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メールにいがた第 105号（2013 年 12 月号）別冊 

 

 

 

 

 

●新潟県立図書館（新潟市中央区女池南 3－1－2） 

 開館時間：火～金曜日 午前 9 時 30 分～午後 7 時 

      土・日・祝日 午前 9時 30 分から午後 5 時 

催事名 第 19 回ふるさと講座「長岡藩から見た新潟湊の繁栄（仮題）」 

 内容：江戸時代に長岡藩が統治した新潟湊の繁栄と、新潟を舞台にし

た抜け荷事件の顛末などについて、河井継之助記念館館長・稲川明

雄氏の解説により学びます。 

 日時：2 月 15日（土） 午後 1時 30 分～3 時 

 会場及び定員：ホール 180名 

 聴講料：無料 ただし、事前の申込みが必要です。 

 申込み方法：はがき、FAX による申込み、県立図書館ホームページの

各種申込み案内からの申込み、又は来館（カウンター）にてお申込

み下さい。 

お問合せ先 新潟県立図書館 TEL 025－284－6001 

 

●新潟県立文書（ぶんしょ）館（県立図書館内） 

開館時間：火～金曜日 午前 9 時 30 分～午後 7 時 

     土・日・祝日 午前 9 時 30 分～午後 5 時 

催事名１ 平成 25 年度 第 2 回文書館歴史講座 「近世越後平野の舟 

運～縦横に活動する下条舟～」 

内容：江戸時代、越後と会津領を結ぶ舟運の大動脈だった阿賀野川。 

しかし、その阿賀野川流域の中でも、下条組（現阿賀町西部）の村々 

の舟は、越後平野全体を縦横に巡る、特別な働きをしていました。 

その働きはどのようなものだったのか。その働きができたのはなぜ 

か。時代の大きな流れの中で、ひもといていきます。 

 日時：1２月 14日（土） 午後 1時 30 分～3 時 

 定員等：定員 180 名、事前の申し込みが必要で先着順となります。 

講座の前日までに電話又は来館にてお申込みください。聴講料は無 
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料です。 

催事名２ 平成 25 年度 文書館基礎講座（全５回） 

 内容：新潟県の歴史について、文書館所蔵の資料を用いながら解説す 

る、全５回シリーズのミニ講座です。 

開催日及び時間： 

第１回１月２３日（木）、第２回１月３０日（木）、第３回２月６日 

（木）、第４回２月１３日（木）、第５回２月２０日（木）で、開催 

時間は何れも午後１時３０分～2 時 30 分まで。 

定員等：催事名１と同じ。 

お問合せ先 新潟県立文書館 TEL 025－284－6011 

 

●新潟県立万代島美術館（新潟市中央区万代島 5-1 朱鷺メッセ内 万

代島ビル 5 階） 

開館時間：午前 10 時～午後 6 時（観覧券の販売は午後 5 時 30分 

まで） 

入館料：企画展、所蔵品展によって異なります。「企画展」と「所蔵 

品展」を入れ替えて開催しているため、「常設展」はありません。 

催事名１ 企画展「篠山紀信（しのやま きしん）展 写真力」 

内容：50年にわたり撮影されてきた、写真家篠山紀信の膨大な作品の 

中から有名人の肖像を中心に「写真力」みなぎる傑作の数々を展示 

します。 

期間：12 月 14日（土）～来年 3 月 2 日（日） 

観覧料：一般 1,000 円、高校・大学生 800円、中学生以下無料 

障害者手帳をお持ちの方、第１種身体障害者手帳をお持ちの方の 

  付添者及び車椅子利用の方の付添者は 1 人が無料  

催事名２ 対談「篠山紀信氏×金森穣（かなもり じょう）氏」 

内容：「篠山紀信展 写真力」開催に合わせ、篠山氏と Noism 芸術監 

督の金森氏の対談を実施します。 

日時：12 月 14日(土) 午前 11 時～正午頃 

 会場：NICO プラザ会議室（朱鷺メッセ内 万代島ビル 11 階） 

 その他：聴講料無料、申込み不要 

催事名 3 Noism写真展 

 内容：ダンスカンパニーNoism の篠山紀信氏による写真展 



3 

 期間：12 月 14日（土）～3 月 2日（日） 

 会場：美術館ロビー 

 観覧料：無料 

催事名 4 篠山紀信氏 アーティスト・トーク＆サイン会 

 内容：「篠山紀信展 写真力」にあわせ、篠山氏によるトーク＆サイン 

会を開催します。 

 日時：1 月 18日（土） 午後 2時～4 時頃 

 会場：NICO プラザ会議室（朱鷺メッセ内 万代島ビル 11 階）、サイ 

ン会は美術館ロビーにて開催 

その他：聴講料無料、申込み不要 

お問合せ先 新潟県立万代島美術館 TEL 025-290-6655 

 

●新潟県立自然科学館（新潟市中央区女池南 3 丁目 1 番 1 号） 

開館時間：午前 10 時～午後５時 

入館料：大人 550円、小・中学生 100 円 

身体障害者手帳をお持ちの方、第 1種身体障害者手帳をお持ちの 

  方の付添者は 1 人が無料 

入館料＋プラネタリウム観覧料：大人 750円、小・中学生 200 円 

身体障害者手帳をお持ちの方、第 1種身体障害者手帳をお持ちの 

  方の付添者は 1 人が無料 

企画展観覧料：その都度定めます。 

問合せ先 新潟県立自然科学館 TEL 025-283-3331 

 

●新潟県立植物園（新潟市秋葉区金津 186 番地） 

開館時間：午前 9時 30 分～午後 4時 30 分（入館は午後 4 時まで） 

 入館料：大人 600 円（65 歳以上 500 円、ただし、証明できるもの 

  が必要）、高校・大学生 300 円、小・中学生 100円 

身体障害者手帳をお持ちの方、第 1種身体障害者手帳をお持ちの方 

  の付添者は 1人が無料 

お問合せ先 新潟県立植物園 TEL 0250－24－6465 
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●新潟市美術館（新潟市中央区西大畑町 5191－9） 

開館時間：午前 9時 30 分～午後 6時 

コレクション展観覧料：一般 200 円、高校・大学生 150 円、小・中 

学生 100 円 

身体障害者手帳をご提示の方、第 1種身体障害者手帳をご提示の 

方の付添者は 1 人が無料 

企画展観覧料：その都度定めます。 

お問合せ先 新潟市美術館 TEL 025-223-1622 

 

●新潟市歴史博物館 みなとぴあ（新潟市中央区柳島町 2-10） 

開館時間：10月から 3 月は午前 9 時 30 分～午後 5 時 

常設展観覧料：一般 300円、高校・大学生 200 円、小・中学生 100 

  円 

身体障害者手帳をお持ちの方、第 1種身体障害者手帳をお持ちの 

  方の付添者は 1 人が無料 

企画展観覧料：その都度定めます。 

催事名 1 博物館講座 「新潟の子ども教育」 

 内容：近世は特に教育・学問が発達した時期でした。その時代に新潟 

ではどのようにして教育が行われたのか考えます。 

 日時：12 月 22日（日） 午後 1時 30 分～3 時 

 聴講料：無料、ただし資料代 100円が必要です。 

催事名 2 博物館講座 「新潟のお祭りについて」 

 内容：旧栗ノ木川沿い周辺には、現在でもお祭りが盛んに行われてい 

る神社があります。今回はこれらの事例を取り上げ、その特徴や暮 

らしの中での位置づけについて考察します。 

 日時：1 月 26日（日） 午後 1時 30 分～3 時 

 聴講料：無料、ただし資料代 100円が必要です。 

催事名 3 収蔵品展・新収蔵品展 

 内容：収蔵品展では、テーマを設けて歴史博物館収蔵資料を紹介しま

す。新収蔵品展では、新たに収蔵した資料を紹介します。 

 期間：2 月 1 日（土）～3 月 2 日（日） 

 観覧料：無料  

お問合せ先 新潟市歴史博物館 TEL 025-225-6111 
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●いくとぴあ食花（新潟市中央区清五郎地区） 

開館時間：午前 9時～午後 5時 

入場料：無料 

催事名１ いくとぴあ食花「クリスマスフェスタ 2013」  

内容：イルミネーションと季節の花で彩られたアトリウムでのミニコン 

サートやクリスマスにちなんだ創作体験、動物達に関する工作教室を

実施します。軽食やお菓子、飲み物を提供する飲食ブースも出店します。 

また、食育・花育センターと動物ふれあいセンターは、フェスタ開 

催期間の開館時間を午後７時 30 分まで延長します。 

開催日：12 月 21日（土）～23日（月・祝） 

入場料：無料 ただし、一部体験は有料です。 

催事名２ いくとぴあ食花 小正月イベント 

内容：つきたて餅のふるまいやかるたなど昔ながらの小正月行事や 

 小正月にちなんだ工作体験などを実施します。郷土料理を提供する 

飲食ブースも出店します。また「みずつち文化創造 2013 こどもプ 

ロジェクト」のワークショップ作品も展示します。 

開催日時：1 月 12 日（日） 午前 9 時から午後 5 時 

入場料：無料 ただし、一部体験は有料です。 

お問合せ先 新潟市食育・花育センター（いくとぴあ食花内） 

TEL 025-282-4181 

 

●新潟市水族館 マリンピア日本海(新潟市中央区西船見町 5932-445) 

開館時間 通常は午前 9 時～午後 5時 

入館料 大人（高校生以上）1500 円、小人（小・中学生）600 円、 

幼児（4歳から）200 円 

   身体障害者手帳をお持ちの方は、大人（高校生以上）500円、小 

  人（小・中学生）200 円、幼児（4 歳から）66円 

第 1 種身体障害者手帳をお持ちの方の付添者は１人が無料 

催事名１ イルカショー（通年開催） 

内容：ダイナミックなジャンプが人気のイルカショー。毎回のショーで、

２名のお客様に代表としてイルカの胸びれに触れていただき、ご感想

をお願いしています。（確率が高い午後３時 30分からのショーがチ

ャンス！） 
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 開始時間： 

平日・土曜日は、午前 11 時、午後 0 時 30 分・2 時・3 時 30分 

  日曜日・祝日は、午前 10 時 30 分・11 時 30分、午後 1 時・2

時・3 時 30 分 

※ 冬季は屋内プールで開催します。 

催事名２ 日本海大水槽解説（通年開催） 

 内容：大水槽の展示生物について解説します。また、波を起こす仕組

みや水質管理方法なども分かりやすく説明します。 

 開始時間：平日・土曜日は、正午、午後 2 時 30 分 

      日曜日・祝日は、午後 2 時 30 分 

催事名３ マリンサファリ給餌解説（通年開催） 

 内容：給餌タイムでは、スタッフの解説とともに大きなトドを観覧席

の間近で見ることができます。 

 開始時間：平日・土曜日は、午前 10 時 30分、午後 2 時 30分 

      日曜日・祝日は、午前 11 時、午後 2 時 30 分 

※トドの習性などにより実施できないことがあります。 

催事名４ ペンギン解説（通年開催） 

 内容：絶滅のおそれのある鳥類、フンボルトペンギンの生態や体のつ

くり、生息環境についてペンギン海岸ゾーンで解説します。 

 開始時間：午前 11 時 30分、午後 1 時 30分 

お問合せ先 マリンピア日本海 TEL 025-222-7500 

 

●国営越後丘陵公園（長岡市宮本東方町字三ツ又 1950 番１） 

開園時間：11月～3 月は午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分 

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その方の付添者 1 人は無料 

※ 12月～3 月は入園料及び駐車料が無料となります。 

催事名 1 ウインターイルミネーション 

 内容：高さ 6 メートルのシャンパングラスツリーやペットボトルツリ

ーなど、園内がイルミネーションで光り輝きます。ステージショー

なども開催されます。 

期間：12 月 13日（金）～15 日（日） 

12 月 20日（金）～25 日（水） 
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 時間：午後 4 時～9 時（午後 9 時まで開園） 

催事名２ ホワイトシーズン 

内容：園内は一面の銀世界！北陸地方最大級 150 メートルのソリゲレ 

ンデがあるほか、スキーやスノーボードなど雪遊びが満載です。 

スノーシューやクロスカントリースキーの無料レンタルや、雪の上 

を駆け抜ける「雪上バギー体験（土・日・祝のみ有料）」もあります！ 

期間：1 月 2 日（木）～3 月 2 日（日） 

催事名３ ウインターフェスタ 

 内容：スノーモービルトレイン（有料）や雪上 Eボート（有料）、雪中 

ゲーム大会（無料）など、雪を楽しむイベント満載の２日間です。 

 期間：2 月 8 日（土）、9 日（日） 

催事名４ クリスマスローズフェスタ 

 内容：「冬の貴婦人」とも呼ばれるクリスマスローズの祭典です。 

 期間：2 月 15日（土）～3 月 9日（日） 

お問合せ先 越後公園管理センター TEL 0258-47-800１ 

 

●新潟県立近代美術館（長岡市千秋 3 丁目 278－14） 

開館時間：午前 9時～午後 5時（チケット販売は午後 4 時 30 分まで） 

コレクション展観覧料：一般 420 円、大学生・高校生 200 円、中学 

生以下無料 

  身体障害者手帳をお持ちの方、第 1 種身体障害者手帳をお持ちの 

方の付添者は 1 人が無料 

 企画展観覧料：その都度定めます。企画展チケットでコレクション展 

もご観覧いただけます。 

催事名 1 コレクション展第 4 期 近代美術館セレクト 

 内容：この 10年間で近代美術館に寄贈された作品を中心に紹介しま 

す。 

期間：1 月 26 日（日）まで  

 会場：２階ギャラリー 

観覧料：開館 20周年を迎え、今までの感謝を込め、無料でご覧いた 

だけます 

催事名 2 企画展 館長 庵野秀明 特撮博物館 ミニチュアで見る昭

和平成の技  

 内容：「エヴァンゲリオン」シリーズをはじめ、数々の作品でファンを
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魅了してきた監督・庵野秀明。その創作活動の原点であり、多大な

影響を与えてきたのが、幼少期からこよなく愛してきた「特撮」で

した。 

しかし現在、特撮は、デジタル技術の発展と共に形を変え、特撮の 

語り部であり財産であるミニチュアや小道具などは、失われつつあ 

ります。本展覧会は、特撮のこうした状況を何とかしたいと、かねて 

から考えてきた庵野秀明が「館長」となって「博物館」を立ち上げた、 

というコンセプトのもとで開催します。  

  数々の映画・TV で活躍したミニチュアやデザイン画などさまざま 

な資料約 500 点を一堂に集めて展示し、それらを担ってきた作り手 

たちの技と魂を伝えます。そして日本が世界に誇る映像の「粋」、特 

撮の魅力に迫ります。 

 期間：11 月 8日（金）から 1 月 21 日（火） 

 会場：企画展示室及びコレクション展示室 

 観覧料：一般 1,300 円、大学生・高校生 1,100 円、中学生以下無料 

身体障害者手帳をお持ちの方、第 1種身体障害者手帳をお持ちの 

  方の付添者は１人が無料 

催事名３ コレクション展第５期 

 会場及びテーマ： 

展示室１ 朝に夕に 

  展示室２ 近代美術館の名品 

  展示室３ 齋藤三郎生誕 100年 

 期間：１月 31日（金）～３月９日（日） 

観覧料：コレクション展チケット（コレクション展観覧料）が必要で 

す。 

催事名４ 映画観賞会 

題名：「シャレード」（1963年 アメリカ） 

 開催日時：２月８日（土）午後 2時～午後４時 

 会場及び定員：講堂（事前申込み不要） 

 鑑賞料：無料 

お問合せ先 新潟県立近代美術館 TEL 0258-28-4111 
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●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） 

開館時間：午前 9時 30 分～午後 5時（チケットの販売は午後 4時 

30 分まで） 

常設展示観覧料：一般 500 円、高校・大学生 200 円 

身体障害者手帳をお持ちの方、第 1種身体障害者手帳をお持ちの 

  方の付添者は１人が無料 

企画展観覧料：その都度定めます。 

催事名１ 体験コーナー「戦国武将に変身」 

 内容：上杉謙信、直江兼続の鎧（模造品）を身につけて、戦国武将に 

変身します。 

 開催期間：12月 23 日（月・祝）までの土・日・祝日のみ開催 

 時間：午後 1 時 30 分～4 時 

 会場：常設展示室内体験コーナー 

 料金：常設展示チケット（常設展示観覧料）が必要です。 

催事名２ サイノカミ 

 内容：越後の冬の民俗行事「サイノカミ」を実際に体験します。高さ 

約 17 メートルの巨大なサイノカミが焚きあがります。 

 期日及び点火時刻：1 月 12 日（日） 午後 3 時点火 

 場所：博物館北側広場 

 参加料：無料 

催事名３ 火焔街道博学連携プロジェクト主催展覧会 

「子ども縄文研究展 2013～縄文のメッセージ・私のメッセージ～」  

内容：長岡市・関原小学校、小千谷市・吉谷小学校、十日町市・下条 

小学校・中条小学校の 4 校が「縄文」をキーワードに総合学習で調 

べ上げた成果の展覧会です。体験活動で製作した土器や石器などの 

ほか、一人一人が調べ、現代と比較しながら地域を見つめます。 

開催期間：1 月 13 日（月・祝）まで 

会場：企画展示室 

観覧料：無料 ただし、常設展を観覧する場合は、常設展示チケット 

（常設展示観覧料）が必要です。 

お問合せ先 新潟県立歴史博物館 TEL 0258-47-6130 
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●長岡市立中央図書館（長岡市学校町 1 丁目 2 番 2 号） 

開館時間：午前 9時 30 分～午後 7時 

催事名１ 新春映画まつり２０１４ 

期日：1 月 12 日（日） 

放映時間と題名： 

① 午前 10 時～午後 0 時 55 分 「ライラの冒険」（2007年  

アメリカ） 

② 午後 2時～午後 4 時 「クラバート」（2008 年 ドイツ） 

会場及び定員： 2階講堂 先着180人 直接会場へお越しください。 

鑑賞料：無料  

催事名２ 映画会（一般映画） 

題名：「ニューヨーク、狼たちの野望」（2008 年 フランス） 

 開催日時：1 月 21 日（火）午後 2 時～午後 3 時 30 分 

 会場及び定員： 2階講堂 先着180人 直接会場へお越しください。 

 鑑賞料：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） 

開館時間：午前 9時～午後 5時 

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 

身体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 

第 1 種身体障害者手帳をお持ちの方の付添者は 1 人が無料 

通年催事１ マリンガールによる餌付けショー 

 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：午前は 10 時 15 分、11時 30 分 

    午後は 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― 

 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 

お問合せ先 長岡市寺泊水族博物館 TEL 0258-75-4936 
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●上越市立水族博物館（上越市西本町 4 丁目 19 番 27 号） 

開館時間 午前 9時～午後 5時 

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の付添 

者は 1 人が障害のある方と同額 

通年催事 光と音の演出 

 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 

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 ビーチランド観察 

 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ものが観察できます。これらの生 

きものを実際に手に取り、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。 

お問合せ先 上越市立水族博物館 TEL 025-543-2449 

 


