メールにいがた第113号（2015年4月号）別冊

県内主要文化施設の催し紹介
（4月下旬～6月中旬）
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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
催事名１ 創立100周年・新潟県立図書館記念事業「閲覧室ジャズコンサ
ート」
創立100周年記念事業として、スタンダードなジャズの名曲の生演奏を、
普段ではありえない閲覧室内で楽しんでいただくイベントです。
日時：5月23日（土） 午後5時15分開演、6時終了予定
会場： 閲覧室
定員：200名（申込不要）
鑑賞料：無料
その他：席は、基本的に立ち見席となりますが、高齢者等のための椅子
席も若干数あります。
2 新潟県立文書（ぶんしょ）館（新潟市中央区女池南3-1-2
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
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県立図書

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
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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
催事名２ 常設展示リニューアルオープン
常設展示室の展示替えを行い、新潟県内の旧石器時代から江戸時代まで、
各時代の遺跡から発見された代表的な出土品を用いて、新潟県の歴史を紹
介します。
期間：4月29日（水）～
会場：常設展示コーナー
催事名３ 「にいつ花ふるフェスタ」協賛イベント
「花と遺跡のふるさと公園」内において開催される「にいつ花ふるフェス
タ」の協賛イベントとして、火起こし体験と勾玉作り体験を行います。ま
た、リニューアルした常設展示や企画展示に関する解説も行います。
開催日：6月7日（日）
参加料：無料
体験等受付時間：
①火起こし体験 午前 9 時～午後 3 時 30 分
②勾玉作り体験 午前 9 時～午後 3 時
③展示解説

午前 10 時 30 分、午後２時

体験、解説受付・集合場所：埋蔵文化財センターエントランス
その他：体験、解説いずれも事前申込不要
4 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： 5月6日（水・振休）まで
休館日： 4月13日（月）、4月27日（月）＊予定
催事名２ 学芸員によるギャラリートーク
美術館学芸員が解説をしながら展覧会をご案内します。
日時：4月18日（土） 午後2時～
会場等：展示室 申込み不要 要観覧券
催事名３ 企画展「日韓近代美術家のまなざし－「朝鮮」で描く」
20世紀前半期の韓国近代美術史を代表する作家たちの作品、土田麦僊（つ
ちだ ばくせん）、山口長男（やまぐち たけお）、浅川伯教（あさかわ のり
たか）
、浅川巧（あさかわ たくみ）ら韓国にゆかりが深い日本の作家たちの
作品、さらには戦前の在「朝鮮」日本人作家の作品なども、最新の研究成
果をふまえて多数紹介します。
期間：５月１６日（土）～６月２８日（日）
休館日：5月18日（月）、6月1日（月）
、6月15日（月）※予定
観覧料：当日券一般1,100円、大・高生900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
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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（入館は午後4時30分まで）
休館日：毎週月曜日 （月曜日が祝日または振替休日の場合は翌日）、第3
火曜日及び年末年始 （12月29日～1月3日)
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。
上映開始時間：
平日は、金曜日の午後 2 時のみ
土・日・祝日は、午前 11 時 30 分、午後 2 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。
6 月 14 日（日）までの上映開始時間：
平日（火～金曜日）は、①午前11時、②午後3時
土・日・祝日は、①午前10時30分、②午後12時30分、③午後1時
30分、④午後3時30分
催事名２ 体験教室
森林インストラクターと一緒にクイズや観察をしながら、自然の不思議
を探ります。４月のテーマは「食べられる野草さがし」です。
日時： 4月26日（日） ①午後1時～、②午後2時～
館内常設展示
天文・宇宙、地球、地球の変遷・生物の進化、新潟県の動植物、ブナ林
の環境と生物、化学の目、恐竜の体と暮らしなどの展示コーナーがあり、
自然科学を総合的に理解することができます。
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また、実物大の恐竜が動く「マイアサウラ劇場」、迫力ある立体映像が
楽しめる「バーチャル・リアリティ劇場」、「生活を豊かにするロボット」
などもあります。更に、館内では様々な実験・実演も行っています。
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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 シャクナゲ・ツツジ展」
当園が世界に誇るコレクションの中から華やかなシャクナゲやツツジの
園芸品種、貴重な野生種を大公開！
期間：5月31日（日）まで
会場：観賞温室第2室（要入館料）
催事名２ 特別展示「はなみどり写真コンテスト入賞作品展」
公益財団法人 新潟県都市緑花センターが実施した「はなみどり写真コン
テスト」の入賞作品を展示します。
期間：4月19日（日）まで
会場：観賞温室第3室２階（要入館料）
催事名３ 花の国際セミナー「欧州における花木園芸の現状と可能性」
日時：4月23日（木） 午後1時30分～3時30分
会場：花と緑の情報センター （無料入館エリア）
定員：20名
聴講料：無料 事前の申込みが必要
申込方法：開催日の1か月前から電話（0250－24－6465）で申込み
受付け開始
催事名４ 春の植物園まつり
植物園の裏側を案内するバックヤードツアーや植物素材を使った体験教
室、園芸相談、物販（植物・食品）などがあります。当日は、観賞温室入
館無料デーも同時開催します。
日時：5月4日（月・祝）
、5日（火・祝） 午前9時30分～午後4時まで
会場：植物園内エントランス広場（屋外園地無料エリア）
その他：体験教室は材料費が必要
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催事名５ 花と緑の教室 植物園花散歩②「ボタン」
日時：5月13日（水） 午後1時30分～3時
会場：花と緑の情報センター（無料入館エリア）
定員：15名
参加料：300円 事前の申込みが必要
申込方法：催事名３と同じ
催事名６ にいつ花ふるフェスタ
ミニガーデンコンテスト、音楽ステージイベント、盆栽家 山田香織さん
の園芸教室、ミニ SL 運行、飲食物販などがあります。当日は、観賞温室入
館料100円デーも同時開催します。
日時：6月7日（日） 午前10時～午後4時
会場：植物園内エントランス広場（屋外園地無料エリア）
催事名７ 花と緑の教室 植物園花散歩③
日時：6月10日（水） 午後1時30分～3時
会場：花と緑の情報センター（無料入館エリア）
定員：15名
参加料：300円 事前の申込みが必要
申込方法：催事名３と同じ
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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「にいがたを知るブック展」
新潟市８区を前期・後期に分けて、歴史や文化、街並みを紹介する資料
や、パンフレット、ガイドブックを展示します。
期間及び展示地区：
【前期】5月5日（火）まで 中央区・江南区・西区・西蒲区
【後期】5月7日（木）～6月28日（日） 秋葉区・南区・東区・北区
ただし、第１水曜日と第２金曜日を除きます。
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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
お待たせしています！ 7月19日（日）午前9時30分にいよいよリニュー
アルオープン
昨年10月下旬から休館し、改修工事を行ってきました。誰にとっても快
適な美術館になるため、駐車場や喫茶室の段差を解消し、トイレもリニュ
ーアル。コインロッカーを増設し、視聴覚設備も刷新してさらに使いやす
くなります。
7月19日、うまれかわる新潟市美術館に、ぜひご期待ください。
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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：有料 ただし、障害者等の減免制度有り
お問合せ： TEL 025-225-6111
催事名1 企画展「田んぼで魚とり」
蒲原平野に広がる水田や用排水路、潟などで行われてきた漁労活動、生
活文化等を紹介します。
期間：4月11日（土）～ 5月31日（日）まで
催事名２ 博物館講座
テーマ：法眼淩明（ほうげん しゅんめい）一 法眼という位を得た新潟の
絵師（仮）
日時：5月24日（日） 午後1時30分～3時
会場：本館２階 セミナー室
定員： 80名、申込み不要
資料代：100円
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10 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
★キラキラマーケットは、午前10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、有料の体験や有料の施設を利用された場合は、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。
4月～６月の休館日：
★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、毎月第1、第3火曜日
★情報館、キラキラガーデン、キラキラマーケット、キラキラレスト
ランは、５月２６日（火）
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 チューリップキャンペーン
いくとぴあ食花全エリアに 10 万本のチューリップが咲きます。チュー
リップをテーマにしたイベントの他、夜にはキラキラガーデンのチューリ
ップのライトアップを行います。
期間：4月18日（土）～5月6日（水） ただし、4月28日（火）は食
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が、
休館日となります。
ライトアップ時間：午後5時～8時30分（最終受付午後8時）
会場：いくとぴあ食花 有料施設や有料体験あり
催事名２ 季節の花あそび 春のアートフレーム
季節の植物を使ったクラフトアートです。
日時：4月22日（水） 午前10時30分～正午
会場：花とみどりの展示館
定員：10名（最少催行人数3名）
参加料：3,000円
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申込締切：開催日の5日前
申込先：いくとぴあ食花 情報館 TEL 025-384-8732
催事名3 はじめてのハーブレッスン ダンテライオンのお話＆香りのテト
ラサシェ作り
むくみや便秘の解消に効果的なたんぽぽ（ダンテライオン）のお話と、
三角の形のサシェを作ります。
日時：4月25日（土） 午前10時30分～正午
会場：花とみどりの展示館
定員：10名（最少催行人数3名）
参加料：3,000円
申込締切及び申込先：催事名２と同じ
催事名4 ゴールデンウィークスペシャル
ゴールデンウィークはいくとぴあ食花で過ごしましょう！
日時：5月2日（土）～6日（水・振休） 午前9時～午後5時
会場：いくとぴあ食花 有料の施設や有料体験あり
催事名５ オリジナルキャンドル作り
作って楽しみ、灯して癒され、プレゼントに喜ばれる！世界でたった1つ
のオリジナルキャンドル作り。
日時：5月2日（土）、3日（日） 午前10時～午後3時
会場：花とみどりの展示館 申込不要
催事名6 季節と暮らしの寄せ植え教室 キッチンハーブ de 寄せ植え
飾ってカワイイ！ 食べてオイシイ！ ハーブの寄せ植えです。
日時：5月4日（月・祝） 午前10時30分～正午
会場：花とみどりの展示館
定員：10名
参加料：3,300円
持ち物：軍手、エプロン、スコップ
申込締切及び申込先：催事名２と同じ
催事名７ はじめてさんの花写真講座 ～春の花を素敵に撮ろう！～
ふんわりカワイイ花撮影のコツをお伝えする初心者向けの講座です。
日時：5月16日（土） 午前10時30分～正午
会場：キラキラガーデン
定員：10名（最少催行人数3名）
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参加料： 3,000円
持ち物：デジタルカメラ、カメラ取扱い説明書、筆記用具、
（あれば三脚）
申込締切及び申込先：催事名２と同じ
催事名８ はじめてのハーブレッスン レモンバームのお話＆スギナのヘ
アリンス作り
気持ちを明るくしてくれるレモンバームのお話と、髪をつやつやにする
スギナのヘアリンスを作ります。
日時：5月23日（土） 午前10時30分～正午
会場：花とみどりの展示館
定員：10名（最少催行人数3名）
参加料： 3,000円
申込締切及び申込先：催事名２と同じ
催事名9 季節の花あそび 春のナチュラルブーケ
春の花いっぱい！かわいいブーケを作ります。
日時：5月27日（水） 午前10時30分～正午
会場：花とみどりの展示館
定員：10名（最少催行人数3名）
参加料： 3,000円
申込締切及び申込先：催事名２と同じ
催事名10 はじめてさんの一眼レフ講座 ～一眼レフの基本のキ＆バラ撮
影～
ふんわりカワイイ花撮影のコツをお伝えする初心者向けの講座です。
日時：6月13日（土） 午前10時30分～正午
会場：キラキラガーデン
定員：10名（最少催行人数3名）
参加料： 3,000円
持ち物：一眼レフカメラ、カメラ取扱い説明書、筆記用具、
（あれば三脚）
申込締切及び申込先：催事名２と同じ
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11 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
お問合せ：TEL 025-222-7500
通年催事１ イルカショー
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
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
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
開始時間：午前11時30分、午後1時30分
12 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：4月、9月、10月 午前9時30分～午後5時
5月～8月 午前9時30分～午後6時
11月～3月 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 無料開園日
次の日は入園料が無料（駐車料金は有料）になる「無料開園日」です。
5月1日（金曜日 大人も子どもも無料）、5月5日（火曜日・こどもの日
こどものみ無料）、5月31日（日曜日 大人も子どもも無料）
催事名2 チューリップまつり
147 品種 20 万本のチューリップが咲き誇ります。期間中の土日祝には
クラフト教室など楽しいイベントを開催します。
期間：４月25日（土）～5月10日（日）
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催事名3 第８回越後丘陵公園リレーマラソン
1チーム4人以上10人以内で、42.195ｋｍをタスキリレーしてチームで
完走するリレーマラソンです。独力で1周2キロを完走できる方なら参加で
きます。目が不自由な方でも、伴走者がいれば参加できます。なおコース
の一部が芝生の為、車椅子でのご参加はご遠慮下さい。
日時：５月24日（日） 午前10時スタート
参加料：大人3100円、中学生以下1500円（入園料・保険料含む、駐
車料別）
申込締切：5 月 8 日（金）先着 300 チーム（インターネットでのエン
トリーは 5 月 1 日（金）締切）
お問合せ・申込み：リレーマラソン越後丘陵公園大会事務局
TEL 0120-846-598 大会ＨＰ http://www.fieldbrain.com
催事名4 香りのバラまつり
香りにこだわった世界でも珍しい「香りのばら園」で 652 品種 2,287
株のばらをお楽しみください。ばらまつり期間中の土日には、ガーデンツ
アーや講演会、栽培講習会、クラフト教室などのばらにまつわる様々なイ
ベントが行われます。
期間：5 月 30 日（土）～6 月 21 日（日）
13 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 戦後70年 ひろしま美術館フランス絵画展 －印象派
への旅
ひろしま美術館は、印象派を中心とした西洋近代絵画の有数のコレクシ
ョンを所蔵していることで知られています。本展では、エドゥワール・マ
ネやクロード・モネといった印象派の巨匠から、エコール・ド・パリまで
の、特に日本人に愛されているフランスの美術作品70点を紹介します
期間： 4月18日（土）～6月7日（日）
催事名2 常設展 コレクション展 第1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。
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期間：4月16日（木）～6月20日（日）
★「金色 銀色」（展示室１）
きらめく色彩、金色・銀色。この特殊な“色”を使った作品を紹介し、
その効果を探ります。
★「ブラック アンド ホワイト」（展示室２）
色彩以上に様々な表情を見せてくれる、黒と白。モノクロームの深
淵な世界をご紹介します。
★「近代美術館の名品」
（展示室３）
当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。
催事名3 映画鑑賞会
上映作品：巴里のアメリカ人 1951年 アメリカ
パリを舞台として、アメリカ人の画家とフランス人の女性の恋を描
く作品です。『雨に唄えば』とともに、ジーン・ケリーが主演するミ
ュージカル映画の傑作です。
日時：4月19日（日） 午後2時～4時
会場：講堂
その他：鑑賞無料、事前申込み不要
14 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 春季企画展「大正ロマン昭和モダン展 －竹久夢二と挿絵画家
たち－」
大正から昭和初期にかけての時代には、日本文化と西洋文化が交じり合
い、新たな大衆文化が花開きました。雑誌を舞台に展開された印刷美術も
その一例です。竹久夢二・高畠華宵（たかばたけ かしょう）
・蕗谷紅児・中
原淳一・橘小夢（たちばな さゆめ）
・岩田専太郎・松本かつぢなど、多彩な
作家たちが描く作品は、雑誌の表紙や挿絵として、人々の生活のなかに浸
透していきました。本展では、これらの作品約250点を紹介しながら、当
時の社会や文化を振り返ります。
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開催期間：4月25日（土）～6月7日（日）
場所：企画展示室
催事名2 講演会「夢二、華宵 大正ロマンの画家たち」
春季企画展覧会監修者の中右瑛（なかう・えい）氏により、出品作品の
画家について、そのさまざまなエピソードを語っていただきます。
日時：4月25日（土） 午後1時30分～3時
会場：講堂
定員及び聴講料： 150 人（先着順 要申込み） 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
催事名３ 体験コーナー「髪飾りを作ろう！」
くるみボタンやリボンを使って髪飾りを作ります。
期間：5月9日（土）～6月7日（日）の間の土曜日、日曜日
実施時間：午後1時30分～4時（午後3時30分受付終了）
会場：常設展示室内の体験コーナー（申込不要）
参加料：体験参加は無料ですが、常設展示観覧料が必要（障害者等の減
免制度有り）
催事名4 講演会「大正～昭和初期の少女雑誌の世界 － 淳一、かつぢ、
村岡花子など－」
戦前の少女雑誌を彩った挿絵とその画家たちについて語っていただきま
す。
日時：5月10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5 講座「大正時代を知る」
企画展「大正ロマン昭和モダン」展の理解をより深めるため、その時代
的背景を知ってもらう講座です。
日時：5月16日（土） 午後1時30分～3時
会場：研修室
定員及び聴講料：50名（要申込み） 聴講無料
申込方法：催事名２と同じ
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催事名6 国際博物館の日 記念講座「ユニバーサル・ミュージアムを考える」
現在、ユニバーサル・ミュージアムの視点を導入する博物館が増えてい
ます。主に、いわゆる視覚しょうがい者のために、触れる資料を用意する
場合が多いのですが、本来目指すべきユニバーサル・ミュージアムの姿と
は何かを考えます。
日時：5月17日（日） 午後1時30分～3時
会場：研修室
定員及び聴講料：50名（要申込み） 聴講無料
申込方法：催事名２と同じ
催事名7 講座「楽しい古文書講座入門編」
平仮名を中心に古文書に親しみます。古文書に全くふれたことがない人
でも気軽に学べる講座を目指します。
日時：5月23日（土） 午後1時30分～3時
会場：研修室
定員及び聴講料：35名（要申込み） 聴講無料
申込方法：催事名２と同じ
催事名8 ミュージアムコンサート「春に聴くソプラノとチェンバロの調べ
～明治レトロ、大正ロマン、昭和モダン、そして夢二」
竹久夢二は楽譜の表紙絵も手がけ、歌の世界を斬新なデザインで描きま
した。本コンサートでは、夢二が描いた『セノオ楽譜』
（妹尾幸陽出版）の
楽曲をはじめ、夢二が活躍した時代の楽曲をソプラノとチェンバロの調べ
にのせて演奏します。
日時：5月30日（土） 午後1時30分～3時
会場：講堂
定員ほか：150名（要申込み） 鑑賞無料
申込方法：催事名２と同じ
催事名9 講座「古代の史料を読む1・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です。毎回一つの
史料を取り上げ、その読み解き方やそこからわかることがらなどを学んで
いきます。
日時：6月6日（土）、13日（土） 午後1時30分～3時
会場：研修室
定員及び聴講料：50名（要申込み） 聴講無料
申込方法：催事名２と同じ
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15 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：
★4月28日（火） 午後2時～3時50分
「黄色いリボン」 1949年 アメリカ
★5月13日（水） 午後2時～4時
「天のしずく 辰巳芳子̏いのちのスープ̋」 2012年 日本
★5月31日（日） 午後2時～4時
「阿賀に生きる」 1992年 日本
※ 上映後、この映画の撮影を担当された小林茂さん（映画監督）
によるアフタートーク（午後4時～4時30分の予定）を行います。
開場時間：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」
★5月の教室
母の日のアレンジ「優しいママへのプレゼント♪」
日時：５月6日（水） 午後1時～2時30分
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4月11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
★6月の教室
サマーアレンジ「彩り爽やかな、ホワイト＆グリーン」
日時：6月20日（土） 午後1時～2時30分
会場及び定員：5月の教室と同じ
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、
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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5月16日（土）午前9時30分からです。
TEL 0258-22-7100
参加費及び持ち物：5月の教室と同じ
16 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
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―
時間：午前10時・11時、午後1時・2時・3時15分
17 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
催事名１ 「ねずみくんのチョッキ」複製画展
刊行から40年経った今なお読み継がれる「ねずみくんのチョッキ」の複
製画約30点を展示します。
期間：5月2日（土）～10日（日） 5月7日（木）は休館
催事名２ 図書館こども祭
こどもの読書週間に合わせて、子ども向けのリサイクルブック市やおは
なし会など、申込不要でどなたでも参加できるイベントです。
日時： 5月9日（土） 午前10時～
会場：高田図書館・直江津図書館・浦川原分館・頸城分館
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18 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）
催事名１ 企画展示「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：5月6日（水）まで
催事名2 サイエンスひろばでの工作体験
科学の屋台で手軽な工作などを体験できる楽しいイベントです。申し込
みや材料費は不要。入館された方はどなたでもご参加いただけます。
期間：5月3日（日）～5月6日（水）
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」
★B ゾーン「生命の不思議」
★Ｃゾーン「からだのしくみ」
★D ゾーン「健康に生きる」
★E ゾーン「くらし・環境・エネルギー」
★F ゾーン「雪のサイエンス」
★G ゾーン「生命の進化と環境」
★H ゾーン「チルドレンパーク」
★I ゾーン「サイエンスプレイパーク」
19 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
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
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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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