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● 新潟県立図書館（新潟市中央区女池南 3丁目 1番 2号） 

催事名 1 第 17回くらし応援講座 『私の越後百山 ― 佐藤れい子さん

が語る新潟の山々 ―』 

内容：日本山岳会越後支部に所属され、「越後百山」（新潟日報事業社）

の著者で知られる佐藤れい子氏をお迎えし、県内の山々を登られた体

験談や、山歩きの基本、初心者のためのトレッキング・ノウハウなど

をお話しいただきます。「初心者でもわかる」また、「中・上級者も楽

しい」内容です。 

日時： 7月 6日（土）午後 1時 30分～3時（午後 1時開場） 

その他：聴講無料、ただし事前申込みが必要（先着 180名まで ）  

催事名 2 第 18回くらし応援講座 朗読会 

内容：元 NHK新潟アナウンサーで、現在はフリーアナウンサーとして

ご活躍されている、渡辺ひとみ氏を講師にお招きし、朗読会を開催し

ます。 

日時： 7月 19日（金）午後 1時 30分～3時（午後 1時開場） 

その他：聴講無料、ただし事前申込みが必要（先着 80名まで ）  

※ お問合せ先 

  新潟県立図書館 TEL 025-284-6001 

 

● 新潟県立万代島美術館（新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル5階） 

催事名１ ミュシャ財団秘蔵 ミュシャ展 ― パリの夢 モラヴィア

の祈り 

 内容：アール・ヌーヴォー様式の巨匠、アルフォンス・ミュシャ。 

  ミュシャ財団が秘蔵するファミリーコレクションより、珠玉の作品 

  約 240点を展示 

 期間：6月 1日（土）～8月 11日（日） 

入場料：一般 1,300円、大学及び高校生 1,100円、小中学生無料 

  身体障害者手帳をお持ちの方は無料 

第一種身体障害者の方の付添者（移動支援者）及び車いす利用の 

県内主要文化施設の催し紹介 
（6月中旬～8月上旬） 
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方の付添者（移動支援者）1名は無料 

催事名 2 ギャラリー・トーク「教えて！ミュシャ」 

 内容：TeNYテレビ新潟アナウンサーと万代島美術館学芸員による 

ギャラリー・トーク 

 日時：6月 15日（土）、7月 6日（土）及び 7月 20日（土）の 3 

回開催、何れも午後 2時から 

 会場：万代島美術館展示室（万代島ビル 5階） 

 その他：申込み不要、入場料は１と同じ 

催事名３ 記念講演会「ミュシャ 二都物語 ～パリとプラハ～」 

 内容：ミュシャ展を監修された千足伸行氏（せんぞくのぶゆき、成城 

  大学名誉教授）の講演会  

 日時：6月 22日（土） 午後 2時～ 

 会場：NICOプラザ会議室（万代島ビル 11階） 

 その他：申込み不要、聴講無料 

催事名４ 美術鑑賞講座「チェコの美術とミュシャ」 

 内容：万代島美術館の学芸員によるミュシャ展に因んだ美術鑑賞講座 

 日時：7月 14日（日） 午後 2時～ 

 会場：NICOプラザ会議室（万代島ビル 11階） 

 その他：申込み不要、聴講無料 

※ お問合せ先 

  新潟県立万代島美術館 TEL 025-290-6655 

 

● いくとぴあ食花（新潟市中央区清五郎地区） 

施設概要 食と花の交流センターエリア「いくとぴあ食花」 

 「いくとぴあ食花」は、鳥屋野潟のほとりに位置し、新潟市が誇る食

と花をメインテーマに、子どもから大人まで様々な体験と交流ができる

エリアです。 

エリア内には、食と花を楽しみながら学べる「食育・花育センター」と、

5月 25日にオープンした子どもたちが遊具を使って体を動かしたり、

ものづくりを楽しむことができる「こども創造センター」、アルパカやヤ

ギ、ヒツジなどと触れ合える「動物ふれあいセンター」もあります。 

 開館時間：午前 9時～午後 5時 

休館日：毎週月曜日（休日の場合は直後の平日）、年末年始 
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催事名 いくとぴあ食花 夏休み子どもまつり 

 内容：新潟大学生によるワークショップ、食育・花育体験、動物との

ふれあい体験など、子どもたちの好奇心・探究心をくすぐる様々な

楽しい体験イベントがあります。 

 期間：8月 3日（土）～4日（日） 

※ お問合せ先 

  食育・花育センター  TEL 025-282-4181 

  こども創造センター  TEL 025-281-3715 

  動物ふれあいセンター TEL 025-283-1192 

 

● 新潟市美術館（新潟市中央区西大畑町 5191－9） 

催事名 美術講座 ～日本が滅亡論とは何だったのか～ 

 内容：敗戦後の我が国を覆った反省的な思潮のなかで、これまで権威

とされてきた伝統的な分野に強い批判が加えられ、日本画滅亡も唱

えられたと言われます。この「定説」は、実は「伝説」にすぎなか

ったことが明らかになっています。むしろ日本画は、常に「滅亡論」

とともにあったジャンルなのです。 

 日時：8月 17日（土） 午後 2時～約 1時間 

 聴講定員等：聴講無料、事前申込み不要、ただし先着 80名まで 

※ お問合せ先：新潟市美術館 TEL 025-223-1622 

 

● 国営越後丘陵公園（長岡市宮本東方町字三ツ又 1950 番１） 

催事名１ 香りのばらまつり 

内容：香りにこだわった 609品種 2,220株のばらが植栽されている 

「香りのばら園」は今年 10周年を迎え、ばらまつり期間中の土・ 

日には、ガーデンツアーや講演会、栽培講習会、クラフト教室など 

のばらにまつわる様々なイベントが盛り沢山 

 期間：6月 1日（土）～6月 23日（日） 

入園料：大人（15歳以上）400円、小人（小・中学生）80円、シル 

バー（65歳以上）200円 

身体障害者手帳をお持ちの方及び身体障害者手帳をお持ちの方の 

付添者（移動支援者）1名は無料 

催事名２ 初夏の香り ROSE GARDEN COＮCERT 
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 内容：ピアノとクラリネットによるコンサートです。 

東京を拠点に演奏活動をされている斎藤クミコさん（ピアノ）、高井 

洋子さん（クラリネット）のデュエット演奏 

 場所：香りのばら園（雨天時は「花と緑の館」） 

 日時：6月 23日（日） 午後 1時～、3時 30分～ 

 入園料：１とおなじ 

※ お問合せ先 

  越後公園管理センター TEL 0258-47-800１ 

 

● 新潟県立歴史博物館（長岡市関原町 1丁目字権現堂 2247番２） 

催事名：夏季企画展「弥生時代のにいがた―時代がかわるとき―」 

内容：約 2500年前、今の新潟県の地域にもコメを中心とした暮らし 

が始まろうとしていました。しかし、時代は一気に変わったのでは 

なく、西や南からの波が寄せては返す中で段階を経て、暮らしが変 

化していき、やがて倭の国の基礎ができていきました。最新の新潟 

および北陸の弥生時代の出土遺物を使って大きな時代の変化を展示 

します。 

   展示室内の体験コーナーとして、貫頭衣試着、石包丁などをさわ 

る体験、土器パズルがあります。 

 開催期間：7月 27日（土）～9月 8日（日） 

入場料：一般 700円、高校・大学生 500円、中学生以下無料 

身体障害者手帳をお持ちの方及び第 1種身体障害者手帳をお持ちの 

方の付添者（移動支援者）1名は無料 

※ お問合せ先 

  新潟県立歴史博物館 TEL 0258-47-613５ 

 

● 長岡市立中央図書館（長岡市学校町 1丁目 2番 2号） 

催事名 生誕 90周年記念「山下清展」記念講演会 ～家族が語る山下

清～ 

 内容：山下清の甥、山下浩氏の講演会で対象は高校生以上 

 日時：7月 21日（日） 午後 2時～3時 30分 

会場：長岡市立中央図書館 2階講堂 

 申込受付：7月 9日（火）から、電話、図書館窓口、ホームページで 

受付（ただし、先着 180名まで） 
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 聴講料：「山下清展」観覧券が必要です。観覧券は、一般が 700円 

  障害者手帳をお持ちの方及びその付添者（移動支援者）1名は無料 

※ お問合せ先 

  長岡市立中央図書館 TEL 0258-32-0658 

 

● 長岡市寺泊水族博物館（長岡市寺泊花立 9353－158） 

通年催事１ マリンガールによる餌付けショー（休館日以外毎日） 

 内容：マリンガールが水槽の中で魚たちに直接エサを食べさせます。 

  魚たちの餌の食べっぷりにビックリします。 

 時間：午前 10時 15分、11時 30分 

    午後 1時 30分、3時 

通年催事２ テッポウウオの餌取り射撃ショ―（休館日以外毎日） 

 内容：水を飛ばして水上の餌を落として食べるテッポウウオ、その素 

晴らしい命中率は驚きです。 

時間：午前 10時、11時 

    午後 1時、2時、3時 15分 

期間催事 動物ふれあい教室「サメにどきどきタッチ」 

 内容：40センチほどのサメに触ってサメ肌を実感することができます。 

 期間：6月 30日までの土・日、祝日 

 時間：午前 10時 30分から 

 場所：2階ペンギン広場 

※１ 入館料 

一般 700円、中学生 450円、小学生 350円、幼児（3歳以上） 

150円 

障害者手帳をお持ちの方は、一般 350円、中学生 225円、小学 

生 175円、幼児（3歳以上）100円 

1種身体障害者手帳をお持ちの方の付添者（移動支援者）は 1名 

に限り無料 

※２ お問合せ先 

   長岡市寺泊水族博物館 TEL 0258-75-4936 

 

● 上越市立水族博物館（上越市西本町 4丁目 19番 27号） 

通年催事 光と音の演出（休館日以外毎日） 

 内容：一番大きな水槽・マリンジャンボでは、約 40種 2,000匹の海 

水魚が優雅に泳いでいます。その水槽では、まばゆい光と綺麗な音 
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色で魚たちが海の中を泳いでいる様子を演出しています。 

時間：午前 10時 45分、11時 45分 

午後 0時 45分、1時 45分、3時、3時 45分  

通年展示 ビーチランド（休館日以外毎日） 

 内容：ビーチランドでは、磯や岩礁などにすむメジナ、イソギンチ 

ャク、ヒトデなどいろいろな生き物が観察できます。これらの生き 

物を実際に手に取り、直接感じることができます。また、水の中で 

それぞれのすんでいる場所の違い、動きの違いなどを観察すること 

ができます。 

夏季特別展 イルカショー 

内容：２頭のバンドウイルカ「アイ」と「エツ」によるダイナミックで

スリリングなイルカショー！観客席まで水しぶきが飛ぶジャンプは迫

力満点です！トレーナーの解説や、イルカと観客のふれあいコーナー

もあります。 

期間：7月 13日（土）～8月 25日（日） 

時間：午前 9時 30分、11時 30分 

午後 1時 30分、3時 15分、5時 

※１ 夏季特別展（イルカショー）開催期間以外の入館料 

一般（高校生以上）900円、小・中学生 400円、幼児（3歳以 

上）200円 

身体障害者手帳をお持ちの方は、一般（高校生以上）450 円、小・ 

中学生 200円、幼児（3歳以上）100円 

障害の程度が 1級から 3級の身体障害者手帳をお持ちの方及び療 

育手帳判定Aに該当の方の付添者（移動支援者）1名は、障害のあ 

る方と同額 

※２ 夏季特別展（イルカショー）開催期間中の入館料 

一般（高校生以上）1,200円、小・中学生 500円、幼児（3歳 

  以上）300円 

身体障害者手帳をお持ちの方は、一般（高校生以上）750 円、小・ 

中学生 300円、幼児（3歳以上）200円 

障害の程度が 1級から 3級の身体障害者手帳をお持ちの方の付添 

者（移動支援者）1名は、障害のある方と同額 

※３ お問合せ先 

    上越市立水族博物館 TEL 025-543-2449 


