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県内主要文化施設の催し紹介
（2月下旬～4月中旬）
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1 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
らかにする事業です。
催事名１ 企画展「遺跡が語る新潟県の歴史」
会場：新潟県立歴史博物館
期間：3月22日（日）まで
※ 詳しくは、新潟県立歴史博物館に記載
催事名2 リレー講演会「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
会場：新潟県立歴史博物館
※ 詳しくは、新潟県立歴史博物館に記載
2

新潟県埋蔵文化財センター（ 新潟市秋葉区金津93番地1）
開館時間：午前９時～午後５時
休館日：展示室は年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）、その他は土・
日・国民の祝日及び年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）
入館料：無料
お問合せ：TEL 0250-25-3981
催事名１ 平成 23 年度～25 年度発掘調査 新資料展
新潟県教育委員会が発掘調査した遺跡から、各遺跡を代表する遺物を選
んで展示しています。今回は平成 23～25 年度に発掘調査した新発田市小
船渡（こふなと）遺跡、魚沼市町上（まちがみ）遺跡、関川村カヤマチ遺
跡の出土品を展示します。
期間：6 月末まで（予定）
会場：企画展示コーナー
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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
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催事名１ 第5回健康応援セミナー「ココロもカラダも元気になろう！人生
の四季とメンタルヘルス」
新潟大学保健管理センターでカウンセリングを行っている七里佳代（しち
り かよ）氏をお招きし、ライフサイクルから見たメンタルヘルスについて
わかりやすく説明をしていただくとともに、長寿社会において精神的に健
やかな人生を送るためのヒントをお話ししていただきます。
日時：2月28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。
送付先 〒950-8602（住所省略可）新潟県立図書館業務第1課
FAX 025-284-6832
http://www.pref-lib.niigata.niigata.jp/subscription/#event
申込時の記載事項：
講座名（第5回健康応援セミナー）、開催日（2月28日）、郵便番号、
住所、参加者氏名、電話番号、FAX 番号
セミナーのお問合せ先：業務第1課 TEL 025-284-6001
催事名２ 第25回くらし応援講座 早春コンサート「歌い継がれる日本の
歌～中田喜直・大中恩の童謡～」
新潟県出身で日本を代表するソプラノ歌手の中澤桂（なかざわ かつら）
先生の下で、日本歌曲を学んでこられた６名にご出演いただきます。古く
から人々に愛され歌い継がれてきた日本の名曲と、名作曲家である中田喜
直（なかだ よしなお）・大中恩（おおなか めぐみ）作曲の童謡を多数ご披
露いただきます。
曲目：この道、泊り舟、はる、夕方のおかあさん、ちいさい秋みつけた、
バスのうた、サッちゃん ほか
日時：3月15日（日） 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186名
鑑賞料：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：催事名１ 第5回健康応援セミナーと同じ
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申込時の記載事項：
講座名（早春コンサート）、開催日（3月15日）、郵便番号・住所、
参加者氏名、電話番号、FAX 番号
コンサートのお問合せ先：業務第1課 TEL 025-284-6001
4 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 第3回文書館歴史講座
日時：3月7日（土）午後1時30分～3時（受付開始午後1時～）
テーマ：北国街道の変遷と「三軒茶屋」―蒲原にみえる新しい時代の胎
動―
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 ただし事前申込みが必要（先着順）
申込み方法：電話、ファックスまたはメールでお申込みください。
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
5 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 企画展「生誕100 周年 トーべ・ヤンソン展 ～ムーミンと生き
る～ 」
世界中で愛され続ける「ムーミン」シリーズを生んだフィンランドの作
家、トーベ・ヤンソンの大規模な回顧展です。本展は、トーベの生誕100
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周年を記念し、フィンランドの国立美術館であるアテネウム美術館で開催
された大回顧展を、日本巡回展として再構成したものです。
代表作であるムーミン物語の原画を中心としたムーミン関連作品約280
点をはじめ、生涯を通じ情熱をもって取り組んだ油彩、また初期の風刺画
や児童文学の挿絵などを含む約400点の作品を紹介し、トーベの芸術家と
しての全貌を紹介します。
また、トーベが1964 年にフィンランド湾の孤島・クルーヴ島に建て、
1965年から1991年までほぼ毎夏を過ごした「夏の家」を実寸大再現モ
デルで紹介、北欧の風土に根ざしたライフスタイルにも焦点を当てながら、
その魅了的な創作活動の背景にも迫ります。
観覧料：当日券一般1,000円/大・高生800円/小・中学生は無料
身体障害者は無料、一種身体障害者手帳をお持ちの方及び車いすご利
用の方の移動支援者は無料
期間： 2月28日（土）～5月6日（水・振休）
休館日：3月2日（月）、3月16日（月）、3月30日（月）、
4月13日（月）、4月27日（月） ＊予定
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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
催事名 1 プラネタリウム番組
★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。
上映時間：3 月 23 日まで 金曜日の午後 2 時
3 月 24 日（火）から 火曜日～金曜日の午後 2 時
土・日・祝日の上映時間：午前 11 時 30 分、午後 2 時 30 分
★冬番組「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： 3月15日（日）まで
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火～金曜日の上映開始時間：①午前11時、②午後3時
土・日曜日・祝日の上映開始時間：①午前10時30分、
②午後0時30分、③午後1時30分、④午後3時30分
★春番組「宇宙 未知への大紀行」
ＮＨＫスペシャル「宇宙未知への大紀行」シリーズ。この広い宇宙の
中で生命があふれているのは地球だけなのでしょうか。「地球外生命体」
の謎に迫ります。
上映期間：3 月 21 日（土）～6 月中旬
火～金曜日の上映開始時間：①午前11時、②午後3時
土・日曜日・祝日の上映開始時間：①午前10時30分、
②午後1時30分、③午後3時30分
催事名２ 春の特別展「ふーせん動物ランド」
世界各地の気候帯別にみられる動植物をバルーンアートで楽しく学びま
しょう。
期間：3月21日（土）～4月5日（日）
時間：午前10時～午後5時
会場：1階特別展示室
その他：入館料のほかに特別展の観覧料が必要 ただし、障害者等の減
免あり
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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
催事名1 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： 3月8日（日）まで日本一のコレクション（品種数）を誇る植物園
保有のアザレア200種、1,000鉢を公開します。
会場：観賞温室第2室（入場有料エリア）
催事名２ 特別展示「洋ラン展」
期間：2月17日（火）～３月１日（日）
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会場：観賞温室第3室２階（入場有料エリア）
催事名３ 特別展示「～新潟の草花～雪割草展」
期間：3月3日（火）～３月15日（日）
会場：観賞温室第3室２階（入場有料エリア）
催事名４ 企画展示「にいがたの花 チューリップ展」
期間：3月10日（火）～4月5日（日）
会場：観賞温室第2室（入場有料エリア）
催事名5 特別展示「クリスマスローズ展」
期間：3月21日（土・祝）～3月29日（日）
会場：観賞温室第3室2階（入場有料エリア）
催事名6 花と緑の教室 植物園花散歩11
講師：植物園職員
日時：3月12日（水） 午前10時～11時30分
会場：花と緑の情報センター（入場無料エリア）
参加費：300円
定員：15名 事前の申込みが必要（先着順）
申込み方法：開催日の1か月前から電話（0250－24－6465）で申込
み受付
催事名7 ドライフラワーを使った簡単アレンジメント
講師：植物園友の会
日時：3月15日（日） 午前10時～11時30分
会場、参加費、定員及び申込み方法：催事名6と同じ
催事名8 クリスマスローズを咲かせるコツ
「NHK 趣味の園芸」講師の金子明人（かねこ あきひと）氏をお招きし、
クリスマスローズを咲かせる育て方について学びます。
★第1回「ガーデンハイブリッドの育て方」
日時：3月21日（土・祝） 午後1時～2時30分
★第2回「原種・交配種の育て方」
日時：3月22日（日） 午後1時～2時30分
会場：花と緑の情報センター（入場無料エリア）
参加費：第1回、第2回とも各300円
定員： 50名 事前の申込みが必要（先着順）
申込み方法：開催日の1か月前から電話（0250－24－6465）で申込
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み受付け
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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 午前10時～午後8時
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 特別コレクション室展示「坂口三千代『クラクラ日記』とビブリ
ア古書堂の本棚展」
『クラクラ日記』は坂口安吾の妻・坂口三千代が夫との生活を綴った作
品です。小説『ビブリア古書堂の事件手帖』
（三上延〔みかみ えん〕著）で
は母と娘をつなぐ重要な本として登場します。坂口安吾、三千代の著書を
中心に「ビブリア古書堂」を取り巻く事件にまつわる本を紹介、展示しま
す。
期間等：3月3日（火）まで 観覧無料
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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 美術講座「なおしてまもる まねしてつたえる 国宝・重要文化
財の世界」
展覧会や観光の目玉となる国宝・重要文化財。実は、その多くが悠久の
時を経て今日に伝来するまで、静穏に保管されてきたわけではありません。
情熱的な、脈々たる人間の営為が美の背後に息づいています。
「修理」や「模
写・模造」をキーワードに、国宝・重要文化財の魅力を探ります。
日時：3月21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
聴講料：無料
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定員等：定員50名（先着順）

事前申込み不要

直接会場へ

10 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～３月 午前9時30分～午後5時
4月～9月 午前9時30分～午後6時
観覧料：常設展は有料 ただし、障害者等の減免制度有り
企画展は無料
お問合せ： TEL 025-225-6111
催事名1 企画展「収蔵品展・新収蔵品展」
新収蔵品展は、当該年度に新たに受け入れた資料を、収蔵品展は、資料
収集保存事業の周知を兼ね、博物館の収蔵資料を紹介します。
期間： 2月21日（土）～3月29日（日）
催事名２ 博物館講座「幕末の村」―動揺する村の秩序―
江戸後期から幕末にかけて、村で暮らす人々が、どのように社会の変化
を受け入れ、対処していったのかを紹介します。
日時：2月22日（日） 午後1時30分～3時
会場：２階セミナー室
定員： 80名、申込み不要
資料代：100円
11 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8時30分
※午後3時30分～4時の間は、イルミネーション点灯準備のため、キラ
キラガーデン及び花とみどりの展示館を一時閉園
★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
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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。
休館日：毎月第1、第3火曜日
お問合せ：いくとぴあ食花 情報館 TEL 025-384-8732
催事名1 真冬のネストブーケ作り
鳥の巣をかたどり、季節のお花を組み合わせた純白のブーケを作ります。
（最小催行人数は3人）
日時：2月25日（水）①午前10時30分～正午 ②午後1時30分～3時
会場：キラキラガーデン 花とみどりの展示館
参加料：大人3,300円、子供3,100円 （入園料込・消費税込）
申込締切：2月18日（水）
申込先：いくとぴあ食花 情報館 TEL 025-384-8732
催事名２ ～春を食べよう～「エディブルフラワーのティータイム」
エディブルフラワーを使ったお料理とオリジナルブレンドティーで簡単
レクチャーを交えながら素敵なティータイムを！（最少催行人数3名）
日時：3月7日（土） 午後1時30分～3時
会場：キラキラガーデン 花とみどりの展示館
参加料：1,000円 （入館料無料）
申込締切：2月28日（土）
申込先：いくとぴあ食花 情報館 TEL 025-384-8732
催事名3 雪割草展
期間：3月7日（土）～12日（木）
時間：午前9時～ 終了時間未定（詳しくは情報館へご確認下さい。
）
午後3時30分～4時はイルミネーション点灯準備のため一時閉園
会場：キラキラガーデン 花とみどりの展示館
観覧料：有料 ただし、障害者等は減免あり、未就学児は無料
催事名4 春花・舞花 haruhana-myflower
新潟の早春の花をテーマにしたイベントです。様々な春の花の展示や即
売会、参加型の講座など盛りだくさんです。
（講座は予約が必要なものがあ
ります。）
日時：3月7日（土）・8日（日） 午前9時～午後5時
会場：いくとぴあ食花
入場料：無料 ただし有料の施設もあります。
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催事名５ ～リトルガーデン～「雪割草と春のお花の寄せ植え」
雪割草と春の花の寄せ植えをつくります。（最少催行人数1名）
日時：3月14日（土） 午前10時30分～正午
会場：キラキラガーデン 花とみどりの展示館
参加料：高校生以上3,300円、小・中学生3,100円（入園料・消費税込）
申込締切：3月6日（金）
申込先：いくとぴあ食花 情報館 TEL 025-384-8732
催事名6 ボケ展
期間：3月20日（金）～29日（日）
時間：午前9時～ 終了時間未定（詳しくは情報館へご確認下さい。
）
午後3時30分～4時はイルミネーション点灯準備のため一時閉園
会場：キラキラガーデン 花とみどりの展示館
観覧料：有料 ただし、障害者等は減免あり、未就学児は無料
催事名７ ～季節の花のあそび～「春のタペストリー作り」
春の植物ミモザを使って自分だけのおしゃれな壁掛けを作ります。
（最少
催行人数3人）
日時：3月25日（水） 午前10時30分～正午
会場：キラキラガーデン 花とみどりの展示館
参加料：大人3,000円、小・中学生2,800円（入園料・消費税込）
申込締切：3月18日（水）
申込先：いくとぴあ食花 情報館 TEL 025-384-8732
催事名８ ～はじめてのハーブ～「私のブレンドハーブティー」
ハーブの知識を深めてオリジナルハーブティーをつくってみませんか？
（最少催行人数3名）
日時：3月28日（土） 午前10時30分～正午
会場：キラキラガーデン 花とみどりの展示館
参加料：高校生以上3,000円、小・中学生2,800円（入園料・消費税込）
申込締切：3月24日（火）
申込先：いくとぴあ食花 情報館 TEL 025-384-8732
12 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あり
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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
日曜日・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。
開始時間：平日・土曜日は午後1時45分
日曜日・祝日は午前10時、午後1時45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
日曜日・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
13 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
催事名１ クリスマスローズフェスタ
「冬の貴婦人」とも呼ばれるクリスマスローズの祭典です。生産地・新
津直送のクリスマスローズ約200点を展示するほか、苗の販売もあります。
今年は、サンリオキャラクター「マイメロディ」のフォトスポットも登場
します。
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期間：2月21日（土）～3月8日（日） フォトスポットは3月22日（日）
まで 月曜日は休園
期間中の主な行事：
①クリスマスローズ栽培教室 2月22日（日）
、3月8日（日）
②育種家の講演会 3月1日（日）
③クラフト教室 土・日・祝日
④お買い得オークション 3月1日（日）
、8日（日）
催事名２ 雪割草まつり
雪解けとともに花開く「春の妖精」雪割草を展示します。期間中は雪割
草の展示や絵手紙展、土日祝には雪割草の押し花を使ったクラフト教室や
室内での大規模展示即売会を開催します。
また、4 月の雪解け後には、園内の雪割草群生地で 13 万株の雪割草が
開花します。
期間：3月14日（土）～4月5日（日） 月曜日は休園
14 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 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： 4月5日（日）まで
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：3月1日（日）まで
★郷土に残る小山正太郎（こやま しょうたろう）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。
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★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 常設展 コレクション展 第5期
期間：3月4日（水）～4月12日（日）
★所蔵品に見る「書」
（展示室１）
書作品を時代を区切って紹介します。
★近代美術館の名品（展示室２）
所蔵品から人気の高い作品を選りすぐって展示します。
★富士詣考（展示室３）
描かれた「富士山」を紹介します。
催事名4 美術鑑賞講座「コレクションと展覧会」
展覧会との関わりを視点に、この11年間に収集された作品を振り返りな
がら、収集と展示という美術館の主要な活動を紹介します。
日時：2月28日（土） 午後2時～3時30分
講師：新潟県立近代美術館学芸課長代理 澤田佳三（さわだけいぞう）
会場等：講堂、聴講料無料、事前申込み不要
催事名５ 映画鑑賞会
★上映作品：
「第三の男」 1949年 イギリス
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。監督はキャロル・リード。第3回カンヌ国際映画
祭（1949年）でグランプリを受賞、1950年度のアカデミー賞で撮
影賞（白黒部門）を受賞した。
日時：3月7日（土） 午後2時～3時45分
会場：講堂
その他：鑑賞無料、事前申込み不要
15 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 越後国域確定1300年記念事業・冬季企画展「遺跡が語る新潟
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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
行った数々の遺跡の出土品を展示します。
開催期間：3月22日（日）まで
場所等：企画展示室 観覧無料
催事名2 越後国域確定1300年記念事業・リレー講演会「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」
暦年代が明らかになった縄文時代晩期の新発田市青田遺跡について、
年単位でムラづくりの復元を試みます。そして、利用された建材や食料
の調理方法の検討を通じ、縄文時代における生活のシステムを考えます。
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：講堂
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 office@nbz.or.jp
催事名３ 講演会「縄文時代の年代」
縄文土器に付着した炭化物を用いた放射性炭素年代測定によって明らか
になった縄文時代の年代について、講演していただきます。
日時：3月8日（日） 午後1時30分～3時
会場、定員、聴講料及び申込み方法：催事名２と同じ
催事名4 体験コーナー「縄文文様コロコロ体験」
オーブン粘土で縄文土器のミニチュアを作り、さまざまな縄や道具を転
がしてみます。
日時：3月22日（日）までの土・日・祝日 随時実施
会場：常設展示室内の体験コーナー（申込み不要）
参加費：有料 （常設展示会場への入場券（障害者等の減免あり）が必
要）
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16 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：
★3月11日（水） 東日本大震災関連ドキュメンタリー
➀午前10時～11時50分
「生き抜く 南三陸町人々の一年」 2012年 日本
②午後2時～4時5分
「ニッポンの嘘 報道写真家福島菊次郎９０歳」 2012年 日本
★3月21日（土） 午後2時～3時40分
「兎の眼」 1978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：中央図書館2階講堂 先着180名 鑑賞無料 事前申込
み不要
催事名2 北地域図書館「フラワーアレンジメント教室」
★3月の教室
春の小鉢～菜の花アレンジ～ ホッ！とする空間が広がります。
日時：3月7日（土） 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 事前申込み必要
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。ただし、申
込の受付は2月14日（土）午前9時30分からです。
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
催事名3 作家を語る
大正から昭和にかけて活躍した女流作家を取り上げ、作家の魅力や作品
を紹介します。
日時：3月21日（土） 午後2時～2時40分
会場：西地域図書館（大島（おおじま）コミュニティーセンター2階 図
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書室）
定員等：先着15名 申込み不要
催事名4 文芸講演会「いくつになっても若々しく生きるための脳の強化法
７つの秘訣」
寺泊出身で1万人以上の脳診断をされてこられた、医師で医学博士の加藤
俊徳（かとうとしのり）さんを講師にお招きし、人生100年を前提に、毎
日の脳習慣に向き合う脳の強化法などをお話しいただきます。
日時：3月29日（日） 午後2時～3時45分
会場、定員等：中央図書館2階講堂 先着180名（高校生以上）ただし、
事前申込み必要
申込み方法： 3月11日（水）から中央図書館窓口、電話、ホームページ
で受付け開始
TEL 0258-32-0658
https://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp/index.html
17 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
18 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）
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お問合せ：TEL025-523-2603
催事名 世界一周 本の旅
世界の国の地理や文化の紹介を交えた読み聞かせの会です。図書館の本
を使って、簡単な調べものも行います。１年かけて、本で世界を一周しま
す。
日時及び説明国：
2月28日（土）午後3時～3時30分 メキシコ
3月28日（土）午後3時～3時30分 日本
会場等：2階 おはなしコーナー 申込み不要
19 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）
企画展示1 夢のまち上越ジオラマ展示
北陸新幹線の開業を記念して、パッケージクラフトで制作した夢のまち
上越の巨大ジオラマを展示します。
期間：3月14日（土）～5月6日（水）
企画展示2 ひよこの誕生
春休みの期間中、ニワトリのひよこ発生について、展示・解説していま
す。生まれたばかりのひよこの観察ができ、運がよければカラを割って出
てくる瞬間に出会えることもあります。
期間：3月25日（水）～4月5日（日）
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。
★Ｃゾーン「からだのしくみ」
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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。
★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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20 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
※ 4月1日から催事時間等が変更になる可能性がありますので、お問
い合わせください。
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。
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