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メールにいがた第 104号（2013年 10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 火曜日～金曜日 午前 9時 30分～午後 7時 

土曜日・日曜日・祝日  午前 9時 30分～午後 5時 

催事名１ 秋の読書週間事業「諸田玲子講演会 男と女の人生もよう－

歴史時代小説の愉悦」 

内容：秋の読書週間（10月 27日から 11月９日）に因み、作家の 

 諸田玲子氏をお迎えし講演会を開催します。 

日時：11月２日（土）午後 1時 30分～午後 3時（開場午後 1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 

ください。 

催事名２ 健康応援セミナー「漢方」＆「東洋の知恵」のススメ 

 内容：第 4回健康応援セミナーを開催します。新潟市内で漢方内科を

開設されている須永隆夫氏を講師にお招きし、漢方薬が効きやすい

症状や薬膳料理の紹介、日常生活に漢方を取り入れて、ライフスタ

イルを改善するヒントなど、わかりやすくお話します。 

 日時：11月 16日（土）午後 1時 30分～午後 3時（開場午後 1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、先着順となります。 

申込方法：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、及び県立図書館カウンターでも受付け 

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 火曜日～金曜日は午前 9時 30分～午後 7時 

     土曜日、日曜日、祝日は午前 9時 30分～午後 5時 

県内主要文化施設の催し紹介 
（10 月下旬～12 月中旬） 
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催事名 平成 25年度 新潟県立文書館特別企画展記念講演会 「地域

リーダーたちの学びの展開 ―近代移行期・長善館学塾資料の世界―」 

内容：幕末期から明治の激動の時代、千余人の人材を世に送り、政界・ 

官界や地方発展に尽力した人々を数多く輩出した私塾長善館で、ど 

  のような教育が実践されていたのか、兵庫県立大学の池田雅則准教 

授からご講演をいただきます。 

 日時：10月 26日（土） 午後 1時 30分～3時 

 会場及び定員：文書館ホール 180 名 

 聴講料：無料、ただし事前の申込みが必要で、先着順となります。 

 申込方法：講演会の前日までに、電話又は来館にてお申込みください。 

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 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 所蔵品展「新潟の日本画 100年」 

内容：新潟県は優れた日本画家を多数生み出してきました。本展では 

江戸時代から現代の日本画まで、所蔵品の中から選りすぐってご紹 

介し、新潟の日本画の流れを振り返ります。 

期間：10月 26日(土)～12月 1 日(日)  

  なお、開催期間中の日曜及び祝日の午後 2時から作品解説会（申 

込み不要）を展示室で行います。 

休館日：11月 11日（月）、11 月 25日（月） 

観覧料：一般 310円、高校・大学生 150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（移動支援者）及び車椅子利用の方の付添者（移動支援者）1 

人は無料  
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催事名 2 開館 10 周年記念無料開館日 

内容：万代島美術館開館 10周年を記念し、所蔵品展「新潟の日本画 

100年」の観覧料が無料になります。 

無料開館日：11月 3日（日・祝日） 

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（移動支援者）1人は無料 

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（移動支援者）1人は無料 

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（移動支援者）1人は無料 

催事名１ 「紅茶展」 

 内容：「紅茶」をテーマに、植物（チャノキ）の利用、紅茶の発展の歴 

史、慣習や作法、種類など、紅茶をとりまく文化、日本各地で生産 

される紅茶を紹介します。花あふれるイングリッシュガーデンで紅 

茶の歴史や文化にふれてみませんか。 

 期間：11月 17日（日）まで 
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催事名２ 「新津華道連盟創立 60周年記念 いけばな展」 

 内容：池坊、龍生派、草月流、小原流、古流、松生派の六派から、80 

点を超える個性あふれる作品が出展されます。入場無料エリアでの 

開催です。 

開催日：10月 26日（土）～10 月 27日（日） 

催事名３ 「クリスマス展」 

 内容：高さ 5mのモミの木をメインに、ポインセチアやシクラメンな 

ど、クリスマスを華やかに演出する植物をふんだんに使った展示で 

す。12月 21日～24日の開館時間延長日（19時 30分閉館）は、 

熱帯植物ドームの「ジャングルイルミネーション」も楽しめます。 

 期間：11月 20日（水）～12月 26日（木） 

お問合せ先 新潟県立植物園 TEL 0250－24－6465 

 

●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（移動支援者）1人は無料 

企画展観覧料 その都度定めます。 

催事名１ 企画展 オディロン・ルドン －夢の起源－ 

 内容：19世紀末の象徴主義を代表し、幻想の世界を描き続けた画家オ 

ディロン・ルドン（１840-1916）。ボルドー美術館と岐阜県美術 

館の名品を中心に、形成期から木炭画や版画による「黒」の芸術、 

油彩やパステルによる鮮やかな色彩の世界へと、その変貌をたどり 

ます。 

期間：11月２日（土）～１２月２３日（月・祝） 

観覧料：一般 1,000 円、高校・大学生 800円、中学生以下無料 

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（移動支援者）1人は無料 

催事名２ コレクション展Ⅲ こころのかたち 

 内容：内面的な世界を表した「象徴主義」。作家がこころの中で描いた 

イメージを、どのように平面や立体の作品に仕上げて行ったのかを 
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探ります。 

 期間：１２月２３日（月・祝）まで 

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（新潟県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、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（移動支援者）1人は無料 

企画展観覧料 その都度定めます。 

催事名１ 第 10回むかしのくらし展「移り変わる暮らしと住まいの道

具」 

 内容：住まいと道具の移り変わりについて展示します。 

 期間：11月 24日（日）まで 

 観覧料：無料  

催事名２ 博物館講座「堀直寄（ほり なおより）の印判について」 

 内容：大名の印判からは使用者の政治理念などを読み取ることが出来 

ます。「新潟町会所文書」に残された堀直寄の印判を検討し、直寄の 

実像に迫ります 

 日時：10月 27日（日）午後 1 時 30分～午後 3時 

 聴講料：無料、ただし資料代 100円が必要です。 

催事名３ 博物館講座「新潟奉行所 草創期の司法Ⅱ」 

 内容：前年に引き続き、初代新潟奉行川村修就（かわむら ながたか） 

文書（もんじょ）を元に新潟奉行所が設置された時期における司法 

制度の整備について紹介します。  

 期日：11月 24日（日） 午後 1時 30分～午後 3時 

 聴講料：無料、ただし資料代 100円が必要です。 

催事名４ 「活動展示 2013」 

 期間：12月 7日（土）～平成２６年 1月 26日（日） 

 内容：地域の歴史・文化に関する調査・研究、歴史資料を後世に伝え 

ていくための保存・管理、地域の歴史・文化を広く知っていただく 
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ための教育普及活動など、みなとぴあで日々行われている活動の一 

端を展示で紹介します。 

 観覧料：無料 

お問合せ 新潟市歴史博物館 TEL 025-225-6111 

 

●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 いくとぴあ食花 秋の収穫感謝祭 

 期間：10月 19日（土）～10月 20日（日） 

内容：食をテーマに、収穫の秋を楽しめるイベントです。お国自慢料 

理のふるまいや創作体験、動物とのふれあい体験のほか、地産地消 

推進の店が出店する“地産地消フェア”も同時に開催します！ 

10月 19日には、こども創造センターで弦楽アンサンブルのコン 

サートも開催されます。 

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（移動支援者）１人 

  は無料 

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！） 

 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 
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  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 9月・10月は午前 9 時 30分から午後 5 時まで 

     11月からは午後 4時 30分まで 

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（移動支援者）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 香りのばらまつり・秋 

 期間： 11月 4日（月・祝）まで 

 内容：香り深く美しい秋のばらをお楽しみください。 
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催事名２ ウインターイルミネーション 

 期間：12月 6日（金）～8日（日）、13日（金）～15日（日）、 

    20日（金）～25日（水） 

内容：夜 9時まで開園（点灯：午後 4時～9時）。ペットボトルツ

リーやシャンパングラスツリーなど、園内がイルミネーショ

ンで光輝きます。ステージショーなどもあります。 

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（チケットの販売は午後 4時 30分ま 

で） 

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年間に当館に寄贈された作品を中心に紹介します。 

 会期：10月 29日（火）～平成 26年 1月 26日（日） 

 会場：ギャラリー（2階） 

 観覧料：無料 

催事名 2 館長 庵野秀明 特撮博物館  

内容： 「往年の日本の特撮技術の精巧さ」を伝える展覧会です。 

 会期：11月 8日（金）～平成 26 年 1月 21日（火） 

 会場：全展示室（1階） 

観覧料：一般 1,300 円、高校・大学生 1,100円、中学生以下無料 

障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は無料（手帳をご提示ください。） 

お問合せ先 新潟県立近代美術館 TEL 0258-28-4111 

 

●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（移動支援者）１人は無料 

企画展観覧料 その都度定めます。 

催事名 1 秋季企画展「石仏の力」 

内容：地域社会で継承されてきた石神（いしがみ）や石仏（せきぶつ） 

を取りあげ、そこから見える地域の歴史や信仰の広がりを紹介しま 

す。いろいろな願いを叶えてくれる地蔵や村の守り神・道祖神など 
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約 150点が展示され、この秋、県立歴史博物館がパワースポットに 

なります。会場内では触れる石仏、力石（ちからいし）コーナーも 

設置します。 

開催期間：11 月 24日（日）まで 

入場料：一般 700円、高校・大学生 500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（移動支援者）1人は無料  

 

催事名 2 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：12月７日（土）～平成 26年 1月 13日（月・祝） 

 入場料：無料（ただし、常設展示を観覧する場合は、常設展示観覧料 

が必要です。） 

 

催事名 3 体験コーナー「まが玉づくり」 

内容：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。 

開催期間：11 月 2日（土）～11月 24日（日）の間の土曜日、日曜 

日及び祝日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

会場：体験コーナー（常設展示室内）         

 参加料：常設展示観覧料が必要 

 

催事名 4 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 7日（土）～12 月 23 日（月・祝）の間の土曜日、 

日曜日及び祝日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

会場：体験コーナー（常設展示室内） 

 参加料：常設展示観覧料が必要 

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 映画会（一般映画） 

開催日時と題名： 

 ☆10月 20 日（日）午後 2時～午後 4時 

  「めぐみへの誓い」（2010 年 日本） 

 

☆11月 6日（水）午後 2時～午後 3時 40分 

「たそがれの維納（ウィーン）」（1934 年 オーストリア） 

☆11月 22 日（金）午後２時～午後 4時 10分 

「海角七号（かいかくななごう）」（2008 年 台湾） 

☆12月 8日（日）真珠湾攻撃関連作品 

第 1部 午後 2時～午後 2時 40分 

「世紀のドキュメント真珠湾攻撃」（2001年 日本） 

 第 2部 午後 2時 50分～午後 4時 20分 

 「パール ハーバー」（1991 年 日本・アメリカ） 

☆12月 18 日（水）午後 2時～午後 4時 

「私の頭の中の消しゴム」（2004年 韓国） 

会場及び定員：長岡市立中央図書館 2階講堂 先着 180 人 

鑑賞料：無料 

 

催事名２ クリスマスコンサート 

 日時：12月 15日（日） 時間未定 

会場及び定員：長岡市立中央図書館 2階講堂 定員 180 人 

 鑑賞料：無料、ただし事前の申込みが必要で、先着順となります。 

 申込み方法：11月 12日（火）から、図書館窓口又は電話で受付 

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 
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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人 

は無料 

通年催事１ 

 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 

 

●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（移動支援者）1人は、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。 
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企画催事 「障害者週間」特別展示 

 内容：魚や貝、ヒトデなどの生物やカブトガニ、ペンギンなどの標本・ 

剥製に手で触れることができます。 

 期日：11月 3日（日）～11月 4日（月） 

入館料：障害者及び障害者の付添者（移動支援者）は無料 

お問合せ先 上越市立水族博物館 TEL 025-543-2449 


