭を機に、数々のアートが誕生し、今
では通年で約200のアートを楽しめる越後妻有。新米の秋を迎えた里山で、
食プログラムを中心に展開します。ランチ・ガイド付きツアーバスも運行！

10月19日,20日,26日,27
日,11月2日,3日,4日

越後妻有里山現代美術館
［キナーレ］　ほか

十日町市
「 大地の芸術祭の里」総合案内所
025-761-7767

新潟県 十日町市 ① いきいき飛渡フェスティバル
公民館利用団体受講生の作品発表展示や発表、地元民謡保存団体の発
表などがあります。古本などのリサイクル、地元食材販売もあります。

10月20日 飛渡第一小学校 飛渡公民館 無料
飛渡公民館
025-759-2032

飛渡第一小学校の
文化祭も一緒に行
います。

新潟県 十日町市 ① 松之山美術展・芸能発表会
社会教育関係団体、公民館利用団体等の作品展示及び芸能発表会を行い
ます。

10月26日
　 ～27日

松之山自然休養村センター 松之山文化協会 無料
松之山公民館
025-596-2265

新潟県 十日町市 ① 第43回水沢地区民文化祭
公民館講座受講生の作品発表展示、公民館利用団体の演芸発表会などを
行います。

10月27日 水沢公民館 地区民文化祭実行委員会 無料
水沢公民館
025-758-101

新潟県 十日町市 ③
かわにし自満祭
　民謡と踊りの祭典

貴重な川西の郷土芸能の伝承と民謡、踊りを披露する祭典です。 10月27日 千手中央コミュニティセンター かわにし自満祭実行委員会 無料
川西支所地域振興課
025-768-4951

新潟県 十日町市 ③
かわにし自満祭
　ゆーゆーコンサート

地元音楽愛好家による演奏発表です。 11月2日 千手中央コミュニティセンター かわにし自満祭実行委員会 無料
川西支所地域振興課
025-768-4951

新潟県 十日町市 ③
かわにし自満祭
　かわにし夢きゃらばん演劇公演

地元演劇愛好家による演劇発表です。 11月2日 千手中央コミュニティセンター かわにし自満祭実行委員会 無料
川西支所地域振興課
025-768-4951

新潟県 十日町市 ① 令和元年度公民館まつり
社会教育団体、公民館利用団体の作品展示及びステージ発表を行いま
す。

11月2日～3日
越後妻有文化ホール段十ろ
う・中央公民館

中央公民館 無料
中央公民館
025-757-5011

新潟県 十日町市 ① まつだい文化祭 社会教育団体、公民館利用団体の作品展示を行います。 11月2日～3日 松代公民館 松代地域文化協会 無料
松代公民館
025-597-2301

新潟県 十日町市 ①③ 川西地域文化祭 地元の美術愛好家、公民館講座受講生等による力作を展示します。 11月2日～4日 千手中央コミュニティセンター 川西地域文化祭実行委員会 無料
川西公民館
025-768-2308

新潟県 十日町市 ① 中条公民館大井田分館文化祭＆芸能祭
公民館講座受講生の作品発表展示、看護師を講師に「高齢者が元気に長
生きできるための心構え」講演会の開催、公民館利用団体他の演芸発表
会、バザーを行います。

11月3日 中条公民館大井田分館 大井田分館運営委員会
中条公民館
025-752-2748

新潟県 十日町市 ③ 川治公民館文化祭
文化祭作品の展示（焼き物など）・野菜、焼き物即売会・バザー(軽食)を行い
ます。

11月3日 川治公民館 川治公民館 無料
川治公民館
025-752-2223

新潟県 十日町市 ③ 第17回　吉田地区　公民館まつり
吉田公民館の教室、利用団体及び吉田地区内各種団体・住民の作品展示
や学習成果発表、バザー、飲食コーナー、かえっこショップ、公民館クイズな
どを行います。

11月3日 吉田公民館 吉田公民館 無料
吉田公民館
025-752-2874

新潟県 十日町市 ① 下条地区文化祭
公民館講座受講生の作品発表展示、公民館利用団体等の発表、地区内幼
稚園・小中学校の絵画等の展示、工作体験、リサイクル品バザー、食品バ
ザー、地元飲食店のうまいもん市、お楽しみ抽選会などを行います。

11月3日 下条公民館 下条地区文化祭実行委員会 無料
下条公民館
025-755-2004

新潟県 十日町市 ③ 第15回なかさと芸能祭
中里地区の公民館利用団体や芸能文化活動に取り組んでいる個人・団体
の活動の発表と交流を目的とした芸能祭を開催します。

11月3日
中里ショッピングセンター
ユーモール

中里公民館 無料
中里公民館
025-763-2493

新潟県 十日町市 ③ ひのき屋ライブ2019inまつのやま 松之山地域とゆかりのあるバンド「ひのき屋」のライブ公演を行います。 11月9日 松之山自然休養村センター ひのき屋ライブin松之山実行委員会
松之山公民館
025-596-2265

新潟県
十日町市
南魚沼市

①③ 雪国文化を学ぶワークショップ
雪国に伝わる知恵や地域の文化に触れることのできるワークショップを開
催

㋈15日～11月23日 十日町市、南魚沼市の各所
第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭魚沼市実行委員会

第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭魚沼市実行委員

新潟県 長岡市 ①③④ 特別展「国民の文化財」
本県唯一の国宝「笹山遺跡の火焔型土器」や元祖馬高の火焔土器をはじ
め、東京国立博物館など各地の博物館にある国宝や重要文化財に指定さ
れる土偶や埴輪を集め、昭和平成にあったできごとをふりかえる展覧会で

9月14日～11月4日 新潟県立歴史博物館
第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

新潟県立歴史博物館
0258-47-6130

新潟県 長岡市 ①③ アール・ブリュットまちかどギャラリー
障害のある市内外の作家が、ありのままの感性で表現し制作した独創的な
アール・ブリュット作品を、まちなかで展示し、作品に関するフラッグを長岡
市大手通商店街等に取り付けます。

10月4日～11月12日
アオーレ長岡、トモシアなど計
6ヵ所

第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭長岡市実行委員会

無料

第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭長岡市実行委員
会（長岡市福祉保健部福祉課）
0258-39-2343

新潟県 長岡市 ①③ 第58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6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 ①③ 映画会 「1000年の山古志」（2011年/日本）を上映します。 10月23日
長岡市立
中央図書館

長岡市立中央図書館 無料
【長岡市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 ①③ 映画会 「アンネ・フランクを忘れない」（1995年/アメリカ）を上映します。 11月3日
長岡市立
中央図書館

長岡市立中央図書館 無料
【長岡市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 ①③ 映画会 「めぐみ　―引き裂かれた家族の30年」（2006年/アメリカ）を上映します。 11月19日
長岡市立
中央図書館

長岡市立中央図書館 無料
【長岡市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 ①③
中央図書館・地域図書館エクスチェンジ
展示

市内地域図書館で収集している特色資料（互尊文庫「非核・平和」西地域図
書館「昔話」南地域図書館「醸造」北地域図書館「緑化」）を中央図書館で展
示・貸出します。

11月1日～12月22日 長岡市立中央図書館 長岡市立中央図書館 無料
【長岡市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 はじめての足もみ講座 講師による足もみの解説と個人指導、関連資料の紹介をします。 10月28日 長岡市立互尊文庫 長岡市立互尊文庫 無料
【長岡市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 ジュエルソープを作りましょう 透明なグリセリンソープを使って、宝石のような石鹸を作ります。 11月2日 長岡市立西地域図書館 長岡市立西地域図書館
【長岡市HP】
http://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp

長岡市立西地域図書館
0258-27-4900

新潟県 長岡市 ①③ 醸造の町摂田屋歴史さんぽ 歴史ある醸造会社が集まる摂田屋地区を解説付きで散策します。 10月26日 長岡市立南地域図書館 長岡市立南地域図書館
【長岡市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
長岡農業高校出張園芸教室～苔玉の作
り方～

長岡農業高校の先生と生徒を講師に迎え、苔玉の作り方を教わります。 11月16日 長岡市立南地域図書館 長岡市立南地域図書館
【長岡市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 読書クイズでビンゴ！
読書に関連するクイズを解いてビンゴを完成させ、カプセルトイを回して出
た番号の景品を差し上げます。

11月2日・3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 大人のための絵本セラピー®
絵本の読み聞かせと簡単な質問形式のワークを通して自分を見つめる大
人のためのワークショップ。

11月4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
初めての針しごと～ティッシュケースを作
りましょう～

折りたたんで簡単に縫うだけのティッシュケースを作ります。 11月16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 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。

10月19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HP】
http://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp
/

長岡市立
中之島地域図書館
0258-61-2165

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 寺泊エコブックスフェア＆エコ工作
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 昔ながらの布ぞうり作り 自分の足の指にかけた紐に布を編み込んでぞうりを作ります。 10月27日
長岡市栃尾文化センター2階
和室

長岡市立栃尾地域図書館
【長岡市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
ほか各所

①③
人形浄瑠璃「猿八座」による『山椒大夫』
の復活上演

人買いに売られた安寿と厨子王は脱出して、別れた母と佐渡で再会、盲目
の母が開眼する著名な物語。佐渡に伝わった文弥人形を継承する「猿八
座」が人形浄瑠璃の名作を復活しました。

10月20日,11月3日,16
日,17日,30日

新潟県立歴史博物館　講堂
ほか

第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

無料
【イベントHP】
https://www.bourbon.co.jp/culture/

山椒太夫国文祭公演実行委員会
0257-23-8296

新潟県 長岡市 ①③
つたえる ふれる「 瞽女文化の魅力」を知
るバリアフリーシンポジウム

瞽女が実際どんな環境下で、何を人々に伝えたかを、映画「瞽女」の美しい
映像で皆さんと一緒に紐解きます。視覚障害の方にもバリアフリー活弁師
の進行でお楽しみいただけます。

10月27日 長岡リリックホールシアター
第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

無料
第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭新潟県実行委員
会

新潟県 長岡市 ①③ 小倉百人一首競技かるた全国大会
百人一首競技かるたの全国大会として、各都道府県対抗の団体戦を開催
し日本一を競います。約400人の選手がトップレベルの戦いを繰り広げま
す。静の緊張感と動の一瞬の激しさを是非体感してください。

11月2日～3日 長岡市市民体育館
第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

無料

第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭長岡市実行委員
会（長岡市市民協働推進部文化振
興課）

新潟県 長岡市 ①③ 大正琴の祭典
大正元年に生まれた楽器「大正琴」は、誕生以来百余年の歳月を先人の努
力により弾き紡がれてきました。全国の大正琴愛好者が長岡の地に集い、
大正琴音楽文化の歴史に新たな1ページを刻みます。

11月10日
長岡リリックホール　コンサー
トホール

第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭長岡市実行委員会

無料

第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭長岡市実行委員
会（長岡市市民協働推進部文化振
興課）

新潟県 長岡市 ② 長岡聾学校文化祭
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。

11月2日 新潟県立長岡聾学校 新潟県立長岡聾学校 無料
【長岡聾学校HP】
http://www.nagaokarou.nein.ed.jp/

中高教務室
0258-33-4835

新潟県
長岡市ほ
か各所

①③
「詩フェスティバル ～花火と良寛の地で
～」入賞作品巡回展示

文部科学大臣賞、県知事賞などに入賞した作品を巡回展示します。展示物
のデザイン・制作は授産施設のみなさん。「俳句」と「短歌」は、高校書道部
の生
徒さんの「書」で制作します。

10月26日～12月7日

柏崎市文化会館「アルフォー
レ」（展示ギャラリー）
刈羽村生涯学習センター「ラ
ピカ」
小千谷市市民会館（ホワイ
エ）

第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

無料

第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭新潟県実行委員
会内「詩フェスティバル」事務局
025-280-5933

新潟県
長岡市ほ
か各所

①③
「詩フェスティバル ～花火と良寛の地で
～」文芸散策バスツアー

長岡駅、柏崎駅発着で、良寛のふるさと出雲崎方面へ向かう昼食付きのバ
スツアーです。俳句・短歌の選者が同行し、即吟会も開催します。
お昼は、「さざえ」と「新米コシヒカリ」を使った炊き込みご飯をご用意。

10月27日 長岡市、柏崎市、出雲崎町
第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭新潟県実行委員
会内「詩フェスティバル」事務局
025-280-5933

新潟県
新潟市ほ
か各所

①③
まちなかアートプロジェクト　０光年芸術
展

０光年芸術展は、多様な個性への"ワープ"を楽しむ芸術展。商店街や公共
施設を中心に障害者アートを展示します。

8月3日～11月30日 新潟県内６地域
第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

無料
第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭新潟県実行委員
会

新潟県
新潟市ほ
か各所

①③ ゴーゴー美術館

全国初！タクシーで鑑賞するアートな時間。県内のタクシー等（約3,000台）
の車内において、障害者アート作品を展示します。この移動式美術館は全
国初の試みです。この機会に日常の移動時間を美術鑑賞に変えてみては
いかがでしょうか。

4月18日～11月30日 新潟県内各地
第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭新潟県実行委員
会
025-280-5987

新潟県
新潟市ほ
か各所

①③ 佐渡航路ふれあい美術館
佐渡汽船のカーフェリー船内やカーフェリーターミナルに障害のある方が制
作した美術作品の写真パネルを展示します。

7月12日～11月30日
佐渡汽船カーフェリー(おけさ
丸・ときわ丸)、佐渡汽船ター
ミナル(新潟・両津・直江津・小

第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭新潟県実行委員
会

新潟県
新潟市ほ
か各所

①②③
障害のある人ない人がともにつくる～え
ちごの大凧プロジェクト～

特別支援学校や小・中・高校生の生徒が共同で制作した大凧を各地で展示
し、新潟県の伝統文化を全国にPRします。
※展示場所は順次ホームページでお知らせします

9月24日～11月30日 新潟県民会館ｷﾞｬﾗﾘｰほか
第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

無料
第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭新潟県実行委員
会

新潟県
新潟市ほ
か各所

② 第29回全国産業教育フェア新潟大会 専門高校等の生徒による学習成果発表の祭典を行います。 10月26日～10月27日 朱鷺メッセ他 文部科学省他 無料
【産業教育フェア】
http://www.sanfair2019.nein.ed.jp/

新潟県教育庁
高等学校教育課
指導第２係
025-280-5612

新潟県 新潟市 ① 映画・ビデオ鑑賞会 「ゆずり葉の頃」（2014年/102分）を上映します。 10月27日
新潟県立生涯学習推進セン
ター

新潟県立生涯学習推進センター 無料
【生涯学習推進センター】
https://www.lalanet.gr.jp/

新潟県立生涯学習推進センター
025-284-6110

新潟県 新潟市 ① 季節の上映会
「永遠のルチアーノ・パヴァロッティ　世界が愛したマエストロ」（2007年/アメ
リカ/90分/吹替）を上映します。

11月7日
新潟県立生涯学習推進セン
ター

新潟県立生涯学習推進センター 無料
【生涯学習推進センター】
https://www.lalanet.gr.jp/

新潟県立生涯学習推進センター
025-284-6111

新潟県 新潟市 ① 季節の上映会
「プッチーニに挑む 岡村喬生のオペラ人生」（2012年/88分/ドキュメンタ
リー）を上映します。

11月14日
新潟県立生涯学習推進セン
ター

新潟県立生涯学習推進センター 無料
【生涯学習推進センター】
https://www.lalanet.gr.jp/

新潟県立生涯学習推進センター
025-284-6112

新潟県 新潟市 ①
特別企画展「江戸時代の庄屋さまは超多
忙！？～越後・佐渡の村役人の世界～」

江戸時代には優れた事務処理能力・文書処理能力を持った庄屋がそれぞ
れの村にいて、地方行政の末端を支えていました。当館所蔵資料を使っ
て、越後・佐渡における村役人の仕事の一端をわかりやすく紹介します。

10月29日～11月10日 新潟県立文書館閲覧室 新潟県立文書館 無料
【県文書館】https://www.pref-
lib.niigata.niigata.jp/?page_id=569

新潟県立文書館
025－284-6011

新潟県 新潟市 ① にいがた生涯学習県民フォーラム2019

「生涯学び活躍できる循環型生涯学習社会」の実現に向け、生涯学習の楽
しさや大切さを広く県民に伝えるためのフォーラムです。講演会や研修会、
各種活動紹介や体験活動のブース等たくさんのイベントを開催します。

11月9日～10日
県立生涯学習推進センター
県立図書館
県立文書館

新潟県
新潟県教育委員会

教育庁生涯学習推進課
生涯学習振興係
025-280-5616

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　「邪馬台国前後の土
器の移動～小さな土器片が語る交流の
歴史～」

新潟県内の遺跡で出土した遺物の数々から、テーマにそった逸品を集め
て、分かりやすく展示します。７～11月は「邪馬台国前後の土器の移動」を
テーマに展示します。

（７月）～11月29日 新潟大学附属図書館
新潟県教育委員会・新潟大学附属図
書館

無料
【新潟県文化行政課】
http://www.pref.niigata.lg.jp/bunkagy
osei/

新潟県教育庁文化行政課
埋蔵文化財係　025-280-5620

新潟県 新潟市 ③ 第6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15日～20日 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

無料
【新潟県政記念館】http://niigata-
bs.sakura.ne.jp/si/kensei/index.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、新潟大学人文学部准教授の堀健彦氏が、地
籍図から読み解いた佐渡の重要文化的景観の構造と変遷について解説し

10月19日
ほんぽーと新潟市立中央図
書館

新潟県、佐渡市 無料
【佐渡金山HP】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
025-280-5726

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）「ヒスイからみた縄文時代」

縄文人が最も大切に扱い、高い価値を認めたものがヒスイ製の装身具でし
た。ヒスイの加工や流通、そしてどんな人物が身につけたのかをさぐり、縄
文文化の特徴を考えます。

10月20日 新潟県埋蔵文化財センター
（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業
団

無料
【新潟県埋蔵文化財センター】
https://www.maibun.net/

新潟県埋蔵文化財センター　0250-
25-3981

申込不要。定員80
名。

新潟県 新潟市 ③ 越友楽道　第九回演奏会
地域に根差した演奏活動を続ける越友楽道（チェロ：根津要、チェンバロ：笠
原恒則）の九回目の演奏会です。今回はフルート奏者浅利守宏がゲストに
入り、バロック音楽を中心に演奏します。

10月22日 新潟県政記念館
新潟県政記念館、
越友楽道

【新潟県政記念館】http://niigata-
bs.sakura.ne.jp/si/kensei/index.html

新潟県政記念館
025-228-3607

新潟県 新潟市 ③ ブルーグラス　ライブコンサート
　アメリカルーツミュージックとアメリカ民謡(ブルーグラス)を、県内のバンド3
グループが演奏します。

11月3日 新潟県政記念館
新潟県政記念館、
新潟ブルーグラスの会

無料
【新潟県政記念館】http://niigata-
bs.sakura.ne.jp/si/kensei/index.html

新潟県政記念館
025-228-3607

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）「新潟県における弥生ヒスイ製勾玉の
生産と周辺地域との交流」

新潟県における弥生時代のヒスイ製勾玉の生産は、中期の中頃に本格的
に始まります。ヒスイ製勾玉の流通を介しての、隣接地域や遠隔地との交
流などについて解説します。

11月10日 新潟県埋蔵文化財センター
（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業
団

無料
【新潟県埋蔵文化財センター】
https://www.maibun.net/

新潟県埋蔵文化財センター
0250-25-3981

申込不要。定員80
名。

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61回「教育・文化週間」関連行事

新潟県 新潟市 ③
少年少女考古学教室（第３回）「石斧体験
と勾玉作り体験」

本物の石斧や勾玉を観察した後、石斧体験や勾玉作り体験を行います。考
古学者を目指そう！

11月10日 新潟県埋蔵文化財センター
（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業
団

無料
【新潟県埋蔵文化財センター】
https://www.maibun.net/

新潟県埋蔵文化財センター
0250-25-3981

要事前申込み（子
供のみ対象）。定
員20名。

新潟県 新潟市 ③
文化施設「無料観覧の日」
新潟市歴史博物館

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」とし、市内の文化施設の観覧料を無料にします。

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：
http://www.nchm.jp/

新潟市歴史博物館
025-225-6111

新潟県 新潟市 ①③
公開講演会
新潟清酒の魅力と展開

　新潟清酒の特徴はよく「淡麗辛口」と表現されますが、新潟の酒がすべて
辛口の一言で表現できるものではなく甘口の酒もあり、新潟清酒の特徴を
表現する言葉としては「淡麗」であり、豊かな味わいとすっきりとした後味の
軽さを併せ持つところにあります。
　本講演では、新潟の酒質がいかにして淡麗と変わっていったのか、さらに
未来を見据えた新潟独自の取り組みについてお話をいたします。

11月16日
新潟県立生涯学習推進セン
ター

放送大学

新潟県生涯学習推進センター
無料

https://www.sc.ouj.ac.jp/center/niig
ata/about/2019/05/18160712.html

放送大学新潟学習センター
025-228-2651

新潟県 新潟市等 ④ 新潟大学WeeK2019
大学祭や研究の紹介，学生作品の展示，各種体験等，約40のイベント等に
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19日～27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
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、新潟大学医歯学総合病院・眼科、新潟大学
人間支援科学教育研究センターの共催で実施します。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

10月3日～11月28日毎
週木曜日（10月24日を
除く）

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/society/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（8,800円）

新潟県 新潟市 ① 初心者でも分かりやすい「食の科学」
全国有数の穀倉地帯である新潟には優れた農産物があり、また新潟は全
国有数の食品加工地帯でもあります。本講座では、新潟を代表するキー
ワードである「食」に関連する新潟大学の研究を、初めての方にも分かりや

11月2日～11月16日毎
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/society/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（3,300円）

新潟県 新潟市 ① 先端科学技術で探る最新宇宙像

近年、宇宙に対する研究はニュートリノや重力波などの新しい情報源が使
えるようになってきました。これらの成果は一般にも報道され注目を集めて
います。また、従来からの電磁波を用いる方法でも先端技術を用い、宇宙
空間から観測するなどにより、新しい宇宙の姿が見えてくるようになりまし
た。関連研究分野の新潟大学の教員による最新研究成果を中心に、最新
の宇宙像や新たに期待される成果ついて紹介します。

11月2日～12月14日毎
週土曜日（11月23日を
除く）

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/society/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（6,600円）

新潟県 新潟市 ① 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

11月6日～12月25日毎
週水曜日

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/society/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（8,800円）

新潟県 新潟市 ①
佐渡は居よいか住みよいか－生き物か
らみた佐渡の自然－

文化・産業の継承・発展など地域創生の基盤となる豊かな生物多様性をも
つ佐渡島の自然環境について森、里、そして海の生態系区分ごとの、さら
に、それらが一体化した佐渡島としての生態系や生き物の特徴、魅力を紹
介します。そして、自然と共生する社会の実現について考えます。

11月6日～12月4日毎週
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/society/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（5,500円）

新潟県 新潟市 ①②③ 西区アートキャラバンIN佐潟2019
地域、西区役所、西区自治協議会、各教育施設、大学が連携して開催する
アートプロジェクト。中原邸公開、赤塚まち歩きガイドなどのイベントと連携し
て造形ワークショップやコンサート、作品展示などを行う。

10月12日～13日
赤塚神社・佐潟・佐潟湿地セ
ンター

アートクロッシングにいがた実行委員
会

無料
https://www.city.niigata.lg.jp/nishi/k
uyakusho/soshiki/nishi_seisaku.html

新潟市西区地域課
文化・スポーツ担当
025-264-7193

新潟県 新潟市 ①④ 糖尿病を知る集い２０１９
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10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　(新潟大学医歯学総合病院
血液・内分泌・代謝内科医局内）
025-368-9026

新潟県
新潟市
秋葉区

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
会開催記念　あたらしいかたち　新潟県
人作家展2019

新潟県内で洋画、版画、工芸に取り組む現存作家に焦点をあてた展覧会 9月14日～11月10日 新潟市新津美術館 新潟市新津美術館
新潟市新津美術館：
http://www.city.niigata.lg.jp/nam/

新潟市新津美術館
0250-25-1300

新潟県
新潟市
秋葉区

①③ 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。 10月26日，27日 小須戸まちづくりセンター
新潟市小須戸地区公民館、小須戸文
化協会

無料
新潟市小須戸地区公民館
0250-25-5715

新潟県
新潟市
秋葉区

③
文化施設「無料観覧の日」
新潟市新津鉄道資料館

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：
http://www.ncnrm.com/

新潟市新津鉄道資料館電話番号
0250-24-5700

新潟県
新潟市
秋葉区

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
する目的で一般市民に頒布します。

11月3日 新潟市立新津図書館 新潟市立新津図書館 無料
新潟市の図書館：
http://www.niigatacitylib.jp/

新潟市立新津図書館
0250-22-0097

新潟県
新潟市
秋葉区

③ 秋葉区健康ウオ－キング 秋葉区にある二つの国史跡とその周辺をウオ－キングします。 11月3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
秋葉区

③ 第35回 秋葉区吹奏楽フェステイバル
区内の中学校の吹奏楽部、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3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
新潟市秋葉区文化会館：
http://akiha-bunka.com/

新潟市秋葉区文化会館
0250-25-3301

新潟県
新潟市
秋葉区

①③ 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10日 小須戸まちづくりセンター
新潟市小須戸地区公民館、小須戸文
化協会

無料
新潟市小須戸地区公民館
0250-25-5715

新潟県
新潟市
秋葉区

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
石油の世界館：
http://www.shiteikanrisha.jp/sekiyu-
sekaikan

石油の世界館
0250-22-1400

新潟県
新潟市
北区

①③ 朗読会 文学作品や詩歌の朗読を行います。 10月19日 新潟市立豊栄図書館 新潟市立豊栄図書館 無料
新潟市の図書館：
http://www.niigatacitylib.jp/

新潟市立豊栄図書館
025-387-1123

新潟県
新潟市
北区

①③ 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。
10月19日～20日,11月4
日～7日

新潟市北地区公民館
北地区公民館利用団体連絡協議会、
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
北区

①③ 文化講座 新潟市北区とその周辺地域の文化や歴史についての講座を行います。 11月2日 新潟市立豊栄図書館 新潟市立豊栄図書館 無料
新潟市の図書館：
http://www.niigatacitylib.jp/

新潟市立豊栄図書館
025-387-1123

新潟県
新潟市
北区

③
文化施設「無料観覧の日」
水の駅「ビュー福島潟」

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」とし、市内の文化施設の観覧料を無料にします。

11月3日 水の駅「ビュー福島潟」 福島潟みらい連合 無料
水の駅「ビュー福島潟」：
http://www.pavc.ne.jp/~hishikui/inde
x.html

水の駅「ビュー福島潟」
電話：025-387-1491

新潟県
新潟市
北区

③ 北区郷土博物館まつり
3日 郷土芸能発表会，3日～4日 体験・実演コーナー
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 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：
https://www.city.niigata.lg.jp/kita/shi
setsu/yoka/bunka/kyodo/museum.h

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
北区

①③ 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4日～24日 新潟市豊栄地区公民館
豊栄地区公民館まつり実行委員会、
新潟市豊栄地区公民館

無料
新潟市豊栄地区公民館
025-387-2014

新潟県
新潟市
北区

①③ 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10日 新潟市北区文化会館
北区音楽祭実行委員会
北区文化会館、新潟市豊栄地区公民
館

無料
新潟市豊栄地区公民館
025-387-2014

新潟県
新潟市
北区

③
北区音楽文化の祭典Ⅱ第9回北区フィル
ハーモニー管弦楽団ファミリーコンサート

家族で楽しめることをコンセプトとした、北区フィルハーモニー管弦楽団のコ
ンサート。毎年違った演出で楽しませてくれます。

11月17日 新潟市北区文化会館
新潟市北区文化会館・北区フィル
ハーモニー管弦楽団

新潟市北区文化会館：
http://www.kitaku-bunkakaikan.com/

北区文化会館
025－388－6900

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
江南区

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13日 新潟市江南区文化会館 新潟市立亀田図書館 無料
新潟市の図書館：
http://www.niigatacitylib.jp/

新潟市立亀田図書館
025-382-4696

新潟県
新潟市
江南区

①③ 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1日～3日
亀田市民会館、
新潟市亀田地区公民館

亀田地区市民文化展実行委員会、新
潟市亀田地区公民館

無料
新潟市亀田地区公民館
025-382-3703

新潟県
新潟市
江南区

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7日～25日 江南区郷土資料館 新潟市立亀田図書館 無料
新潟市の図書館：
http://www.niigatacitylib.jp/

新潟市立亀田図書館
025-382-4696

新潟県
新潟市
江南区

①③ 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17日 新潟市江南区文化会館
かめだ音楽祭実行委員会、新潟市亀
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
江南区

①
もうだまされない！
その電話大丈夫？防ごう《特殊》詐欺 守
ろう財産（仮）

弁護士による詐欺被害にあわないための講演会を行います。 11月30日 新潟市江南区文化会館 新潟市立亀田図書館 無料
新潟市の図書館：
http://www.niigatacitylib.jp/

新潟市立亀田図書館
025-382-4696

新潟
新潟市
中央区

③ NEVER　COMPLETE　小畑健展
『ヒカルの碁』『DFATH NOTE』などの作品で知られ、「画力」で勝負し続ける
マンガ家小畑健の、出身地・新潟で開催される初の展覧会。描き下ろしの
新作をはじめ30年間の活躍を展観。

9月14日～11月10日 新潟市マンガ・アニメ情報館
小畑健展新潟実行委員会（新潟市、
TeNYテレビ新潟、新潟市マンガアニ
メ情報館）

新潟市マンガ・アニメ情報館：
http://museum.nmam.jp

新潟市マンガ・アニメ情報館
025-240-4311

新潟県
新潟市
中央区

①②③
第16回むかしのくらし展「布とむかしのく
らし」

新潟県内の編み物・織り物の歴史に触れながら、衣に関わるむかしのくらし
の道具を紹介します。

9月14日～12月8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：
http://www.nchm.jp/

新潟市歴史博物館
025-225-6111

新潟県
新潟市
中央区

① 新潟仏壇工芸展 新潟市の伝統工芸品である新潟仏壇について紹介します。
10月22日
～11月10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
新潟市文化財旧小澤家住宅：
http://www.nchm.jp/ozawake/index.
html

新潟市文化財旧小澤家住宅
025-222-0300

新潟県
新潟市
中央区

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26日～12月3日
新潟市立図書館
全館

新潟市立
中央図書館

無料
新潟市の図書館：
http://www.niigatacitylib.jp/

新潟市立中央図書館
025-246-7700

新潟県
新潟市
中央区

①③ 博物館講座「新潟市のお菓子・少史」
子どもにも大人にも愛好されるお菓子。お菓子の生活文化を紹介しつつ、
新潟市の歴史からみたお菓子について考えます。

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：
http://www.nchm.jp/

新潟市歴史博物館
025-225-6111

新潟県
新潟市
中央区

①③ 連句の祭典
全国及び海外から広く連句作品を募集し、審査を行い、入選・入賞作品を決
定します。また、伝統的な所作とともに連句を詠む「正式俳諧」を、中学生を
交えて行うほか、講演会や参加者による実作会も行います。

11月1日～3日
新潟大学教育学部
附属新潟中学校

文化庁、厚生労働省、新潟県、第34
回国民文化祭、第19回全国障害者芸
術・文化祭新潟県実行委員会、新潟
市、第34回国民文化祭、第19回全国
障害者芸術・文化祭新潟市実行委員
会、一般社団法人日本連句協会、新
潟大学、新潟県の連句を育てる会

文化ふっとつ新潟！：
https://niigata-
futtotsu.jp/event/3369/

新潟県の連句を育てる会
025‐262‐7117

新潟県
新潟市
中央区

①③ 洋舞踊ダンスフェスティバル
全国から参加する団体によるクラシックバレエ・モダンダンスの作品を発表
します。県内団体は新潟の民話「角兵衛獅子」（創作バレエ）と、にいがた交
響楽団の演奏による新潟讃歌「水の物語」（モダンダンス）を上演。

11月3日 新潟県民会館大ホール

文化庁、厚生労働省、新潟県、第34
回国民文化祭、第19回全国障害者芸
術・文化祭新潟県実行委員会、新潟
市、第34回国民文化祭、第19回全国
障害者芸術・文化祭新潟市実行委員
会、公益財団法人日本バレエ協会、
一般社団法人現代舞踊協会、新潟県

文化ふっとつ新潟！：
https://niigata-
futtotsu.jp/event/2550/

新潟県洋舞踊協会
025‐266‐7945

新潟県
新潟市
中央区

③
文化施設「無料観覧の日」
旧齋藤家別邸

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」とし、市内の文化施設の観覧料を無料にします。

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

旧齋藤家別邸
電話：025-210-8350

新潟県
新潟市
中央区

③
文化施設「無料観覧の日」
新潟市文化財旧小澤家住宅

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 新潟市文化財旧小澤家住宅 新潟市文化財旧小澤家住宅 無料
新潟市文化財旧小澤家住宅：
http://www.nchm.jp/ozawake/index.
html

新潟市文化財旧小澤家住宅
025-222-0300

新潟県
新潟市
中央区

③

文化施設「無料観覧の日」
新潟市美術館
コレクション展Ⅱ 抽象の快楽、具象の誘
惑

一般的に相反する心的作用として説明される抽象と具象。20世紀以降、造
形表現の実験的取り組みから生み出された様々な作品を通して、各々の魅
力や相通じる要素をいくつかのキーワードを手掛かりに再確認します。

11月3日 新潟市美術館 新潟市美術館 無料

新潟市美術館：
http://www.ncam.jp/

新潟市美術館フェイスブック：
www.facebook.com/ncam.tsunagaru/

新潟市美術館
025-223-1622

企画展「アンド
リュー・ワイエス展」
は有料

新潟県
新潟市
中央区

①③

文化施設「無料観覧の日」
會津八一記念館2019年特別展「富本憲
吉と會津八一～孤高の美の求道者たち
～」

特別展の無料公開。奈良県立美術館が所蔵する陶芸家・富本憲吉の貴重
な名品を中心に、同時代の芸術家・會津八一との交流と作品を紹介する特
別展。平成24（2012）年に奈良県と新潟市は歴史・文化交流協定を結んで
おり、互いの地域を代表する芸術家が一堂に会する、またとない機会とな

11月3日 新潟市會津八一記念館
新潟日報社、ＢＳＮ新潟放送、新潟
市、公益財団法人會津八一記念館

無料
新潟市會津八一記念館：
http://aizuyaichi.or.jp/

新潟市會津八一記念館
025-282-7612

新潟県
新潟市
中央区

① ビブリオバトル
発表者がそれぞれおすすめする本を１人５分で順番に紹介。観覧者がその
中で一番読みたくなった本（＝チャンプ本)を投票して決定する「知的書評合

11月3日 新潟市立中央図書館 ビブリオバトル愛好会☆新潟 無料
新潟市の図書館：
http://www.niigatacitylib.jp/

新潟市立中央図書館
025-246-7700

新潟県
新潟市
中央区

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、日頃から備え、自ら考え行動する力を養います。ま
た、他校の生徒と協力して取組み、コミュニケーション能力を養います。

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

新潟県
新潟市
中央区

①③ 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。
11月3日，17日，12月1
日，15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：
http://www.nchm.jp/

新潟市歴史博物館
025-225-6111

新潟県
新潟市
中央区

③ 旧小澤家住宅　秋の大文化祭
新潟のアーティストによるお座敷ライブやワークショップ、美味しいパンや紅
茶、１日限定のバーなどで、新潟の町家の秋を堪能できます。

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
新潟市文化財旧小澤家住宅：
http://www.nchm.jp/ozawake/index.
html

新潟市文化財旧小澤家住宅
025-222-0300

新潟県
新潟市
中央区

③
若者の文化活動推進交流会
カルチャーMIXフェスタ

今年で12回目の開催となる、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。ステージ演目と作品展示を2本柱とし、毎年多くの個人・
団体が参加します。今年のテーマは『SMILE×SMILE』です。

11月23日～24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：
http://c-mix-official-
web.amebaowned.com

カルチャーMIX
フェスタ実行委員会
c-mix@love-ism.com

新潟県
新潟市
西蒲区

①③ 巻地区文化祭 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19日，20日，26日，
27日

新潟市巻地区公民館 新潟市巻地区公民館 無料
新潟市巻地区公民館
0256-72-3329

新潟県
新潟市
西蒲区

①③ 図書館をデコっちゃおう！In岩室図書館
秋にまつわる巨大アートを作成し展示します。大型絵本を含む読み聞かせ
や手袋シアターを開催します。

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

新潟市立岩室図書館
0256-82-4433

新潟県
新潟市
西蒲区

①③ 潟東総合文化祭
公民館利用団体・地区内の勤務者・保育園児・小中学生の作品展示や、子
ども茶会・菊花展・市民茶会を行います。

11月2日～3日 潟東農村環境改善センター 潟東総合文化祭実行委員会 無料
新潟市潟東地区公民館
0256-86-2311

新潟県
新潟市
西蒲区

③
文化施設「無料観覧の日」
樋口記念美術館

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」とし、市内の文化施設の観覧料を無料にします。

11月3日 樋口記念美術館 新潟市潟東ゆう学館 無料
新潟市潟東ゆう学館
0256-86-2311

新潟県
新潟市
西蒲区

③
文化施設「無料観覧の日」
潟東歴史民俗資料館

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」とし、市内の文化施設の観覧料を無料にします。

11月3日 潟東歴史民俗資料館 新潟市潟東ゆう学館 無料
新潟市潟東ゆう学館
0256-86-2311

新潟県
新潟市
西蒲区

③
文化施設「無料観覧の日」
澤将監の館

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」とし、市内の文化施設の観覧料を無料にします。

11月3日 澤将監の館 新潟市澤将監の館 無料
澤将監の館
025-375-1300

新潟県
新潟市
西蒲区

③
文化施設「無料観覧の日」
中之口先人館

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」とし、市内の文化施設の観覧料を無料にします。

11月3日 中之口先人館 中之口先人館 無料
中之口先人館
025-375-1112

新潟県
新潟市
西蒲区

①③ 潟東地区芸能祭
日常生活の中で、文化活動に親しむ潟東地区の愛好者の方々が、よさこ
い・唄・踊り・ダンス等を行います。

11月16日 潟東農村環境改善センター 新潟市潟東地区公民館 無料
新潟市潟東地区公民館
0256-86-2311

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
新潟市
西区

①③ 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19日～29日 新潟市西地区公民館 新潟市西地区公民館 無料
新潟市西地区公民館
025-261-0031

新潟県
新潟市
西区

③
企画展「邪馬台国の時代７　弥生時代後
期の北越と北陸・長野との交流-北陸・長
野の天王山式土器」

東北南部や阿賀北で作られた天王山式土器が、北陸や長野県北部で出土
します。東北南部や阿賀北の人々が日本海の海岸沿いや信濃川を遡って
交流したと考えられます。その謎に迫ります。

11月6日～3月29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：
http://www.city.niigata.lg.jp/kanko/b
unka/rekishi/maibun/kuni_furutsuhac
himan/

新潟市文化財センター
025-378-0480

新潟県
新潟市
西区

③
企画展関連講演会「（仮）弥生時代にお
ける北陸地方西部と下越地方の交流」

史跡古津八幡山　弥生の丘展示館の企画展に関連し、弥生時代の地域間
交流について、石川県埋蔵文化財センターの久田正弘氏から講演をいただ
きます。

11月17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：
http://www.city.niigata.lg.jp/kanko/b
unka/rekishi/maibun/kuni_furutsuhac
himan/

新潟市文化財センター
025-378-0480

新潟県
新潟市
西区

③ 企画展「成熟した縄文文化」 旧巻町の御井戸遺跡を例に、縄文時代晩期の文化について探ります。 11月19日～3月15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：
http://www.city.niigata.lg.jp/kanko/b
unka/rekishi/maibun/

新潟市文化財センター
025-378-0480

新潟県
新潟市
東区

① 第43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20日,11月2日～3
日,9日

新潟市中地区公民館
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

新潟県
新潟市
東区

③ 第27回「木戸地区音楽芸能文化祭」
新潟市東区木戸地域の音楽芸能活動団体や地元中学校吹奏楽部等によ
る音楽芸能発表会です。子どもから高齢者までのあらゆる世代が出演する
地域発の文化祭で、今年で27回目となります。

11月3日 東区プラザ
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
東区

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。 11月3日,9日,10日,30日 新潟市東地区公民館 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
東区

① ファインダーのこっち側
新潟市で活躍するプロカメラマン渡部佳則さんによる講演会です。ご自身が
撮影した写真や、撮影時のエピソードなどを紹介します。

11月7日 新潟市石山地区公民館 新潟市石山地区公民館 無料
新潟市石山地区公民館
025-250-2930

新潟県
新潟市
南区

①③ 白根学習館まつり
区民の文化活動振興を図るため、日頃の活動成果の発表と鑑賞の場を提
供します。

10月12日～13日，11月2
日～4日，23日

白根学習館 白根文化協会 無料
新潟市白根地区公民館
025-372-5533

新潟県
新潟市
南区

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月下旬 新潟市立月潟図書館 新潟市立月潟図書館 無料
新潟市の図書館：
http://www.niigatacitylib.jp/

新潟市立月潟図書館
025-375-3001

新潟県
新潟市
南区

① わくわくスタンプラリー
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
新潟市立月潟図書館

新潟市立白根図書館、新潟市立月潟
図書館

無料
新潟市の図書館：
http://www.niigatacitylib.jp/

新潟市立白根図書館
025-372-5510
新潟市立月潟図書館
025-375-3001

新潟県
新潟市
南区

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～7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
新潟市味方地区公民館
025-373-4788

11月3日のみ観覧
料

新潟県
新潟市
南区

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（南区役所産業
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）

新潟県
新潟市
南区

③
文化施設「無料観覧の日」
重要文化財旧笹川家住宅（笹川邸）

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」とし、市内の文化施設の観覧料を無料にします。

11月3日
重要文化財旧笹川家住宅(笹
川邸）

南区役所地域総務課 無料
重要文化財旧笹川家住宅：
http://www.city.niigata.lg.jp/kanko/re
kishi/bunkazai/shokai/sasagawatei.ht

重要文化財旧笹川家住宅(笹川邸）
025-372-3006

新潟県
新潟市
南区

③
文化施設「無料観覧の日」
曽我・平澤記念館

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」とし、市内の文化施設の観覧料を無料にします。

11月3日 曽我・平澤記念館 南区役所地域総務課 無料
曽我・平澤記念館：
http://www.city.niigata.lg.jp/minami/
shisetsu/yoka/bunka/sogahirasawa.h

曽我・平澤記念館
025-373-6600

新潟県
新潟市
南区

③
文化施設「無料観覧の日」
しろね大凧と歴史の館

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」とし、市内の文化施設の観覧料を無料にします。

11月3日 しろね大凧と歴史の館 南区役所地域総務課 無料

しろね大凧と歴史の館：
http://www.shiteikanrisha.jp/ootako/
index.html
しろね大凧と歴史の館（市HP）：
http://www.city.niigata.lg.jp/minami/
shisetsu/yoka/bunka/takotorekishiy
akata.html

新潟市しろね大凧と歴史の館
025-372-0314

新潟県
新潟市
南区

① ぶっくぶくろぅ（本の福袋） 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
市立月潟図書館

新潟市立白根図書館、新潟市立月潟
図書館

無料
新潟市の図書館：
http://www.niigatacitylib.jp/

新潟市立白根図書館
025-372-5510
新潟市立月潟図書館
025-375-3001

新潟県
新潟市
南区

① 雑誌リサイクル会 保存年限の切れた雑誌を図書館来館者へ配布します。 11月上旬 新潟市立白根図書館 新潟市立白根図書館 無料
新潟市の図書館：
http://www.niigatacitylib.jp/

新潟市立白根図書館
025-372-5510

新潟県
新潟市
南区

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
新潟市の図書館：
http://www.niigatacitylib.jp/

新潟市立月潟図書館
025-375-3001

新潟県
西蒲原郡
弥彦村

①②③
永吉秀司日本画展
　路傍のカケラ～小さきものたちの囁き

新潟大学教育学部准教授　永吉秀司の日本画作品による個展。昨年幻冬
舎より刊行された書籍「路傍の雫」に掲載された作品を中心展示。

10月13日～11月30日 弥彦の丘美術館 弥彦村教育委員会
www.vill.yahiko.niigata.jp/exhibition/e
xhibition_museum/

弥彦村教育委員会
0256-94-3131

新潟県 胎内市 ①②③ 発見！多様な食文化から見るベトナム
ベトナムの国土は南北に約1,650㎞。ベトナムからの留学生を交えた多様な
食文化の紹介から、あらたなベトナムを探ります。また、胎内市におけるベ
トナム野菜の栽培についても触れます。

11月2日
新潟食料農業大学胎内キャ
ンパスF棟１０２

(公財)新潟県国際交流協会 無料
http://www.niigata-
ia.or.jp/jp/index.html

新潟食料農業大学事務局学務課
(0254-28-9855）

新潟県 見附市 ①③ アマチュアジャズフェスティバルin見附
県内アマチュアジャズバンドの友好親睦をテーマに、各バンドが特色ある演
奏を披露します。また、国内外で活躍するプロジャズプレイヤーによる演奏
も有り。すべてのジャズファンが楽しめるコンサートです。

11月3日
見附市文化ホール　アルカ
ディア

見附市
見附市文化ホール
0258-63-5321

新潟県 南魚沼市 ①③
特別展『雪の恩返し ～越後上布・米・鈴
木牧之と北越雪譜～』

この地で「雪」により育まれた「越後上布と越後上布から生み出された塩沢
の絹織物」・「米」、雪国の暮らしと文化を著した江戸時代のベストセラー「北
越雪譜」と著者の鈴木牧之についての展示や実演体験を行います。

㋈14日～12月2日
鈴木牧之記念館、塩沢勤労
者体育館

第34回国民文化祭・第19回全国障害
者芸術・文化祭南魚沼市実行委員会
事務局

第34回国民文化祭・第19回全国障
害者芸術・文化祭南魚沼市実行委
員会事務局（南魚沼市教育委員会
社会教育課文化振興係内）
025-773-3756

新潟県 南魚沼市 ①③④
直江兼続公没後400年記念特別展「坂戸
城とその支配 ～戦国時代から今へ～」

直江兼続公没後400年、史跡坂戸城跡の国指定40周年、坂戸城跡石垣復
元整備の完成を記念し、南魚沼に所縁のある武将と城に焦点を当てた特別
展です。

㋈21日～11月30日 南魚沼市民会館（展示室）
第34回国民文化祭・第19回全国障害
者芸術・文化祭南魚沼市実行委員会
事務局

無料

第34回国民文化祭・第19回全国障
害者芸術・文化祭南魚沼市実行委
員会事務局（南魚沼市教育委員会
社会教育課文化振興係内）
025-773-3756

新潟県 南魚沼市 ①③ 雪国の料理教室
人気レストランなどの講師による、この地域の滋味あふれる食材を使った特
別な料理教室です。雪国ならではの食に触れ、食から地域を学ぶ機会を提
供します。

10月24日,11月17日
魚沼の里　ブラン ラボ（ブラン
ドゥ ブラン 2F）

第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

第34回国民文化祭、第19回全国障
害者芸術・文化祭新潟県実行委員
会

新潟県 南魚沼市 ①②③
MSGフェスタ ～愛と義で未来を切り拓くイ
ンクルージョン・フェスティバル～

南魚沼市立総合支援学校（MSG）と地域で創る参会者全員で楽しむ歌や演
奏などのイベント。新潟の歌姫TSUNEIさんをはじめプロの皆さんも友情出
演♪販売・飲食ブースも充実。MSGカフェも出店します！

11月1日,2日 南魚沼市民会館 南魚沼市 無料
南魚沼市総合支援学校　共生社会
づくり推進室
025-773-3776

新潟県 南魚沼市 ①③ 劇団四季ミュージカル「はだかの王様」
見えない服が、あなたの心を見せてくれる。おしゃれに夢中な王様がつくら
せる不思議な服をめぐって繰り広げられる物語は「本当のことを言う勇気」
の大切さを教えてくれます。

11月3日 南魚沼市民会館　大ホール 南魚沼市
南魚沼市民会館
025-773-5500

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 妙高市 ①③ こころのままのアート展
障がいのある人の創作活動の発表の場としてアート展を開催します。心の
ままに表現される作品をお楽しみください。

10月26日～11月4日
妙高市新井総合コミュニティ
センター

妙高市 無料
妙高市役所　福祉介護課
0255-74-0015

新潟県 妙高市 ①③
はり絵作家 岡田清和×日本画家 大矢
紀 ふるさとの作家展

重い障害を持ちながらも、きらめく感性と繊細な技術で見る人の心を打つ作
品をつくり続けるはり絵作家「岡田清和さん」。長岡市出身で、妙高山や花
などの自然を描く、日本を代表する日本画家「大矢紀さん」による作品展で

10月26日～11月4日
妙高市新井総合コミュニティ
センター

妙高市
はり絵作家岡田清和さんを支援す
る会（妙高市生涯学習課内）
0255-74-0035

新潟県 妙高市 ①③ 妙高アート展
プロ・アマ、ジャンルを問わず市内在住並びに妙高にゆかりのある芸術愛
好家によるアート作品の展覧会を開催。作者と来場者が交流と親睦を深め
ながら、アートを通してふるさと妙高の良さを再発見します。

11月9日,10日 妙高ふれあいパーク 妙高市 無料
妙高アート展実行委員会事務局（妙
高書院内）
0255-82-3387

新潟県 妙高市 ①③ オペラ「白狐」日本語版（全３幕）
2013年に世界初演した、オペラ「白狐」を国民文化祭の開催に合わせて再
演。岡倉天心の絶筆オペラ戯曲「白狐（The White Fox）」に込められた「愛と
慈悲」の心を天心終焉の地、妙高から全国に発信します。

11月17日 妙高市文化ホール 妙高市
妙高市文化ホール
0255-72-9411

新潟県 妙高市 ①③ 天心サミットin妙高
近代日本美術の発展に多大な功績を残した文化人「岡倉天心」。天心が最
も愛し終焉の地となった妙高で、法隆寺管長「大野玄妙氏」による記念講話
をはじめ、茶会やサミットなどを開催。天心の魅力を全国に発信します。

11月17日,18日 妙高市文化ホール 妙高市 無料
にいがた妙高岡倉天心顕彰会事務
局（赤倉温泉総合事務所内）
0255-87-2165

新潟県 村上市 ①③
旧出羽街道ウォーキング～松尾芭蕉ゆ
かりの地めぐり～

旧出羽街道大沢峠の古道石畳掘り出し体験と松尾芭蕉「奥の細道」ゆかり
の地巡り、旧街道農家レストランでの昼食を組み込んだウォーキングバスツ
アーです。行程の中には、バス移動と約５キロのウォーキングが含まれてい

10月20日 旧出羽街道大沢峠ほか
第34回国民文化祭、第19回全国障害
者芸術・文化祭新潟県実行委員会

大滝観光
0254-62-7789

新潟県 村上市 ② かがやき祭
特別支援学校で学ぶ子どもたちが、日頃の学習の成果を発表します。今年
は「全国障害者芸術・文化祭にいがた大会」の会場の一つとして「アート体
験ワークショップ」を行います。

10月12日 新潟県立村上特別支援学校 新潟県立村上特別支援学校 無料
【村上特別支援学校】
http://www.murakami-
tk.nein.ed.jp/index.html

村上特別支援学校
0254-53-1415

新潟県 弥彦村 ①③
天皇陛下御即位奉祝記念大会 第五十
九回新潟県菊花展覧会（弥彦菊まつり）

出品数・部門とその品質の高さから全国一と称される一大展覧会です。一
本の幹から数百輪の花をつける数咲や、約三万本の小菊にて景勝地を表
現する風景花壇、小菊盆栽など大小約四千鉢の多種多様な菊花が境内を

11月1日～24日 彌彦神社境内　特設花壇 弥彦村 無料
彌彦神社内
新潟県菊花連盟事務局
0256-94-2001
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