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メールにいがた第111号（2014年12月号）別冊 

 

 

 

 

 

●越後国域確定1300年記念事業（主催・共催 新潟県教育委員会、公益

財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団、新潟県立歴史博物館ほか） 

新潟県の代表的な埋蔵文化財の活用を通して、県の成り立ちや特色を明

らかにする事業で、新潟県の埋蔵文化財や地域の魅力を発信します。 

催事名１ リレー講演会 

県内の縄文時代の遺跡や出土品をテーマとした講演会です。 

★縄文時代の新潟県（第9回） 

  テーマ：概説③ 新潟県における縄文時代のおわり 

日時：1月18日（日） 午後1時～3時 

講師：古澤妥史（ふるさわやすし）氏（阿賀野市教育委員会） 

会場：新潟県埋蔵文化財センター 

定員及び聴講料：80人（先着順 事前の申込みが必要）聴講無料 

申込方法：公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団に電話、ファッ

クス、電子メールのいずれかにてお申し込みください。 

 TEL 0250-25-3981 FAX 0250-25-3986 

 メール niigata@maibun.net 

★縄文時代の新潟県（第10回） 

テーマ：青田遺跡の暦年代から読み解く縄文時代のくらし 

日時：2月22日（日） 午後1時30分～3時 

講師：荒川隆史（あらかわたかし）氏（新潟県埋蔵文化財調査事業団） 

会場：新潟県立歴史博物館 

定員及び聴講料：150人（先着順 事前の申込みが必要）聴講無料 

申込方法：新潟県立歴史博物館講座係に電話、ファックス、電子メ

ールのいずれかにてお申し込みください。 

 TEL 0258-47-6135 FAX 0258-47-6136 

 メール koryu＠nbz.or.jp 

 

県内主要文化施設の催し紹介 
（12月下旬～2月中旬） 
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催事名２ 企画展「遺跡が語る新潟県の歴史」 

詳しくは、新潟県立歴史博物館に記載 

会場：新潟県立歴史博物館 

期間：12月20日（土）～3月22日（日） 

 

●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１ 第23回ふるさと講座「良寛の和歌～愛する人への想い～」 

『良寛はアスペルガー症候群の天才だった』、『良寛は世界一美しい心を

持つ菩薩だった』等の著者で、ライフワークとして良寛研究に取り組んで

いる本間明氏（野積良寛研究所長）をお迎えし、自選歌集『ふるさと』を

中心にして、良寛の生涯や、愛する人への想いなどを和歌でたどりながら

読み解いていきます。 

日時：1月17日（土） 午後1時30分～3時（午後1時開場） 

会場及び定員： 1階 ホール 定員180名 

聴講料：無料 ただし、事前の申し込みが必要です（先着順）。 

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（総合案内カウンター）にてお申込みください。お申込み

の方法により、後日整理券を送付します。 

①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 

②FAX 025-284-6832 

申込時の記載事項：①講座名（第23回ふるさと講座）、②開催日

（1月17日）、③郵便番号・住所、④参加者の氏名・電話番号・

FAX 番号 

催事名２ 第24回ふるさと講座「新潟の花の魅力（仮題）」 

 新潟県立植物園副園長の倉重祐二氏をお迎えし、新潟の花の魅力につい

てお話しいただきます。 

日時：2月14日（土） 午後1時30分～3時（午後1時開場） 
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会場及び定員： 1階 ホール 定員180名 

聴講料：無料 ただし、事前の申し込みが必要です（先着順）。 

その他：申込み方法等、詳細については後日ホームページ等でお知

らせします。 

 

●新潟県立文書（ぶんしょ）館（新潟市中央区女池南3-1-2 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 

催事名１ 第3回～第5回 文書館教養講座  

特別企画展「所蔵資料にみる越後平野の履歴書」に関連したテーマで3回

の連続講座を行います。 

日時及びテーマ： 

★第3回 12月25日（木） 午後1時30分～2時30分 

  「対立する二論－中之口川改修か信濃川分水工事か－」 

★第4回 1月8日（木） 午後1時30分～2時30分 

  「機は熟した！－大河津分水着工へ－」 

★第5回 1月22日（木） 午後1時30分～2時30分 

  「水と向き合う－人と思想をたどる－」  

講師：文書館職員 

会場及び定員：新潟県立文書館ホール 180名 

聴講料：無料 ただし申込みが必要  

申込み方法：電話、ファックスまたはメールで、参加可能な回をお

申込みください。 

申込み受付け時間は、月～金曜日の午前9時～午後5時 

TEL 025-284-6011 FAX 025-284-8737 

メール archives@mail.pref-lib.niigata.niigata.jp 

催事名2 第6回～第8回 文書館教養講座  

文書館所蔵資料等を用いて、あまり知られていない新潟県の歴史につい

て掘り起こしていく講座です。詳しい内容は未定です。 
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日時及びテーマ： 

★第6回 2月5日（木） 午後1時30分～2時30分 

★第7回 2月12日（木） 午後1時30分～2時30分 

★第8回 2月19日（木） 午後1時30分～2時30分 

講師、会場、定員、聴講料：催事名１と同じ 

申込み方法等：12月26日から申込み受付開始 電話、ファックス

またはメールで、参加可能な回をお申込みください。 

申込み受付け日時、電話・ファックス番号、メールアドレスは催

事名１と同じ 

 

●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 ただし、障害者の減免制度有り（一種身体障害者手帳 

をお持ちの方・車いすご利用の方の付添の方も含む） 

お問合せ： TEL 025-290-6655 

催事名1 所蔵品展「昭和追想－美術でたどる時代の風景」 

 昭和時代の社会や世相を反映している作品を、万代島美術館の所蔵品を

中心に紹介します。平成生まれには新鮮な、昭和生まれには懐かしい展覧

会です。 

期間： 2月11日（水・祝）まで 

月曜日は休館日ですが、12月22日（月）、1月12日（月・祝）は 

開館します。12月28日〜1月3日は休館します。 

会場等：美術館展示室 観覧券が必要 

催事名2 万代島美術館学芸員による作品解説会 

 「昭和追想－美術でたどる時代の風景」開催にあわせ、万代島 

美術館の学芸員が作品について解説を行います。 

開催日： 毎週日曜日 午後2時～ 

会場等：美術館展示室 申込み不要 観覧券が必要 

催事名3 美術鑑賞講座「亀倉雄作1950の仕事」 

 「昭和追想－美術でたどる時代の風景」開催にあわせ、万代島美術館の

学芸員が美術鑑賞講座を行います。 

講師：今井有（万代島美術館・業務課課長代理） 
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日時：2015 年 1 月 24 日（土） 午後２時～ 

会場等：美術館ロビー 申込み不要 聴講無料 

 

●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 ただし、障害者等の減免制 

度有り 

お問合せ：TEL 025-283-3331 

★プラネタリウム番組 

  上映開始時間は、いずれも 12 月 20 日（土）からのものです。 

① 通年番組「星空さんぽ」 

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です。 

  金曜日の上映時間：午後 2 時 

  土・日・祝日の上映時間：午前 11 時 30 分、午後 2 時 30 分 

 ② 季節番組「HAYABUSA2  RETURN TO THE  UNIVERSE」 

   11 月に打ち合あげられた小惑星探査機「はやぶさ２」を描いた 

番組です。 

上映期間：3 月 15 日（日）まで 

上映開始時間：火・水・木曜日の午後 2 時  

③ 季節番組「ノーマン・ザ・スノーマン」 

   一人の少年が、毎年冬の季節に出会う雪だるまの「ノーマン」と 

  一緒に北の国へ旅するお話です。 

上映期間：12月20日（土）～3月15日（日） 

火～金曜日の上映開始時間：午前11時、午後3時 

土～日曜日・祝日の上映開始時間：午前10時30分、 

午後０時３０分、午後１時３０分、午後３時３０分 

 

●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有り 有料エリアの入場料は、

障害者等の減免制度有り 

お問合せ：TEL 0250－24－6465 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%B5%B7
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催事名1 企画展示 「クリスマス展」 

白い５ｍの巨大ツリー、そのまわりには赤や緑のポインセチアやシクラ

メンが彩ります。更に１万球のイルミネーションがきらめき、クリスマス

気分を盛り上げます。 

期間： 12月26日（金）まで 

会場：観賞温室第2室（入場有料エリア） 

催事名２ クリスマスミニコンサート  

日時：12月20日（土） 1回目午後2時～、2回目午後4時30分～ 

会場：観賞温室第2室（入場無料エリア） 

催事名３ クリスマス夜間開園 

 通常午後4時30分までの温室開園時間を午後7時30分まで延長します。

（入館は午後7時まで） 

期間：12月20日（土）～24日（水） 

催事名４ 新春の植物・雪国の冬の仕事展 

新春にちなんだ植物をもちいて和風の装飾展示を行います。このほかに、

新潟県で古くから冬の手仕事として行われてきた織物や手まりなど、植物

が材料となっている工芸品づくりを紹介します。 

期間：1 月 4 日（日）～2 月 1 日（日） 

会場：観賞温室（入場有料エリア） 

催事名5 企画展「にいがたの花アザレア展」 

新潟県が全国一の生産量を誇るアザレアについて、さまざまな品種や歴

史を紹介する企画展です。 

期間：2月4日（水）～3月8日（日） 

会場：観賞温室（入場有料エリア） 

 

●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 
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催事名１ 白根図書館文化講演会「山暮らしの愉しみ」 

 三条市の粟ヶ岳山麓で活動する遠藤ケイさん（作家、イラストレーター）

を講師にお迎えし、自然暮らしの魅力について語っていただきます。 

日時：12月21日（日） 午後2時～3時30分 開場午後1時30分 

会場：白根学習館 ラスペックホール（新潟市南区田中383） 

 TEL 025-372-5533 

定員及び聴講料：200名 聴講無料 

申込み方法：聴講ご希望の方は、白根図書館への電話、ファックス

での申込み又は白根図書館来館・窓口にてお申込みください。 

 白根図書館 新潟市南区田中383  

 TEL 025-372-5510 FAX 025-372-5540 

催事名2 豊栄図書館「冬のおはなし会」 

豊栄図書館読み聞かせボランティアグループ「おはなしの泉」によるス

トーリーテリング（語り）を楽しんでいただきます。 

日時：1月17日（土） 午後2時～3時30分 

会場：豊栄図書館集会室（新潟市北区東栄町1-1-35） 

 TEL 025-387-1123 

定員等：30名程度 参加無料 申込み不要 直接会場へ 

対象：小学校4年生以上 

 

●新潟市美術館（新潟市中央区西大畑町5191－9） 

 お問合せ： TEL 025-223-1622 

新潟市美術館は改修工事のため、平成26年10月27日（月）から平成27

年7月中旬まで長期休館に入ります。休館期間中は下記施設で美術講座を定

期的に開催しています。 

美術講座会場：クロスパルにいがた（新潟市中央区礎町通3ノ町

2086） TEL 025-224-2088  

催事名1 第2回 「絵画と額縁」 

 絵画を鑑賞するとき、その額縁が気になったことはありませんか？新印

象派の画家スーラ（1859～91）が好んだ真っ白の額縁、金地に独自のデ

ザインを凝らしたクリムト（1862～1918）の額縁、ベーコン（1909

～92）がこだわったガラス入りの金縁……。自作をどのようにみせたいか、

画家たちの理念が凝縮した額縁の世界をご案内します。 
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日時：12月20日（土）午後2時から約90分間 

定員等：定員50名 受講無料 申込み不要 直接会場へ 

催事名2 第3回 「500人のおばあさんの昼食 折元立身のつながる 

アート」 

福祉、介護、医療などの分野は、アートと全く関係のない事柄と考えら

れてきました。でも、折元立身（おりもとたつみ 1946～）は90 

歳を超えた母親の介護という実体験を自作の表現に結びつけています。そ

んな奇想天外な、社会とつながるアートを紹介します。 

日時：1月17日（土）午後2時から約90分間 

会場：クロスパルにいがた403講座室 

定員等：催事名１と同じ 

催事名3 第4回 「政治に利用された美術」 

 政治と美術。一見相反するようですが、政治家たちは古代から美術の力

を利用してきました。宗教・人種・言葉の異なる多民族をまとめた初代ロ

ーマ皇帝アウグストゥス。彼の名を冠して建立された巨大な彫刻は数奇な

運命をたどり、世紀を越えてファシズムにも利用されかけました。美術の

教科書には載っていない、作品の「裏」の顔を探ります。 

日時：2月14日（土）午後2時から約90分間 

会場：クロスパルにいがた402講座室 

定員等：催事名１と同じ 

 

●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月から来年３月は午前9時30分～午後5時 

観覧料：今回紹介催事は無料 

お問合せ： TEL 025-225-6111 

催事名1 合併100周年記念「沼垂」展 

新潟市との合併１００年の節目であることから、沼垂の歴史に注目した

展示を行います。古代から現代までの歴史を、それぞれの時代の特色を反

映するコーナーを設定して展示紹介します。 

期間： 1月10日（土）～2月8日（日） 

催事名２ 博物館講座  

テーマ：芳明（ほうめい）筆「新潟町之図屏風」－描かれた新潟の町－  

描かれた風景・場所を確認するとともに、他作例とも比較しながら、新
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潟町の描かれ方について考えます。 

日時：1月25日（日） 午後1時30分～3時 

会場・定員：本館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 

 

●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5時 

  ★キラキラマーケットは、午前9時～午後６時 

  ★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入場料が必要（障害者等 

の減免制度有り） 

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：いくとぴあ食花 情報館 TEL 025-384-8732 

催事名1 いくとぴあ食花クリスマスイルミネーション2014 

期間：12月25日（木）まで 

会場：いくとぴあ食花 

点灯時間：午後4時～5時 ただし、土、日、祝日及び22日（月） 

24日（水）、25日（木）は午後7時まで 

※キラキラガーデン（有料 大人500円、中人500円、未就学児無 

料）の点灯時間は、午後4時～8時30分（入場は午後８時まで） 

催事名２ クリスマスフェスタ2014 

光や花で彩るクリスマス。楽しいイベントや体験教室を開催します。 

期日：12月20日（土）～23日（火・祝） 22日（月）は休館日

ですが、臨時に開館します。 

入場料：無料 ただし、一部体験、一部施設は有料 

会場：いくとぴあ食花 
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催事名3 モイストポプリづくり 

人気のアロマクラフト、モイストポプリを作ります。講座のあとは、ハ

ーブティーを飲みながらアロマやハーブのお話をしましょう！ 

日時：12月20日（土） 午前10時30分～正午 

会場：いくとぴあ食花キラキラガーデン花とみどりの展示館 

参加料：ガーデンの入園料込みで、高校生以上2,300円、小中学生 

2,150円 

参加予約が必要です（先着順）。 

申込み方法等、詳しくはお尋ねください。 

催事名4 東京学館新潟高校合唱部 コンサート  

日時：12月20日（土） 午後１時30分～ 

会場：いくとぴあ食花キラキラガーデン花とみどりの展示館 

鑑賞料：無料 ただし、キラキラガーデンの入園料が必要 

催事名5 クリスマスイルミネーションコンサート 

4夜連続のクリスマスコンサートです。イルミネーションを見ながら生演

奏をお楽しみください。 

期日：12月20日（土）～23日（火・祝） 

会場：いくとぴあ食花キラキラガーデン花とみどりの展示館 

鑑賞料：無料 ただし、キラキラガーデンの入園料が必要 

催事名6 オリジナルジェルキャンドル作り 

作って楽しみ、灯して癒され、お友達に贈って喜ばれる、キャンドル作

り。好きなパーツを選んで、世界に 1 つだけのオリジナルキャンドルがつ

くれます。所要時間は 40 分程度です。 

日時：12月20日（土）、21日（日） 正午～午後4時 

会場：いくとぴあ食花キラキラガーデン花とみどりの展示館 

参加料：700円とパーツ代金 また、キラキラガーデンの入園料が

必要です。 

催事名7 人形劇講演 人形劇サークル赤ずきん 

演目：ノンタンぶらんこのせて、スイミー他 

日時：12月21日（日） 午後1時30分～2時30分 

会場：いくとぴあ食花キラキラガーデン花とみどりの展示館 

観賞料：無料 ただし、キラキラガーデンの入園料が必要です。 
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催事名8 手軽に楽しめるクリスマスのお花飾り（フラワーアレンジメント） 

クリスマスをテーマにしたフラワーアレンジメント作り。プレゼントに

もぴったりです。 

開催日：12月22日（月）、23日（火・祝） 

午前10時30分～11時30分 

会場：いくとぴあ食花キラキラガーデン花とみどりの展示館 

定員：1日10名 参加予約が必要です（先着順）。申込み方法等、詳

しくはお尋ねください。 

参加料：キラキラガーデンの入園料を含め、小・中学生650円、高

校生以上800円 

申込み方法：電話でいくとぴあ食花 情報館（025-384-8732）へ

お申込みください。 

催事名9 冬のにいがたの魅力発見！にいがた食花フェア 

 冬でも楽しめる新潟の食と花が満喫できます。 

期間：2月7日（土）・8日（日） 

会場：いくとぴあ食花全体 

 

●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 ただし、障害者等の減免制度有り 

 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、ご感想をお願い

しています。 

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・祝日は午前10時30分・11時30分、午後1時・2時・3時

30分 

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。 
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開始時間： 

平日・土曜日は正午、午後2時30分 

日曜・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 

 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・祝日は午前11時、午後2時30分 

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：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：午前9時30分から午後5時（11月～3月は午後4時30分まで） 

入園料：有料 ただし、障害者等の減免制度有り 

12月から3月は入園料と駐車料金が無料になります。 

お問合せ：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） 

観覧料：有料（催事名１の企画展は一般600円、コレクション展は 

一般430円） ただし、障害者等の減免制度有り 

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です。 

お問合せ： TEL 0258-28-4111 

催事名1  企画展 コレクション・ストーリーズ — 11年の物語 

この11年間の主な収集作品をそれぞれのストーリーとともに紹介しま

す。関連する展覧会とあわせ、開館から21年目を迎える近代美術館の約半

数の年月にあたる活動を収集と展示の側面から振り返ります。 

期間： 2月3日（火）～4月5日（日） 
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催事名2 常設展 コレクション展 第4期  

 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1月4日（日）～2月1日（日） 

   後期2月3日（火）～3月1日（日） 

★郷土に残る小山正太郎と不同舎の画家たち（展示室1） 

 長岡市出身の小山正太郎とその弟子たちの作品を紹介します。 

★近代美術館の名品（展示室２） 

 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。 

★こどものせかい（展示室３） 

対話をしながら鑑賞できる作品をこどもの目線で選び展示します。 

催事名３ 映画鑑賞会 

 開催日時と題名： 

★2月14日（土）午後2時～ 「禁じられた遊び」 1952年・87分 

   アカデミー賞名誉賞、ヴェネツィア国際映画祭サン・マルコ金獅 

子賞受賞作。戦争孤児になった一少女と農家の少年の純心な交情が 

描かれた名作です。 

★3月7日（土）午後2時～ 「第三の男」 1949年・105分 

   カンヌ国際映画祭グランプリ、アカデミー賞撮影賞受賞作。第二 

次大戦後のウィーンを舞台に、陰影や構図を凝らしたサスペンス・ 

スリラーの傑作です。 

会場等：講堂 鑑賞無料（事前申込不要） 

 

●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 ただし、障害者等の減免制度有り 

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 冬季企画展「越後国域確定1300年記念 遺跡が語る新潟県の

歴史」 

今からおよそ 1300 年前、奈良時代の和銅５年（712）に越後国域が、

現在の新潟県に相当する範囲になったことを記念して、越後国域確定まで

の歴史を紹介する企画展です。新潟県埋蔵文化財調査事業団が発掘調査を
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行った数々の遺跡の出土品を展示します。 

開催期間：12月20日（土）～3月22日（日） 

場所等：企画展示室 観覧料無料 

催事名2 サイノカミ 

 越後の冬の民俗行事「サイノカミ」を実際に体験します。 

日時：1月11日（日）午後3時点火予定  

場所等：博物館周辺広場 定員なし 申込み不要 無料 

催事名3 講座 

 ①「古代の史料を読む１」 

  奈良平安時代の古文書や文献の読み解き方を学ぶ講座・第1回目 

日時：12月20日（土） 午後1時30分～3時 

会場及び定員：研修室 50名 

受講料：無料 

申込み方法：電話、ファックス、メール、又は来館（受付）にてお 

申込み下さい。  

 ②「古代の史料を読む２」 

  奈良平安時代の古文書や文献の読み解き方を学ぶ講座・第2回目 

日時：1月10日（土）午後1時30分～3時 

会場、定員、受講料、申込み方法は①と同じ 

 ③「火焔土器の鶏頭冠をつくる」 

新潟県の縄文時代中期（約5000年前）、火焔型土器の鶏頭冠や文様

の作り方を出土品から探り、縄文時代と同じ手順で製作します。製作素

材に紙粘土を使用しますので、手軽に製作の手順を実習できます。 

日時：1月24日（土） 午後1時30分～3時 

定員： 20名 

会場、受講料及び申込み方法は、①とおなじ 

④ シリーズ「女」連続講座「考古学から探る女の力」 

人類史の中で、女性が果たした役割について、出土品から考えます。 

期日：1月31日（土） 午後1時30分から3時 

会場、定員、受講料、申込み方法は①と同じ 

⑤「ストーンサークルを見る」 

世界遺産登録を目指している南北海道・北東北の縄文遺跡群の中には、

ストーンサークルを擁する遺跡が複数含まれています。また南北海道・
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北東北にかぎらず、日本列島の縄文時代には、岩石を用いたさまざまな

遺構があります。岩石を用いた史跡記念物は、ストーンヘンジに典型を

みるように、世界各地にあります。その中で縄文時代のストーンサーク

ルがどのように理解され、位置づけられるのか、考えます。 

期日：2月7日（土）午後1時30分～3時 

会場、定員、受講料、申込み方法は①と同じ  

 ⑥「石器時代の食料加工」 

人類の歴史は、食べ物の歴史でもあります。残念ながら、先史、特に

石器時代の料理を厳密に再現することはできませんが、食料加工の一端

を物語る研究が進められつつあります。食料加工に用いられる道具の変

化とともに、先史、日本列島の縄文時代を中心に紹介します。 

日時：2月14日（土）午後1時30分～3時 

会場、定員、受講料、申込み方法は①と同じ  

 

●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： 

★12月20日（土） クリスマス映画会 

午前の部 午前10時～11時40分 

「世界名作劇場 フランダースの犬」 2000年 日本 

午後の部 午後2時～4時10分 

「ジンジャーとフレッド」 1985年 

イタリア・ドイツ・フランス 

 ★1月14日（水）午後2時～3時45分 

   「バルカン超特急」 1938年 イギリス 

★1月25日（日）午後2時～3時40分  

 「家で死ぬということ」 2012年 日本 

開場時間：何れも上映開始時間の30分前 

会場、定員等：2階講堂 先着180名 鑑賞無料 直接会場へ  

催事名２ ★チビッコタイム★クリスマススペシャル 

 絵本・紙芝居などの読み聞かせや工作などを行います。 
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日時：12月21日（日） １階おはなしのへや  

申込み：申込み不要（直接会場へ） 

 

催事名3 北地域図書館「フラワーアレンジメント教室」 

★12月の教室 お正月アレンジ「お正月を華やかに！黄金色のリース」 

日時：12月23日（火） 午後1時～2時 

会場：北地域図書館多目的ルーム（長岡市新保町1399番地3） 

定員：先着16名 

申込み方法：参加ご希望の方は、北地域図書館へ電話での申込み、

又 

は北地域図書館来館・窓口にてお申込みください。 

TEL 0258-22-7100 

参加費：2,000円（材料費） 

 持ち物：花用はさみ、カッター 

★1月の教室 バレンタインアレンジ「バレンタインローズのトピアリー」 

日時：1月17日（土） 午後1時～2時 

会場、定員、申込み方法、参加費及び持ち物：12月の教室と同じ。 

ただし、申込みの受付は12月13日（土）午前9時30分から。 

催事名４ 子どもと楽しむ季節のわらべ歌（２回連続の講座） 

★１回目日時：3月7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：３月１４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（いとうみちこ）氏 野いちご文庫スタッフ 

会場及び定員：2階講堂 先着50名（事前申込みが必要） 

申込み方法等：1月20日（火）から図書館窓口又は電話で受付け開

始（2回連続講座での申込みとなります。） 

その他： 6か月以上のお子様の一時保育（定員10名）サービスが（無

料）あります。 
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●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 ただし、障害者等の減免制度有り 

お問合せ：TEL 0258-75-4936 

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 

入館料：有料 ただし、障害者等の減免制度有り 

お問合せ：TEL 025-544-2122（代表） 

常設展示 

「人間の科学」と「雪の科学」をテーマとした展示です。A～I まで９つ

のゾーンがあり、みて、ふれて、たしかめて楽しんでいただけます。 

★A ゾーン「人類の進化」 

約36億年の生物の進化や、わたしたちの遠い祖先の様子を訪ねて 

みましょう。 

★B ゾーン「生命の不思議」 

 新しい生命の誕生のしくみや成長の過程は、生命の大切さを教えて 

くれます。 
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★Ｃゾーン「からだのしくみ」 

 おどろくほど精巧な体のメカニズムを、体験しながら調べてみましょ

う。 

★D ゾーン「健康に生きる」 

  ふだん気がつかない健康を保つためのしくみを考えてみましょう。 

体力測定（有料：1人1回50円）を行うことができます。定期的に測 

定することにより体の成長が実感できます。 

D2コーナーにはコンピュータを設置し、自由に使えるコンピュー 

タコーナーになっています。 

★E ゾーン「環境とエネルギー」 

入館者とコミュニケーションしながら環境とエネルギーについて学 

ぶコーナーです。石油、天然ガスなどのエネルギー資源、環境とエネ 

ルギーのかかわりについて学べます。実際に実験で確かめるコーナー 

もあります。  

★F ゾーン「雪のサイエンス」 

上越地方にはなぜたくさんの雪が降るのでしょう？雪の性質や降雪 

のしくみを紹介しています 

★G ゾーン「生命の進化と環境」 

環境の変化が生命の進化にどのような影響を与えてきたのか、考え 

てみましょう。ここには動く大型恐竜模型も設置。最新の技術により 

驚くほどなめらかに動く恐竜の姿をぜひご観覧ください。 

ティラノサウルスの頭骨レプリカ、本物の草食恐竜ディプロドクス 

の大腿骨化石、大きなアンモナイト化石を展示しています。 

★H ゾーン「チルドレンパーク」 

チルドレンパークは、こどもたちの科学体験遊びのひろばです。た 

くさんのボールが入っている球泳プール（ボールプール）や、自分の 

影が映るへやで楽しい体験ができます。 

★I ゾーン「サイエンスプレイパーク」 

さわやかな緑、すがすがしい水の流れ。いこいと遊びの科学のひろ 

ばです。楽しい遊具やサイエンスバイスクル（おもしろ自転車）で遊 

ぶことができます。（雨天や遊具・地面が濡れている場合、積雪時に 

は閉園させていただきます。） 
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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：有料 ただし、障害者等の減免制度有り 

お問合せ：TEL 025-543-2449 

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 

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。 


