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メールにいがた第109号（2014年8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～午後5時 

 入館料：無料 

お問合せ： TEL 025－284－6001 

催事名 第21回ふるさと講座 「新潟県の方言 その不思議さと面白さ」 

ふだん使っている新潟の方言の特徴や各地域での言葉の違いなど、知

っているようで知らないことや、方言の不思議さと面白さについて、最

近の調査データを用いて分かりやすく解説していただきます。 

日時：9月13日（土） 午後1時30分～3時 

会場及び定員： 1階 ホール 定員180名 

講師：福嶋秩子（ふくしまちつこ）新潟県立大学国際地域学部教授 

聴講料：無料 ただし、事前の申し込みが必要で先着順となります。 

申込み方法：必要事項を明記の上、はがき、ファックスによる申込 

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または 

来館（カウンター）にてお申込みください。 

 はがき送付先：〒950-8602（住所省略可）新潟県立図書館業務 

第2課 

 FAX： 025-284-6832 

申込時の明記事項：①講座名（第21回ふるさと講座）、②開催日（9

月13日）、③申込者の郵便番号・住所・氏名・電話番号・FAX 番号 

 

●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 

入館料：無料 

お問合せ： TEL 025－284－6011 

平成26年度文書館歴史講座の予定 

県内主要文化施設の催し紹介 
（8月下旬～10月中旬） 
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 特定のテーマで新潟県の歴史などを学ぶ講座です。第1回は7月12 

日（土）「越後川中島ものがたり―弥彦山の山頂から－」でした。 

★第2回予定 12月13日（土） 申込み開始11月4日（火） 

 ★第3回予定 3月7日（土） 申込み開始1月27日（火）  

 

●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） 

観覧料：有料 

障害者手帳をお持ちの方は無料、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： TEL 025-290-6655 

催事名１ 企画展「新潟が生んだジブリの動画家 近藤喜文展」 

 新潟県五泉市に生まれ育ち、スタジオジブリなどで活躍したアニメー

ター、近藤喜文（こんどうよしふみ）の描いたアニメーション原画やス

ケッチなど約600点を紹介します。 

期間： 8月31日（日）まで 

催事名２ 企画展「伊藤若冲と京（みやこ）の美術―細見コレクション 

の精華」 

 京都市に位置する細見美術館は、大阪の実業家・故細見良氏（初代古

香庵、1901－79）に始まる細見家三代のコレクションをもとに1998

年に開館。日本美術の各時代・各分野を網羅するコレクションは、時に

「日本美術の教科書」とも言われます。本企画展は細見美術館のコレク

ションの中から、江戸時代に活躍した画家・伊藤若冲(いとうじゃくちゅ

う)の作品をまとめて展示するほか、祭礼図（さいれいず）や物語絵、蒔

絵（まきえ）、茶陶、茶の湯釜などを厳選し、日本美術の多彩な魅力を紹

介します。 

期間： 9月13日（土）～11月3日（月・祝） 

休館日：10月6日（月） 

催事名３ ギャラリートーク 

 「伊藤若冲と京の美術」開催にあわせ細見美術館の細見良行（ほそみ

よしゆき）館長をお招きし、作品について解説をしていただきます。 

日時：9月13日（土） 1回目午前11時～、2回目午後2時～ 

会場：美術館展示室 申込み不要、観覧券が必要 
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催事名４ キモノでミュージアム 

 和装で来館・観覧された方にオリジナルグッズをプレゼントします。 

 期日：9月15日（月・祝）、9月23日（火・祝）  

催事名５ 作品解説会 

 細見美術館の伊藤京子主任学芸員をお招きし、作品について解説をし

ていただきます。 

 日時：10月5日（日）午後2時～ 

 会場：美術館展示室 申込み不要、観覧券が必要 

催事名６ ミュージアム・コンサート 「和を楽しむ」 

 箏と尺八による二重奏コンサート。トーク付で気軽に鑑賞していただ

けます。 

 出演：箏・尺八二重奏「薫風之音」（くんぷうのおと） 

    藤崎浩子（箏）、鯨岡徹（尺八） 

 日時：10月19日（日） 午後2時～2時30分 

 会場：美術館ロビー 申込み不要、鑑賞無料 

 

●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 

入館料及びプラネタリウム観覧料：有料 

身体障害者手帳をお持ちの方は無料、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：TEL 025-283-3331 

★プラネタリウム 

新番組「HAYABUSA2  RETURN TO THE UNIVERSE」がス

タート！ 

約1,000万個の星が再現できる日本海側最大級のプラネタリウムで、

当日の星空をご案内する生解説番組「星空散歩」と、全天周映像番組の2

つのプログラムが楽しめます。 

全天周映像番組は、今年度打ち上げを予定している小惑星探査機「は

やぶさ2」を描いた新番組「HAYABUSA2  RETURN TO THE 

UNIVERSE」を12月4日（日）まで行っています。 

 土・日・祝の上映開始時間： 1回目 午前10時30分、2回目 午後0 

時30分、3回目 午後1時30分、4回目 午後3時30分 

平日の上映開始時間：1回目 午前11時、2回目 午後3時 

http://www.sciencemuseum.jp/niigata/4-1.php
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%B5%B7
http://www.sciencemuseum.jp/niigata/4-1.php
http://www.sciencemuseum.jp/niigata/4-1.php
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●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） 

入場料：有料のエリアと無料のエリアがあります。 

有料のエリア入場料は、身体障害者手帳をお持ちの方は無料、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：TEL 0250－24－6465 

催事名１ 企画展示「食虫植物と技あり植物展」 

虫を食べる植物の不思議とその技を紹介します。 

期間： 9月7日（日）まで 

 会場：観賞温室第2室（入場料有料エリア） 

催事名２ 夏の夜間開園 

 通常の温室開館時間を午後8時30分まで延長（入館締切は午後8時）

します。夜に咲いて香りを放つ花など、夜の植物の姿を観察しましょう。

（入場料有料エリア） 

午後6時から子ども縁日も開催されます。（入場料無料エリア） 

 期間：８月14日（木）～16日（土） 

催事名３ 夏休み体験教室「親子でレカン教室」 

 立体ドライフラワーを使ってミニ額などをつくります。 

 日時：8月24日（日）午前10時～正午 開催時間中随時受付 

講師：はな花くらぶ 

 会場：観賞温室第3室又は花と緑の情報センター（入場料無料エリア） 

 参加費：1,500円 

催事名4 企画展示 「ハーブ展～つかう植物、香る植物」 

 衣・食・住など私たち人間の生活の中にさまざまなかたちで取り入れ

られている植物を紹介します。メイン会場にはハーブやバラを中心とし

た庭園で、香りを楽しむことのできる空間を創出します。 

 期間：9月10日（水）～11月16日（日） 

会場：観賞温室第2室（入場料有料エリア） 

催事名5 花と緑の教室 「植物園花散歩④」 

 日時：9月11日（木） 午前10時～11時30分 

講師：田中良明（植物園樹木医） 

定員：15名 開催日の1カ月前から参加申込み受付 

会場：花と緑の情報センター（入場料無料エリア） 
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参加料：300円  

催事名6 植物学講座「カキ、リンゴ、イチゴ ～果実のさまざま～」 

日時：9月14日（日） 午後1時30分～3時 

講師：森田竜義氏（新潟大学名誉教授） 

定員：30名 開催日の1カ月前から参加申込み受付 

会場：花と緑の情報センター（入場料無料エリア） 

参加料：300円 

催事名7：秋の植物園まつり 

バックヤードツアー、オオオニバスの試乗体験、コスモスの花束づく

り、園芸相談、物販（植物・食品）などを行います。 

日時：9月20日（土）、21日（日） 何れの日も午前9時３０分～午 

後4時 

会場：エントランス広場ほか（入場料無料エリア） 

その他：9月20日（土）はアキハアウトドアスポーツフェスタも開催 

（秋葉区主催）するほか、近隣の新潟県埋蔵文化財センターや弥生 

の丘展示館でも体験教室などが開催されます。 

 

●新潟市立中央図書館（ほんぽーと）（新潟市中央区明石2-1-10） 

 開館時間：月～土（通年） 午前10時～午後8時 

7月～9月の日・祝 午前10時～午後6時 

10月～6月の日・祝 午前10時～午後５時 

有料駐車場：駐車場の利用は30分まで無料、以降30分増すごとに100 

円加算 

お問合せ：TEL 025-246-7700 

催事名 「原爆と人間展」と新潟市の平和事業パネル展示 

 原爆や戦争の悲惨さを広く市民に知ってもらうため、広島と長崎の被

爆の惨状を納めた写真パネルを展示します。また、非核平和宣言をして

いる新潟市の平和事業に対する取り組みや図書館所蔵の関連本を紹介し

ます。 

場所：図書館展示コーナー 

 期間：8月7日（木）～9月2日（火） 
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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（入館は午後5時30分まで） 

観覧料：有料 

身体障害者手帳をご提示の方は無料、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 

企画展開催時は、企画展観覧券でコレクション展も観覧可能 

お問合せ先：TEL 025-223-1622 

催事名１ 企画展 荒木経惟－往生写集 愛ノ旅－ 

「天才アラーキー」の呼び名で広く知られる写真家・荒木経惟（あら

きのぶよし 1940～）。初期の代表作「センチメンタルな旅」をはじめ、

1980年代の新潟の街を撮影した作品、2012年第6回安吾賞受賞を記念

して発表された「堕楽園」、そして「アラーキーのニッポン、のいま」と

して新潟日報に連載中の最新作などのシリーズで、荒木の「今」を紹介

します。 

 期間：10月5日（日）まで 

催事名2 荒木経惟展 学芸員による解説会 

 日時：9月14日（日） 午後2時から30分程度 

 会場：２階講堂 

 聴講料：無料 

 定員：100名 事前申込み不要 

催事名3 コレクション展Ⅲ 牛腸茂雄 <私> という他者 

 荒木経惟と同時代に活躍した新潟県加茂市出身の写真家・牛腸茂雄を、

収蔵品より特集展示。 

期間：8月29日（金）～10月26日（日） 

催事名４ 美術講座 

 日時及びテーマ： 

8月30日（土）1時30分～1時間半程度 「心霊写真の歴史」 

9月20日（土）1時30分～1時間半程度 「1970年代日本の写真」 

 会場：2階講堂 

 定員100名 事前申込み不要 

 

●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：4月から9月は午前9時30分～午後6時 

観覧料：今回紹介催事は無料 
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お問合せ： TEL 025-225-6111 

催事名1 第11回むかしのくらし展「冬の新潟」 

開館10周年を記念し、第1回目のむかしのくらし展として好評だった

「冬の新潟」を、10年ぶりに内容を新たに展示紹介します。 

期間：9月6日（土）～12月23日（火・祝） 

催事名２ 博物館講座 

（１）「シリーズ新潟の美術⑥〈スキャンダル〉」 

表現世界の「外」で起こった事件や醜聞など、いわゆるスキャンダ 

 ラスな話題から、新潟の近代美術の実相にせまります。 

日時：8月24日（日） 午後1時30分～3時 

 会場・定員：２階セミナー室、定員80名、申込み不要 

聴講料：資料代として100円必要 

（２）「戦国武士の就職活動 ― 新発田重家の乱 従軍者のゆくえ―」 

  戦国武士、最後の戦いは就職活動？戦争から平和の時代に移る中で 

武士たちはどう生きたかを上杉氏旧臣に関係する資料から紹介します。 

日時：9月28日（日） 午後1時30分～3時 

会場・定員、聴講料：（１）と同じ 

 

●いくとぴあ食花（新潟市中央区清五郎地区） 

開館時間：  

★食育・花育センター、こども創造センター、動物ふれあいセンタ 

 ーは午前9時～午後5時 

★キラキラガーデンは、午前9時～午後9時、ただし、9月1日 

以降は午後5時まで 

  ★キラキラマーケットは、午前9時～午後8時30分、ただし、9月1 

日以降は午後8時まで 

  ★キラキラレストランは、午前11時～午後9時  

入場料：無料、ただし、キラキラガーデンは下記の入場料が必要 

  【8月31日までの入場料】 

    午前9時～午後6時まで 大人200円 小人100円 

    午後6時30分～午後9時まで 大人300円 小人200円 

  【９月1日以降の入場料】 

 午前9時～午後5時まで 大人300円 小人150円 

※身体障害者手帳をお持ちの方、身体障害者手帳をお持ちの方の付 
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添者（1人）は、100円引きの入場料となります。 

駐車場：90分まで無料、以降30分ごとに100円が加算されます。た 

だし、有料の体験、有料施設の利用、マーケット等でお買い物をさ 

れた場合は、さらに90分間無料となり、合わせて3時間無料となり 

ます。 

お問合せ：TEL 025-384-8732 

催事名１ 動物ふれあいフェスタ 

 動物愛護をテーマにしたイベントです。楽しくてためになる催しが盛

りだくさんです。 

 日時：9月21日（日） 午前9時～午後5時、午後5時以降も営業する 

施設もあります。一部の体験は有料です。 

会場：いくとぴあ食花 

催事名２ JA 新潟市安・安（あん・あん）J・A まつり 

 JA 新潟市主催の農業祭です。飲食コーナー、直売コーナー、体験コー

ナー、ステージイベントなど、楽しい企画がたくさん用意されています。

一部の体験は有料です。 

 日時：10月19日（日） 午前9時～午後4時の予定 

 会場：いくとぴあ食花 

催事名3 秋の収穫感謝祭 

収穫の秋、新潟市の自慢の食を楽しみ、満喫できる2日間のイベントで

す。一部の体験は有料です。 

開催日時：10月25日（土）～26日（日） 午前9時～午後5時、午 

後5時以降営業する施設もあります。 

会場：いくとぴあ食花 

  

●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：有料 

身体障害者手帳お持ちの方は減額、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：TEL 025-222-7500 

通年催事１ イルカショー 

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
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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！） 

 開始時間： 

① 平日・土曜日は、午前11時、午後0時30分・2時・3時30分 

② 日曜・祝日は、午前10時30分・11時30分、午後1時・2時・ 

3時30分 

 ※夏季は開始時間が変更になる場合が多いので、係員にご確認くださ

い。 

通年催事２ 日本海大水槽解説 

 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： 

➀ 8月31日（日）までは、毎日午後4時 

  ② 9月1日（月）以降は、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 

通年催事３ マリンサファリ給餌解説（通年開催） 

 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： 

① 8月14日（木）～16日（土）は、午前11時、午後2時30分 

② 8月14日（木）～16日（土）以外の平日・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。 

通年催事４ ペンギン解説 

 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： 

① 8月中は、午前10時30分又は午前11時、午後1時30分 

② 9月以降は、午前11時30分、午後1時30分 

 

●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：5月～8月は午前9時30分～午後6時 

９月～10月は午前9時30分から午後5時 

入園料：有料 
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身体障害者手帳をお持ちの方は無料、身体障害者手帳をお持ちの方 

の付添者1人は無料 

お問合せ：TEL 0258-47-800１ 

9月～10月の無料入園日（駐車場は有料） 

 ★シルバー（65歳以上）の方の無料入園日 9月15日（月・祝） 

 ★無料入園日 10月5日（日）、10月19日（日） 

催事名1 コスモスまつり 

約 30 万本のコスモスが花の丘を彩ります。また、週末にはクラフト

教室なども開催します。 

期間：9 月 13 日（土）～10 月 19 日（日） 

催事名２ 香りのばらまつり・秋 

 香りの高い美しい秋のバラをお楽しみいただけます。また、週末には

クラフト教室なども開催します。 

 期間：10月4日（土）～11月3日（月・祝）  

催事名３ ふるさと越後の秋まつり 

周辺地域の伝統芸能や音楽、ダンスなどのステージショーを開催しま

す。 

期日：10月11日（土）～13日（月・祝） 

 

●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） 

観覧料：有料 

身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は無料、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 

企画展開催時は、企画展観覧券でコレクション展も観覧可能 

お問合せ： TEL 0258-28-4111 

催事名1  企画展 中越地震復興10年 画業40周年記念 

黒井健 絵本原画の世界展 

 名作童話絵本『ごんぎつね』などで知られる新潟出身の絵本画家・黒

井健の画業40年を記念し、創作活動の軌跡を辿ります。 

中越地震後の故郷・新潟を訪れ描いた絵本『ふる里へ』の原画も併せ

て紹介します。 

 期間：9月12日（金）～11月3日（月・祝） 

催事名2 コレクション展 第3期  
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 近代美術館所蔵品の中から、様々なテーマに沿って展示します。 

 期間：前期 9月4日（木）～1０月13日（月・祝） 

    後期10月15日（水）～11月24日（月・休） 

★さがして、みつけて（展示室１） 

 「さがす」ことにポイントを置いた展覧会です。 

★FACE（展示室２） 

 「顔」をテーマに、多様な作品を紹介します。 

★近代美術館の名品（展示室３） 

デューラーの「メレンコリアⅠ」（前期）を中心に近代美術館所蔵品 

から、人気の高い作品を選りすぐって展示します。 

 

●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） 

観覧料：有料 

身体障害者手帳をお持ちの方は無料、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 

企画展開催中は企画展観覧券で常設展示も観覧可能 

お問合せ：TEL 0258-47-6130 

催事名１ 夏季企画展「黄金期の浮世絵 歌麿とその時代」 

浮世絵が最も華やかに展開した天明・寛政期（1781～1801）八頭

身美人を描いた鳥居清長に続き、喜多川歌麿は顔をクローズアップした

美人大首絵で脚光を浴びました。本展では寛政から文化・文政期を中心

に、肉筆画を含む136点の美人画と役者絵を紹介します。 

歌麿とその弟子たち、東洲斎写楽や歌川豊国など、個性豊かな絵師た

ちによる華やかな時代の浮世絵をお楽しみください。 

 開催期間： 9月7日（日）まで 

催事名2 秋季企画展「日本人類学の黎明―小金井良精資料を中心に―」 

 明治時代後半に約20年にもわたり、日本の先住民を巡る論争が繰り広

げられたことがありました。その当事者の一人が東京大学の解剖学教授

であった小金井良精（こがねい よしきよ）でした。小金井は長岡藩出身

で、小林虎三郎の甥であり、幼少時に戊辰戦争後の逃避行を経験し、や

がてドイツ留学を経て、東京大学医学部教授となりました。妻は森鴎外

の妹であり、ショートショートの開拓者、星新一は孫にあたります。 
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この展覧会では、残された書簡類を中心に、日本の骨人類学の始まり、

日本人起源論、そして明治・大正期の学者の姿を紹介します。 

 期間：9月27日（土）～11月9日（日） 

催事名3 講座 

各講座の申込方法：電話、ファックス、往復はがき、またはメールで、

希望講座名、氏名、電話番号、住所を明記してお申込みください。 

 聴講料：無料 

 会場：研修室 

➀ 現代中国の女の結婚事情 

   激動する現代中国。若者の結婚観や家庭観は大きく変化していま

す。「試婚（試し婚）」、「剰女（独身女性）」、「AA 家庭」、「デ

ィンクス族」、「空の巣家庭」など中国の流行語を読み解きながら、

「一人っ子」政策以降生まれた「80後」世代と「剰女」世代の結婚

事情を紹介します。 

なお、現代中国の結婚や家庭生活を理解するうえで、日本語訳の 

ある『新結婚時代』を事前に読んでおくとより理解が深まります。 

日時：8月30日（土） 午後1時30分～3時 

② 浮世絵にみる越後・佐渡の名所 

歌川広重（初代・２代・３代）の浮世絵のなかにみられる、越後・ 

佐渡の名所を題材にした作品を紹介します。また、越後・佐渡を訪 

れたことがなかったといわれる広重が、それらの作品をどのような 

種本を用いて制作したのかを解説します。 

 日時：9月6日（土） 午後1時30分～3時 

③ 戦国時代の女 

  戦国時代武家の女性たちは、大きな政治力をもつ存在でもありま 

した。戦国時代の上杉氏を素材にして、女性の政治的な役割につい 

て考えます。 

日時： 9月13日（土） 午後1時30分～3時 

④ 坪井正五郎・人類学から博物館学へ 

   平成23年度にスタートした「博物館学人物伝」の第5回です。今 

回は「日本人類学の黎明」展に関連し、坪井正五郎を取り上げます。 

人類学者として有名な坪井正五郎が、展示論や博物館論を唱えてい 

たことは意外と知られていません。しかし、今にも通じる考え方が、 

明治から大正にかけて、坪井により語られていました。人類学者・ 
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坪井正五郎の博物館学に迫ります。 

日時：9月27日（土） 午後1時30分～3時 

催事名４ 講演会「韓半島から見た縄文人・弥生人」 

 一口に縄文人、弥生人といってもその原郷については諸説あり、現在

の自然人類学においても、確定しているわけではありません。藤田准教

授は10年以上にわたり、韓半島の出土人骨資料を調査してきました。韓

半島からの出土人骨は少なく、まだ十分とは言えませんが、縄文人と、

その後に日本に渡来した弥生人について、現時点での研究成果を紹介し

ていただきます。 

 日時：10月5日（日） 午後1時30分～3時 

 聴講料：無料 

 会場：講堂 

催事名５ 体験コーナー 

会場：常設展示室 

参加料：無料 ただし、常設展示観覧料が必要 

（１）かんたんさき織り 

   古い布を裂き、新たに糸にして、新しく布を織るという伝統文化 

の「裂き織り」をします。 

   日時：9月16日（土）～9月23日（火・祝）の間の土・日・祝日、 

何れの日も午後1時30分～4時 

  申込み受付：当日の午後3時30分まで 

（２）まが玉づくり 

   滑石を削って、縄文時代や古代の人々が身につけていたまが玉を 

作ります。 

日時：9月27日（土）～10月26日（日）の土・日・祝日、何れ 

の日も午後1時30分～4時 

  申込み受付：当日の午後3時30分まで 

 

●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 

お問合せ：TEL 0258-32-0658 

催事名１ 映画会 

 開催日時と題名： 
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★８月24日（日）夏休みこども映画会 

  午前の部 午前10時～11時25分 

「世界名作アニメ ピーターパン」 1953年 アメリカ 

午後の部 午後2時～3時３５分 

「劇場版ムーミンパペット・アニメーション ムーミン谷の夏ま 

つり」 2008年 フィンランド 

★9月12日（金）午後2時～3時55分  

 「東南角部屋二階の女」 2008年 日本 

★9月27日（土）午後2時～3時40分  

 「ピナ・バウシュ夢の教室」2010年 ドイツ 

 会場及び定員等：2階講堂 先着180名 直接会場へ、開場時間は何 

れも午後1時30分、何れも鑑賞無料 

催事名２ 「子どもの心を育てる絵本の世界」 

絵本についての初歩的なお話をします。子どもと関わる全ての方に聞

いていただきたい内容です。 

講師：錦恵美子・新潟県立大学非常勤講師 

 日時：９月28日（日） 午後1時30分～3時30分 

 会場及び定員：２階講堂 先着180名 

申込み方法等：9月9日（火）から図書館受付窓口、電話で受付け開始、 

聴講無料 

催事名３ 「子どもと楽しむ季節のわらべ歌」（２回連続講座） 

１回目日時：10月4日（土） 午前10時～正午 

お正月から春のわらべ歌を中心に    

2回目日時：10月18日（土） 午前10時～正午 

夏から冬のわらべ歌を中心に 

講師：伊藤美智子・野いちご文庫スタッフ 

会場及び定員：2階講堂 先着50名 

申込み方法等：9月9日（火）から図書館受付窓口、電話で受付け開始、 

２回連続でのお申込みとなります。 

 

●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：有料  

身体障害者手帳お持ちの方は減額、第1種身体障害者手帳をお持ちの 
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方の付添者は1人が無料となります。 

お問合せ：TEL 0258-75-4936 

季節催事１ 特別体験展示「Dr（ドクター）フィッシュで足湯体験」 

 角質を食べる魚・ドクターフィッシュが泳ぐ水槽で足湯を体験しまし

ょう。 

 開催日時： 9月15日（月・祝）まで 

季節催事２ 動物ふれあい教室「ケヅメリクガメと遊ぼう」 

 甲長６０ｃｍ、体重２０ｋｇのケヅメリクガメへの餌やりなどのふれ

あい体験と記念写真、リクガメやウミガメに関する景品付きクイズなど

で楽しもう！ 

開催日時：９月２８日（日）まで 午後2時30分～ 

通年催事１ マリンガールによる餌付けショー 

 マリンガールが水槽の中で魚たちに直接餌を食べさせます。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― 

 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 

 

●上越市立高田図書館（上越市本城町8-30） 

 開館時間： 

10月～5月 午前10時～午後7時（土・日・祝日は午後6時まで） 

6月～9月 午前10時～午後8時（土・日・祝日は午後6時まで） 

 お問合せ：TEL025-523-2603 

 

●上越科学館（上越市下門前446-2） 

開館時間：午前9時～午後5時 ただし、夏季特別企画展開催期間中 

は、午前9時～午後６時まで 

入館料：有料（夏季特別企画展開催期間とそれ以外の期間で入館料が 

異なります。） 

身体障害者手帳お持ちの方は無料、付添者は手帳の等級にかかわら 

ず（手帳お持ちの方1人につき）1人が無料 
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お問合せ：TEL 025-544-2122（代表） 

夏季特別企画展 「大虫展（だいむしてん）」 

 科学館ロビーの特設会場に様々な「虫」が大集合、ヘラクレスオオカ

ブトなどの昆虫のほか、話題のダイオウグソクムシなど、珍しい小動物

も展示します。 

期間： 8月24日（日）まで  

催事名１ 上越科学館標本作品展 

 夏休みに児童・生徒が作成した植物や昆虫などの標本作品を一堂に展

示します。 

 期間：9月21日（日）～10月5日（日） 

 会場：特別展示室 入場有料 

催事名２ 上越こども発明工夫・模型・工作展 

 夏休みに児童・生徒が制作した創意工夫あふれる発明品や模型・工作

の力作を一堂に展示します。 

 期間：9月12日（金）～15日（月） 

 会場：上越市教育プラザ体育館 入場無料 

 

●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 ただし、イルカショー開催期間中は午 

後6時まで 

入館料：有料（夏季特別展開催期間とそれ以外の期間で入館料が異な 

ります。） 

 身体障害者手帳お持ちの方は減額、第 1 種～第 3 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、障害のある方と同額 

お問合せ：TEL 025-543-2449 

夏季特別展 

（１）イルカショー 

バンドウイルカ2頭の華麗でダイナミックなショーです。トレー 

ナーによる解説やイルカとお客様とのふれあいコーナーもあります。 

 期間： 8月24日（日）まで 

（２）企画展  

「高田開府400年記念 高田城址のお堀の生きものたち」 

   高田開府400年を記念して、高田城址のお堀にすむ生きものたち 

を写真や解説パネルで紹介し、その一部を生体展示します。 
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  期間：イルカショーと同時開催 

通年催事 光と音の演出 

 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・４時30分 

通年展示 ビーチランド観察 

 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。 

 


