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天皇陛下御即位記念
第34回国民文化祭・にいがた2019
第19回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会
2019年9月15日 →11月30日2019年9月15日 →11月30日日 土

上越市内で実施する国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭主催事業と
市内を会場とする文化イベント全102事業を掲載!
まちの歴史・文化・観光・食に関する情報もこちらから！

Uni-Voice
「音声コード Uni-Voice」
専用読み取り装置やスマホ
アプリを利用して、情報を音
声で聞くことができます。

上越市公式ガイドブック
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この祭典では、県内の文化活動の活性化、裾野の拡
大、レベル向上を目指すとともに、新潟県の特色ある
地域文化の魅力を国内外に発信していきます。

表紙のデザイン及びタイトルは、新潟県立上越総合技術高等学校 建築・デザイン
科、環境デザインコースの生徒のうち3年生4名から作成していただきました。
同校の授業の中で、日本の伝統工芸であり、「メイド・イン上越」の認証品のひと
つでもある「組子」の作成現場を訪ねた際にヒントを得て、六角形の組子のデザイ
ンの中に、上越市を象徴する＜桜・蓮・米・酒・雪・城＞のアイコン（絵記号）を配
置し、当市の歴史・文化を分かりやすく表現しています。
タイトルの「巡遊（じゅんゆう）浪漫（ろまん）」については、文化祭の期間中、
様々な文化イベントを巡り、上越の歴史・文化に触れ、新しい出会いを楽しんで欲
しいという気持ちが込められています。

［表紙のデザイン・タイトルについて］
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第34回国民文化祭、第19回全国障害者芸術・文化祭上越市実行委員会
（上越市企画政策部文化振興課内）
〒943-0832　新潟県上越市本町3丁目3番2号 高田まちかど交流館内　

天皇陛下御即位記念
第34回国民文化祭・にいがた2019
第19回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会

●基本理念

人の文化の発信 ～世界へ、そして未来を担う子どもたちへ～
すべての人がさまざまな文化に「ふれる」こと、地域の大
切な文化や先人の営みを、次代を担う子どもや若者に「つ
たえる」こと、交流を通じて喜びや感動を共有し、新しい
文化の創出に「つなぐ」こと、さらに文化と観光、産業等
が連携して文化の幅を「ひろげる」ことを目指します。

●テーマ

文化の丁字路　～西と東が出会う新潟～
北前船によって海路から上方文化、陸路から江戸文化が
新潟の地で交差・融合し、「文化の丁字路」が形成され
ました。
丁字路を日本地図に重ね合わせると、「人」という文字
にも見えてきます。
西と東が出会う、ここ新潟から、「人の文化」を世界へ、
そして未来へ発信していきます。

●キャッチフレーズ

文化ふっとつ新潟！
「ふっとつ」とは、「盛りだくさん」「あふれるほど」とい
う意味で、新潟県の文化の多様性を表現しています。

この穴は何？
この穴は、表紙に表示してある「Uni-Voice」という二次元コードの
位置を示すものです。Uni-Voiceとは、特定非営利活動法人日本視覚
障がい情報普及支援協会（JAVIS）が開発した音声コードです。文書
が読み取れない視覚ハンディや、失語症などの文字情報ハンディを
持つ方が、専用の読み取り装置やスマートフォンアプリ（無料）を利
用して文字と音声読み上げ情報を得ることができます。

ユニボイス

左から加藤朋佳さん、佐藤桃菜さん、
矢沢尚也さん、加藤優佳さん

2019年9月15日 →11月30日日 土

デザイン 加藤優佳さん

主催： 文化庁　／　厚生労働省／　新潟県　／　新潟県教育委員会　　
 第34回国民文化祭、第19回全国障害者芸術・文化祭新潟県実行委員会
 市町村　／　市町村実行委員会　／　文化団体等

会期：

じゅん ゆう ろ まん

てい  じ  ろ
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9月15日から77日間にわたる「第34回国民文化祭・にいがた2019、第19回全国

障害者芸術・文化祭にいがた大会」が開幕し、上越市においても、太鼓の祭典や合唱

の祭典をはじめとする様々な公演・イベントが開催されます。

全国各地からご参加・ご来場されます大勢の皆様を心から歓迎いたしますととも

に、市民の皆様には
こぞ

挙ってご参加いただきたいと考えております。

上越市は、奈良時代に国府が置かれ、戦国時代には越後が誇る名将・上杉謙信公が

城を構え、江戸時代から明治時代にかけては、北前船が日本海を巡る海の道と太平

洋から信濃を通って本州を横断する陸の道が交わる交通の要衝となるなど、まさに

本文化祭のテーマ「文化の
てい じ ろ 

丁字路」にふさわしい歴史と文化に彩られたまちです。

また、日本でも有数の豪雪地帯である当市では、日本酒やワイン、味噌など、酒の

文化・発酵の文化が根付き、雪を活用した雪室商品、雪下・雪室野菜など、地域特有

の気候・風土が生み出す食文化が築かれてきました。

そして、
 い  ま 

現在、生まれ変わった水族博物館「うみがたり」や歴史博物館など、このま

ちには新たな魅力も加わっており、ぜひこの機会に、多くの皆様から上越の食文化・

観光の魅力を心ゆくまでご堪能いただきたいと思っております。

その一助として、市では、このたび、本文化祭の開催期間中に市内を会場に開催さ

れる文化イベントと観光スポットを紹介する、上越市公式ガイドブック「
じゅんゆうろまん 

巡遊浪漫」を

作成いたしました。このタイトルには、会期中、本書を手に、市内各地を〝巡り〟なが

ら、当市の奥深い歴史・文化に触れ、そこに関わる人々との出会いを楽しんでいただ

きたい、また、新しい時代につながる〝物語＝浪漫〟を感じていただきたいという思い

が込められています。

本文化祭が皆様にとって新たな文化・芸術・歴史の発見につながる機会となるとと

もに、全国各地からお越しいただいた皆様との新たな出会いや物語が生まれ、交流

の輪が広がる場となりますことを心から願っています。

第34回国民文化祭、第19回全国障害者芸術・文化祭
上越市実行委員会 会長 上越市長 村山 秀幸
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江戸時代前半、高田城
は広大な領地を支配す
る徳川家の城でした。本
展では、市内の寺社に残
る松平忠輝ら高田藩主
ゆかりの資料や全国的
にも希少な徳川秀忠肖

像画などを展示、高田藩と徳川家のつながりを紹介します。

日時：7/20㊏～10/20㊐　9:00～17:00
 ㊊（祝日の場合は翌日）は休館
会場：上越市立歴史博物館 上越市本城町7-7
料金：一般500円、小中高250円
問上越市立歴史博物館  ☎025-524-3120

開館1周年記念企画展 上越の寺社と徳川の城・高田

連
携
事
業

MAP B-9

日時：9/13㊎～9/16㊊㊗　10:00～18:00
会場：小川未明文学館市民ギャラリー
 上越市本城町8-30（高田図書館内）
料金：無料
問写真倶楽部Ｆ６ ☎090-4944-6824

第7回 F6 写真展

応
援
事
業 写真展示会のテーマは

「高田公園」。部員11名
が課題と自由作品の合
計45点を展示します。
年間の写真活動の集大
成としての写真展です。
写真愛好家はもちろん、

市民の皆様にご覧いただきたいと思います。

MAP B-10

さをり織りアーティスト「坂井
亮円」の作品を展示します。
9/14午後2時からは、ヴァイ
オリンデュオグループ・フォー
ルによるオープニングミニコ
ンサート。9/15午後2時から
は、嵯峨美術大学客員教
授・宮田徹也氏と坂井亮円

によるトークイベント。9/22午後2時からは、yumizo、平野民雄による
プレエンディングミニコンサートを開催します。

日時：9/14㊏～9/23㊊㊗　10:00～16:00
会場：東条商店RE 上越市本町6-3-8
料金：無料
問坂井 亮円  ㈱高田広告舎プラステン ☎025-520-7442

坂井亮円 さをり織り 花ロード個展

応
援
事
業

MAP B-18

日時：9/2㊊～9/30㊊　9:00～19:00
会場：高田郵便局 上越市大手町3-21
料金：無料
問女性写真サークルしののめ ☎080-2243-3227

女性写真サークルしののめ作品展（写真）

応
援
事
業 女性写真サークルしのの

め作品展は今年で3年目
となります。今回のテーマ
は「港」です。サークル会
員4名および講師の作品
を展示します。作品のほと
んどはカラー写真ですが、

糸魚川市能生の旧筒石港はモノクロで撮影をしています。

MAP B-8

国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の主催事業に加え、文化
祭の会期中、市内を会場に、市民団体や企業等の皆さんが開催
するイベント全102事業を紹介しています。また、上越市は歴史上
の人物をはじめ、幅広い分野で偉大な業績を残した先人を数多く
輩出していることから、関連イベントに併せ、人となりや顕彰施設な
ども掲載しています。
ぜひこの機会に、市内各地への〝巡遊〟をお楽しみください。
※各事業は開催日順に掲載しています。（一部を除く）

歴史的建造物から新名所まで、高田、春日山、直江津地区の
代表的な歴史的・文化的なスポットを紹介します。

日本でも有数の豪雪地帯である上越市には、地域特有の気
候・風土が生み出した食文化があります。伝統の味から上越な
らではの新名物を紹介します。

多彩なイベントを紹介

歴史的・文化的スポットを紹介

食文化を紹介

事業
区分

主催事業 応援事業特別連携事業連携事業
主に市町村等が実施する事業で、
ともに文化祭を盛り上げる事業

連携事業のうち、「人の文化」、
「食の文化」などを発信する事業

主に市民団体等が実施する事業で、
ともに文化祭を盛り上げていただく事業

P3-21 ウェブサイト P22

P23-28

P29-30

じゅん ゆう ろ まん

上越市公式ガイドブック



花とアート作品の展示で
街を彩るほか、夜のカフェ
や商店街のおかみさんが
描いた365日の誕生花と
花言葉をアーケードに飾
ります。艶やかに彩られた
街にぜひお越しください。

日時：9/14㊏～9/23㊊㊗
会場：本町3、4、5丁目商店街及び高田市街地一帯 上越市本町及び周辺
料金：無料 ※夜のカフェは有料
問城下町高田花ロード実行委員会  ☎025-523-2517

MAP B-19

たかだ花ロードウィーク

連
携
事
業

4

3か年目となる本年度は、
長野県立歴史館の笹本
正治館長を講師に迎え、
「中世・身体の自由と拘
束～安寿と厨子王の物
語を前提として～」と題
し、人身売買が横行して

いた乱世の時代を知り、未来を考える講演会を開催します。

応
援
事
業

日時：9/21㊏　14:00～15:45
会場：高田公園オーレンプラザ ホール 上越市本城町8-1
料金：無料
問高田公園オーレンプラザ  ☎025-525-1311

歴史講演会

MAP B-11

渡辺正敏氏の遺作写真
展（妙高戸隠連山と海
谷山塊、その他の写真を
約60点展示）を開催しま
す。渡辺正敏氏は、頸城
山塊撮影の先駆者で、
「山渓フォトコンテスト」の

年間最優秀賞を2年連続で受賞し、他の山岳地等での作品も
多く残しました。 2013年に阿寺渓谷で他界。

妙高戸隠連山と海谷山塊の四季　―頸城撮影の先駆者　渡辺正敏　遺作展―

日時：9/20㊎～9/23㊊㊗　10:00～19:00
（㊏は17:30まで、㊐㊊は17:00まで）

会場：小川未明文学館市民ギャラリー 上越市本城町8-30（高田図書館内）
料金：無料
問久比岐ネイチャーフォトグラファーズ  ☎025-523-2475

応
援
事
業

MAP B-10

日時：9/17㊋～10/31㊍　9:00～15:00
（㊏㊐㊗は定休日）

会場：第四銀行高田営業部 上越市西城町3-7-8
料金：無料
問㈱第四銀行高田営業部 　☎025-524-2141

Atelier Yuki（アトリエ ユキ）作品展

応
援
事
業 地元日本海でとれたビー

チグラス（シーグラス）を
使ったオリジナル作品を
展示します。ひとつひとつ
がインスピレーションのま
まに絵付けや色付けをし
て作り上げています。

同じ作品が2つとしてないシーグラスの世界をのぞいてみてください。

MAP B-4

日時：9/22㊐　10:15開場 10:45開演
会場：リージョンプラザ上越 上越市下門前446-2
料金：無料
問上越三曲協会　☎025-523-3790

第57回 上越三曲協会定期演奏会

応
援
事
業 伝統的な和楽器（箏、三

絃、尺八）を駆使し、主に
邦楽の古典曲を演奏し
ています。
毎週行う練習では、日本
の美しい四季の移ろいを
感じるとともに、先人に想

いを馳せながら音を奏でています。
演奏会では、和楽器による癒しの音色をご堪能ください。

MAP A-3

日時：9/21㊏ 18:30～20:30、9/22㊐ 14:00～16:00
会場：上越文化会館 上越市新光町1-9-10
料金：高校生以上1,000円 小・中学生500円 未就学児は入場不可
問上越文化会館 　☎025-522-8800

市民創作音楽劇「くびき野の歌」
自然豊かな上越市を舞
台に、東京で生まれ育っ
た姉弟が亡き父親の故
郷で、地元の人々の優し
さやたくましさに触れ成長
していく姿を描いた、市民
による音楽劇です。合唱

とオーケストラの演奏とともにお楽しみください。

主
催
事
業

MAP A-1
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応
援
事
業 池の水を抜いて魚を捕ま

える「大池の鯉上げ」を
再現したイベントです。子
どもたちの「さかなのつか
みどり」体験や地元の特
産品が並ぶ「青空市場」、
焼き肉ひろばなどがあり、

秋の一日を自然豊かな湖畔で楽しめます。

日時：9/23㊊㊗　10:00～15:00
会場：大池いこいの森第3キャンプ場 上越市頸城区日根津
料金：無料
問頸城のまつり実行委員会事務局  ☎025-520-6121

大池まつり

MAP D-9

「フォトクラブ和」は2014
年に結成し、現在の会員
は11名です。
今回の写真展は、共通
のテーマを設けずに自分
のテーマに沿った作品を
展示します。

日時：9/27㊎～9/29㊐ 10:00～18:00（最終日は17:00まで）
会場：小川未明文学館市民ギャラリー
 上越市本城町8-30（高田図書館内）
料金：無料
問フォトクラブ和  ☎025-543-0694

第5回 フォトクラブ和 写真展

応
援
事
業

MAP B-10

小埜裕二氏・杉みき子
氏・舟見倹二氏が上越
市の文化・文芸の世界を
語ります。

高田文化協会主催 文化講演会

日時：9/22㊐ 14:00～16:00 町家交流館 高田小町 上越市本町6-3-4
会場 10月（日時未定） 町家交流館 高田小町 上越市本町6-3-4
 11月（日時未定） 高田まちかど交流館（旧第四銀行高田支店） 上越市本町3-3-2
料金：無料
問高田文化協会  ☎025-525-2205

応
援
事
業

MAP B-3

MAP B-7

応
援
事
業 最新ガス機器の展示、

特別価格での販売を実
施するほか、子供向けイ
ベントも行います。フェア
にお越しの際は、人魚館
の温泉もお楽しみくださ
い。

日時：9/28㊏　10:00～15:00
会場：鵜の浜人魚館 上越市大潟区九戸浜241-8
料金：無料（温泉の入浴は有料）
問上越市ガス水道局北部営業所  ☎025-536-2261

ガス水道フェア2019大潟会場

MAP D-1
日時：9/27㊎～9/29㊐　10:00～15:00
会場：雁木通りプラザ 4階 市民サロン 上越市本町3-2-26
入場：有料（当日券650円、前売券540円）
問（一社）茶道裏千家淡交会 新潟支部上越師範会 ☎090-6942-6115

茶道裏千家淡交会 第24回上越チャリティ茶会

応
援
事
業 茶道裏千家淡交会新潟

支部上越師範会及び新
潟青年部によるチャリテ
ィ茶会です。毎回、収益
金は全額寄付していま
す。今年は村上・山形で
発生した地震への義援

金として寄付します。各日、担当会員が趣向を凝らした茶席を
設えます。椅子席ですので、気軽にご参加ください。

MAP B-6

人買いに売られた安寿と
厨子王は脱出して、別れ
た母と佐渡で再会、盲目
の母が開眼する著名な
物語。佐渡に伝わった文
弥人形を継承する「猿八
座」が人形浄瑠璃の名

作を復活しました。

日時：9/22㊐　14:00～16:00
会場：佐渡汽船直江津港ターミナルビル2階多目的ホール
 上越市港町1-9-1
料金：無料、事前申込（入場整理券 有）
問山椒太夫国文祭公演実行委員会事務局(㈱ブルボン内)  ☎0257-23-8296

人形浄瑠璃「猿八座」による『山椒太夫』の復活上演

特
別

連
携
事
業

MAP C-3
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応
援
事
業 ライオン像のある館（旧

直江津銀行）からスタート
し、北前船日本遺産の構
成文化財などを巡るまち
歩きをします。ガイドによ
る講話や説明を聞きなが
ら、直江津の歴史や文化

を学びます。

日時：9/28㊏、10/19㊏　9:00～12:00
会場：ライオン像のある館ほか直江津地区 上越市中央3-7-31
料金：無料（事前申込制）
問上越市文化振興課  ☎025-526-6903

北前船で栄えた直江津まち歩きツアー

北前船とは、江戸時代から明治時代
にかけて、大阪と北海道を日本海回
りで商品を売り買いしながら結んでい
た商船です。新潟県内には多くの寄
港地があり、上越市の直江津（今町
湊）もその一つでした。高田藩の外
港や信濃への玄関口として、各地の港から運ばれてきた物資を城下町
高田や頸城郡内、信濃へ運び出すための受入港、また高田藩領の米
や信州の物産の積出港として賑わい、この地域の発展を支えました。
※平成29年4月に文化庁から日本遺産の認定を受けた
「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間（北前船寄港
地・船主集落）」に、上越市は平成30年5月24日に追加認
定されました。

北前船とは

歴史・文化コラム歴史・文化コラム

明治30年（1897）に高田鍋屋町（現・上越
市東本町）に生まれました。博士の研究は、発
酵学・醸造学のみならず、今日のバイオテクノ
ロジー産業の発展に大きく貢献し、「応用微
生物学の世界的権威」と評されています。ま
た、酒にまつわる著書も多く出版するなど、「酒
博士」としても親しまれました。昭和42年
（1967）には文化勲章を受章し、昭和50（1975）には新春歌会始の召
人を務めるなど、文化人としての才能も高く評価されています。　

撮影：霜鳥一三氏

【坂口記念館】坂口博士の先祖ゆかりの地である上越市頸城区に「坂口記
念館」があります。博士の業績や人となりを展示品などで紹介している「酒杜
り館」や、博士の書斎を再現した「楽縫庵」のほか、博士が愛した雪椿が植
栽されている庭園「雪椿園」を楽しむことができます。

偉人コラム偉人コラム 偉人コラム偉人コラム

MAP D-7 MAP D-20

川上善兵衛（1868－1944）

【岩の原葡萄園】明治23年（1890）に川上善兵衛が自宅の庭園や裏山を
切りひらき、岩の原葡萄園を開設してワインづくりを行いました。明治時代に建造さ
れた世界最古のワイン樽熟庫である第一号石蔵は国登録有形文化財であり、第
二号石蔵も上越市指定文化財となっています。

慶応4年（1868）に北方村（現・上越市北方）に
生まれました。善兵衛は、日本の気候風土に適し、
良質なワインの原料となる新しい葡萄の生産に
情熱を注ぎ、苦労の末に現在でも全国のワイン
葡萄園で栽培されているマスカット・ベーリー・Ａな
どの新品種を生み出しました。昭和15年（1940）
に発表した論文「交配に依る葡萄品種の育成」
は、日本農学会で、最高位の「日本農学賞」を受賞するなど、善兵衛の功績は日本
のブドウ栽培の礎となり、「日本のワインぶどうの父」と呼ばれるゆえんとなりました。

坂口謹一郎（1897－1994）

住吉神社船絵馬（上越市文化財）

MAP C-5

発酵リレートーク ～味わい・語らう～

日時：9/28㊏ 17:30～19:30
会場：上越市・坂口記念館 上越市頸城区鵜ノ木148
日時：10/5㊏ 13:30～15:00
会場：妙高市・赤倉観光ホテル 妙高市田切216
日時：11/2㊏ 18:00～19:30（9/27㊎応募締切）
会場：糸魚川市・谷村美術館 玉翠園ホール 糸魚川市京ケ峰2-1-13
料金：4,000円（事前申込制）上越市、妙高市は受付を終了
問㈱エム・コミュニケーション　☎025-521-2627

国民文化祭の妙高・上越エリアのテーマは「発酵文化の礎を築いた先人た
ち」。発酵食品や各地域ゆかりの発酵調味料の専門家をゲストに迎え、発酵
文化をテーマにしたリレートークイベントを行います。郷土出身の先人の功績や
地域の食文化などを学びながら、発酵食品にちなんだ食事やスイーツを楽しみ
ます。

主
催
事
業

上段：上越市、中段：妙高市、下段：糸魚川市

MAP D-7
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“ガスのある暮らし”をテー
マに高田本町商店街に
期間限定のショールーム
をオープンします。最新の
ガス機器を展示するほ
か、ガスや水道に関する
相談を受け付けますの

で、お気軽にお立ち寄りください。

応
援
事
業

日時：10/1㊋～10/21㊊　10:00～16:00
　　　（※水曜日は休館）
会場：高田本町商店街店舗 上越市本町4-2-23
料金：無料
問上越市ガス水道局経営企画室  ☎025-522-5514

まちなかショールーム

MAP B-15

南本町周辺の９町内会
と南本町小学校や城西
中学校、行政などと連携
して、音楽や仮装大会な
どのイベントを行い、高田
南部地域の活性化につ
なげます。

イベントの開催により、三世代間の交流も活発になっています。

日時：9/29㊐　10:00～17:00
会場：南本町３丁目雁木通り
料金：無料
問南三世代交流プラザ運営協議会　☎025-521-3737

第17回雁木通りまつり

応
援
事
業

MAP B-12

特
別

連
携
事
業 アルゼンチンの片田舎に

私生児として生まれた少
女エバ。彼女が大統領
夫人となり、33歳でその
生涯を終えるまでの一生
を描いた物語です。

日時：9/29㊐　17:30開演
会場：上越文化会館　上越市新光町1-9-10
料金：S席8,500円（学生4,500円）A席6,200円（学生3,000円）B席3,000円
問上越文化会館　☎025-522-8800

浅利慶太追悼公演 劇団四季ミュージカル「エビータ」

■撮影：山之上雅信　過去の公演より

MAP A-1

応
援
事
業

日時：10/1㊋　13:30～15:00
会場：上越市市民プラザ 上越市土橋1914-3
料金：無料
問上越市健康づくり推進課  ☎025-526-5111

市民公開講座
虚血性心疾患と呼ばれ
る狭心症や心筋梗塞を
予防するためには、その
危険因子となる、高脂血
症、高血圧、糖尿病など
の生活習慣に関連した
病気等を予防、重症化さ

せないことが重要となります。講演会で、虚血性心疾患を正しく
学びましょう。

MAP A-8

応
援
事
業 上越市の姉妹都市と市

内の特産品などが勢ぞろ
い。「食欲の秋」においし
いものをお腹いっぱい味
わってみませんか。各姉
妹都市による観光PRや
福引など、子どもからお年

寄りまで楽しめるイベントもご用意しています。

日時：10/5㊏～10/6㊐　9:30～17:00
会場：上越観光物産センター 上越市藤野新田175-1
料金：無料
問（公社）上越観光コンベンション協会  ☎025-543-2777

姉妹都市と上越市の観光と物産展

MAP A-4

応
援
事
業 直江津学びの交流館

（直江津地区公民館）で
活動されている団体の皆
様による演奏発表会を
行います。皆さんお誘い
あわせのうえ、ぜひお越し
下さい。

日時：9/29㊐　9:30～12:00
会場：直江津学びの交流館イベントホール 上越市中央1-3-18
料金：無料
問直江津学びの交流館（直江津地区公民館）  ☎025-543-2859

なおえつ生涯学習フェスティバル（演奏発表会）

MAP C-2



高田瞽女の文化を記録
映像や資料で展示する
ほか、鮮烈な

あか

赫で瞽女を
描いた画家・斎藤真一の
作品も見ることができま
す。また、10月5日（土）に
虚無僧尺八の門付けを、

10月12日（土）には瞽女唄演奏会を行います。

8

応
援
事
業 “全国200銘酒きき酒

会”では、北海道から九
州まで全国各地の蔵元
から集まった銘酒を味わ
うことができます。道の駅
会場では、ステージイベ
ントのほか特産品・露店

コーナー、お楽しみ抽選会などが行われます。

日時：10/6㊐　9:00～16:00
会場：道の駅よしかわ杜氏の郷 ほか 上越市吉川区杜氏の郷1
料金：入場無料 ※きき酒を行う場合は700円が必要
問越後よしかわ酒まつり実行委員会事務局 ☎025-548-3595

越後よしかわ酒まつり

MAP D-4

毎年、市内外から300点
を超える応募があり、日本
画、洋画・版画、彫刻・立
体造形、工芸・グラフィッ
クデザイン、書道、写真
の6部門を展示します。
各部門鑑賞会を実施す

るほか、休日・祝日にシャトルバスを運行します。

日時：10/6㊐～10/14㊊㊗　10:00～18:00
会場：高田公園オーレンプラザ 上越市本城町8-1
 ミュゼ雪小町 上越市本町5-4-5あすとぴあ高田5階
料金：無料
問上越市教育委員会社会教育課  ☎025-545-9245

第49回上越市美術展覧会

連
携
事
業

MAP B-11

MAP B-5

日時：10/5㊏～10/14㊊㊗　10:00～16:00
会場：瞽女ミュージアム高田 上越市東本町1-2-33
料金：有料 500円
問ＮＰＯ法人高田瞽女の文化を保存・発信する会　☎025-522-3400

「瞽女ミュージアム高田」秋の企画展 斎藤真一「お春瞽女の世界」

応
援
事
業

MAP B-1

歴史ある高田の町家や
日本一の長さを誇る雁木
のある街なみを多くの皆
さんに知っていただくため
開催するイベントです。

日時：10/5㊏～10/27㊐の㊏㊐㊗ 10:00～17:00
会場：旧今井染物屋、旧金津憲太郎桶店ほか
料金：無料
問上越市文化振興課  ☎025-526-6903

越後高田町家三昧（秋ノ巻）

応
援
事
業

MAP B-16
MAP B-17

応
援
事
業

日時：10/8㊋　18:00～20:30
会場：上越文化会館　上越市新光町1-9-10
料金：SS席：6,000円 S席：5,000円 自由席：3,000円
問三井企画㈱内「久比岐能実行委員会」事務局 ☎025-524-1531

第15回久比岐能
久比岐能公演も本年で
15回目となります。毎年
昼の部は地元中学生の
能・狂言鑑賞教室、夜の
部は一般公演を開催し
ています。
本年の演目は、狂言「二

人袴」（野村萬斎ほか）、能「石橋」（観世喜正ほか）です。
ぜひ御覧下さい。

MAP A-1

シエナ・ウインド・オーケス
トラの選りすぐりのメンバ
ーで結成されたシエナ・ス
ピリッツ。クラシックから馴
染みのナンバーまで。多
彩なステージをお楽しみく
ださい。

日時：10/6㊐　14:00～
会場：上越文化会館　上越市新光町1-9-10
料金：S席 2,500円、A席 1,000円、中学生以下 500円
問上越文化会館  ☎025-522-8800

シエナ・スピリッツ 上越公演2019

連
携
事
業

MAP A-1
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「音楽の力で地域に元気
を！」をテーマに、毎月第2
土曜日に、上越妙高駅で
「おもてなしライブ」を開
催しています。地元の高
校生バンドとともにがん
ばる、おじさんたちの元気

な歌声を聞きに来てください！

日時：10/12㊏、11/9㊏　10:00～15:00
 （4月～11月の第２㊏に実施）
会場：上越妙高駅 東口もてなしドーム
料金：無料
問J-Mエコーズ  ☎025-527-3270

J-Mエコーズおもてなしライブ

応
援
事
業

MAP A-10

上越市内の生産者が、
新鮮な野菜や手づくりの
農産加工品を対面販売
しています。農家のおば
ちゃん達と会話を楽しみ
ながら、産地ならではの
逸品をお買い求めくださ

い。第2・第4土曜日は、上越妙高駅へ！

日時：10/12㊏、10/26㊏、11/9㊏ 9:00～15:00
会場：上越妙高駅 自由通路（脇野田通り） 　
料金：無料
問㈱オアシス  ☎025-527-3270

野菜ふるさと市「MogMogフェア」

応
援
事
業

応
援
事
業

MAP A-10

くびき野レールパークで
動態保存をしている旧頸
城鉄道の車両を公開し
ます。コッペル号をはじめ
とした旧頸城鉄道車両
写真撮影会、動態保存
をしているDC92やホジ3

の乗車体験、頸城鉄道廃線跡見学ツアーなどを行います。そ
の他、餅の振るまいや射的ゲーム、飲食コーナーも充実。

日時：10/12㊏～10/13㊐　9:00～15:00
会場：くびき野レールパーク 上越市頸城区百間町257
料金：無料
問NPO法人くびきのお宝のこす会  ☎025-530-3684

くびき野レールパーク10月特別公開

応
援
事
業

MAP D-5

太鼓の祭典

日時：10/13㊐　10:30～17:30
会場：上越文化会館 上越市新光町1-9-10
料金：無料
問第34回国民文化祭、第19回全国障害者芸術・文化祭上越市実
　行委員会（上越市文化振興課内）　☎025-526-6903

全国から参加する太鼓団体と県内の太鼓団体 全32団
体が一堂に集い、交流を深めながら太鼓の魅力を全国に
発信します。オープニングでは、上越地域の太鼓団体が合
同演奏を行います。北は岩手県、南は宮崎県、さらには台
湾からの参加団体による勇壮で躍動感あふれるステージ
をお楽しみください。

主
催
事
業

MAP A-1

新潟県鉄道発祥の地であり
市民生活の重要拠点である
「直江津駅」と、”おらが街の
鉄道”の「えちごトキめき鉄
道」を身近に感じ親しんでい
ただく地域振興イベントです。
車両基地見学やレールスタ
ー試乗会、沿線グルメ＆物産

市や地元学校・市民団体等によるステージライブ、スタンプラリーなど、鉄
道ファンだけでなくご家族みんなも楽しめます。毎年、楽しい企画を用意し
て鉄道と直江津の魅力を発信しています。

日時：10/12㊏　10:00～15:00
会場：直江津駅及びその周辺　上越市東町1
料金：無料
問なおえつ鉄道まつり実行委員会  ☎025-525-1185

なおえつ鉄道まつり2019

応
援
事
業

MAP C-1
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同
日
開
催

日時：10/12㊏～12/1㊐　10:00～19:00
 （㊏㊐㊗は18:00まで）
会場：小川未明文学館 上越市本城町8-30（高田図書館内）
料金：無料
問上越市文化振興課  ☎025-526-6903

小川未明文学館 特別展「未明と子どもたち」

特
別

連
携
事
業 上越市出身で日本近代

童話の父と呼ばれる小
川未明の6人の子ども
が、未明の創作活動に
与えた影響などを紹介す
るほか、未明の人間性に
共感した後輩たちについ

て紹介します。

MAP B-10

応
援
事
業

日時：10/14㊊㊗　10:00～19:00
会場：高田世界館ほか 大町５丁目通りおよびその周辺
料金：無料
問雁木通りミュージックフェスティバル実行委員会事務局
☎080-5117-4913（担当：佐藤）

雁木通りミュージックフェスティバル
高田地区の雁木のまち
なみの魅力発信と、若い
世代がまちづくりに参加
するきっかけとなることを
目的として開催する音楽
祭です。

日時：10/14㊊㊗　10:00～18:00
会場：高田まちかど交流館（旧第四銀行高田支店） 上越市本町3-3-2
料金：無料
問第34回国民文化祭、第19回全国障害者芸術・文化祭上越市実行委員会  
  （上越市文化振興課内） 　☎025-526-6903

高田まちかどフェスティバル
昭和初期に建てられた
洋風建築が醸し出すレト
ロな雰囲気の中、音楽活
動を行う団体が集い、日
頃の活動の成果を披露
します。アコースティック
楽器による多彩なステー

ジをお楽しみください。

主
催
事
業

MAP B-7 MAP B-2

明治15年（1882）に高城村（現・上
越市幸町）に生まれました。早稲田大
学学生時代に、坪内逍遥(しょうよう)ら
の指導を受け、小説家としての地位を
築きました。大正15年（1926）、小説
の筆を断ち、童話一本で活動していく
ことを世に宣言します。その後、数多くの童話作品を創作し、「日本
のアンデルセン」とも呼ばれ、児童文学の近代化や地位の向上に
貢献しました。「赤い蝋燭と人魚」、「野ばら」などの代表作を生み
出した未明は、戦後、児童文学の発展に力を注いだ長年の功績が
認められ、昭和28年（1953）には文化功労者に選ばれました。
【小川未明文学館】未明の業績と作品をはじめ、生い立ちや人と
なりなどを紹介しています。未明の書斎を再現した「未明の部屋」
では、実際に使用していた文机などが置かれ、童話が生まれた場
所の雰囲気や佇まいを感じることができます。

小川未明（1882－1961）

天保6年（1835）に下池部村（現・上
越市下池部）に生まれました。幕臣か
ら明治政府へ出仕し、郵便、鉄道、通
信、教育など様々な分野で大きな業
績を残しました。特に、日本の郵便事
業を創設した功績から「日本近代郵
便制度の父」とも呼ばれており、一円切手には肖像画が描かれて
います。「縁の下の力持ちになることを厭(いと)うな、人のために良
かれと願う心を常に持てよ。」という言葉を残しており、人のため、
国のために全身全霊を傾け、日本の近代化に貢献しました。

【前島記念館】昭和6年（1931）生誕の地に建てられました。館
内には、前島密の生涯と業績を紹介するパネルをはじめ、手紙や
遺墨などのほか、和歌、俳句など、多趣味であった様子がうかがえ
る資料が展示されています。 MAP A-11

前島密（1835－1919）

偉人コラム偉人コラム

偉人コラム偉人コラム

応
援
事
業 今年2019年は上越市出身の「郵

便の父」前島密翁の没後100年
にあたります。これを記念し、郵便
事業をはじめとする日本近代化の
発展に寄与した前島密翁の功績
を広く共有する講演会を開催しま
す。激変する時代の中で、時流を

とらえ明治維新の理念を具現化した前島密翁に迫る『前島密の構想力』を著した加
来耕三氏を講師として、基調講演とパネルディスカッションで展開します。

日時：10/13㊐　15:00～18:00
会場：リージョンプラザ上越 コンサートホール 上越市下門前446-2
料金：無料（事前申込制）
問新潟日報社広告部　☎025-385-7474

郷土の偉人”前島密翁”没後100年記念講演会

MAP A-3



中部日本横断自動車道
の全線整備の必要性を
訴えるとともに、沿線地
域の魅力と期待される開
通効果をPRし、本自動
車道の利用促進を図る
ため、基調講演、代表者

による意見発表を内容としてシンポジウムを開催します。

日時：10/18㊎　13:30～15:15
会場：リージョンプラザ上越 コンサートホール 上越市下門前446-2
料金：無料
問ROUTE日本海-太平洋シンポジウム上越実行委員会事務局（上越市都市整備課内）
☎025-526-5111（内線1783）

MAP A-3

2019 ROUTE日本海-太平洋シンポジウム

応
援
事
業

11

同
日
開
催

最新ガス機器の展示、特
別価格での販売を実施
するほか、働く車の特別
展示や子供向けイベント
も行います。ウチはガスじ
ゃないから…そんな方も
お気軽にお越しください！！

日時：10/19㊏　10:00～15:00
会場：柿崎体育館 上越市柿崎区直海浜1155
料金：無料
問上越市ガス水道局北部営業所  ☎025-536-2261

ガス水道フェア2019柿崎会場

応
援
事
業

MAP D-3

応
援
事
業 「まごころ作品コーナー」

「まなびの発表コーナー」
では、各団体や個人の主
体的な活動の発表として
作品が展示されます。大
島音楽祭と同日に開催
され、こどもからお年寄り

まで集うみんなの笑顔が輝くイベントです。

日時：10/19㊏　9:00～15:30
会場：大島多目的ホールふれあい館 上越市大島区大平3860
料金：無料
問大島きらきらフェスティバル実行委員会事務局（大島区教育・文化グループ内）  
☎025-594-3101

みんなの笑顔が輝く大島きらきらフェスティバル

日時：10/19㊏　13:00～15:30
会場：大島多目的ホールふれあい館 上越市大島区大平3860
料金：無料
問大島音楽協会事務局（大島区教育・文化グループ内）  ☎025-594-3101

大島音楽祭
誰もが気楽に音楽に親
しみながら、”生きがいとゆ
とり”を持って暮らしてい
ける明るい地域づくりを
目指しています。大島音
楽祭は区内合唱団・合
奏団の日頃の練習成果

を発表し、音楽を楽しむ日として開催されます。

応
援
事
業

MAP D-12
MAP D-12

応
援
事
業 日頃、高田公園オーレン

プラザ（高田地区公民
館）等で活動している団
体の作品を展示します。
さまざまな作品を鑑賞し、
芸術の秋を楽しみません
か。皆さんお誘いあわせ

のうえ、ぜひお越し下さい。

日時：10/18㊎10:00～17:00、10/19㊏ 10:00～16:00
会場：高田公園オーレンプラザ ホール 上越市本城町8-1
料金：無料
問高田公園オーレンプラザ  ☎025-525-1311

第39回高田作品展

MAP B-11

応
援
事
業 久比岐野書道会は、上越

地域の書道文化と書道
教育の向上を目的とし、
上越地域（上越市を中心
とした妙高市、糸魚川市
の一部）の書家、教員の
有志で昭和47年に結成

された歴史ある会です。硯心書道展は毎年開催されていて、今
回も小・中・高校、一般の書作品と硬筆作品を展示します。

日時：10/18㊎～10/20㊐　9:00～18:00
会場：教育プラザ体育館 上越市下門前1770
料金：無料
問久比岐野書道会事務所（毎週㊋～㊎10:00～15:00）  ☎025-526-2371

第47回硯心書道展

MAP A-5
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同
日
開
催

保倉地区公民館で活動
されている団体や地域の
皆様の作品展示や発表
会を行います。様々な芸
術や文化に触れていた
だくとともに、保倉地区公
民館をもっと身近に感じ

ていただきたいと思います。お気軽にご来場ください！

日時：10/19㊏　9:30～11:30
会場：保倉地区公民館 上越市上吉野1640-1
料金：無料
問保倉地区公民館  ☎025-520-2033

ほくら発表会

応
援
事
業

MAP D-10

応
援
事
業 浦川原区内で文化活動

に取り組んでいる個人や
団体、公民館事業などの
発表の場として開催して
います。
第5回目の節目となる今
年度は、記念事業として

上越市内外で活躍の津軽三味線演奏者を招待します。

日時：10/20㊐　9:00～15:00
会場：浦川原コミュニティプラザ 上越市浦川原区釜淵5
料金：無料
問浦川原区教育・文化グループ ☎025-599-2104

手作りの小さな文化祭

MAP D-11

上越市と妙高市の蔵元
が造った日本酒などを試
飲・販売するほか、地元
グルメが楽しめる屋台や
当日会場でしか手に入ら
ない限定酒などお土産
品の販売も行います。皆

さんお誘いあわせのうえお越しください。

第14回 越後・謙信SAKEまつり2019

特
別

連
携
事
業

日時：10/19㊏ 11:00～19:00、10/20㊐ 10:00～16:00
会場：高田本町商店街 上越市本町
料金：無料 ※試飲・飲食は有料
問越後・謙信SAKEまつり実行委員会
 （高田本町まちづくり㈱内）☎025-522-3415

MAP B-19

日時：10/19㊏ 11:00～19:00、10/20㊐ 10:00～16:00
会場：高田まちかど交流館（旧第四銀行高田支店） 上越市本町3-3-2
料金：無料
問第34回国民文化祭、第19回全国障害者芸術・文化祭上越市実行委員会  
  （上越市文化振興課内） 　☎025-526-6903

「発酵の力」パネル展
応用微生物学の世界的
権威である坂口謹一郎
博士、「日本のワインぶど
うの父」と呼ばれる川上
善兵衛翁などの功績を
紹介するとともに、越後・
謙信SAKEまつりのブー

スでは発酵食品を販売します。

主
催
事
業

MAP B-7

オオカミとヤギの物語「あ
らしのよるに」の朗読と演
奏会、原作者･きむらゆう
いちさんと女優･竹下景
子さんとの対談会です。
嵐の夜に出会った２匹の
動物の友情を描いた心

温まる作品です。

朗読音楽劇 あらしのよるに

連
携
事
業

日時：10/19㊏　15:00～
会場：上越文化会館　上越市新光町1-9-10
料金：親子ペア券 3,500円、一般 3,000円、中学生以下 1,000円
問上越文化会館  ☎025-522-8800

MAP A-1

応
援
事
業 上越市カルチャーセンタ

ー（有田地区公民館）で
活動されている団体やグ
ループの作品を展示しま
す。書道、写真、手芸、陶
芸など様々な作品鑑賞を
楽しみながら、新たな交

流や趣味・学びのきっかけづくりをしませんか。どなたでもお気軽
にお立ち寄りください。

日時：10/19㊏ 9:00～16:00、10/20㊐ 9:00～15:30
会場：上越市カルチャーセンター（有田地区公民館） 上越市春日新田2-19-1
料金：無料
問上越市カルチャーセンター（有田地区公民館）  ☎025-543-7188

有田趣味の家作品展

MAP C-4
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同時開催

かなやの里の施設の皆
さんによるA3画用紙サイ
ズの作品の展示を行い
ます。鑑賞していただい
た方々から、作品から感じ
たものを絵ハガキサイズ
の画用紙に絵や文章で

感想をかいてもらい、作品と一緒に展示します。

応
援
事
業

第9回手と手あわせて ぬくもり展

日時：10/25㊎～10/28㊊ 10:00～17:00（最終日は15:00まで）
会場：高田まちかど交流館（旧第四銀行高田支店） 上越市本町3-3-2
料金：無料
問高田文化協会  ☎025-525-2205

主
催
事
業

日時：10/26㊏～10/29㊋ 10:00～17:00
会場：高田本町商店街、リブレリアホール 上越市本町4-3-17
料金：無料
問第34回国民文化祭、第19回全国障害者芸術・文化祭新潟県実行委員会  
☎025-280-5987

まちなかアートプロジェクト 0光年芸術展 上越座
美術と人の生活の多様性
に満ちた世界を掛け合わ
せることによって、より人や
地域の関係性が立体化し
ていくのではないでしょう
か。一つの方向性にまとめ
るのではなく、それぞれの

違いを認め合う多様性に満ちたアートプロジェクトを実施します。

みんなが豊かな生活を送
れる一助となることを目的
に、地域における福祉・
介護・健康などに関する
情報を発信するイベント
を開催します。会場では
福祉・介護・健康などに関

する講演や、健康増進に関する体験などを行うことができます。

日時：10/26㊏　9:30～16:30
会場：リージョンプラザ上越 インドアスタジアム 上越市下門前446-2
料金：無料
問㈱新潟日報社広告部  ☎025-385-7473

福祉・介護・健康フェア2019

応
援
事
業

日時：10/26㊏～10/29㊋　10:00～17:00
会場：ミュゼ雪小町 上越市本町5-4-5 あすとぴあ高田5階
料金：無料
問社会福祉法人みんなでいきる 　☎025-530-7264

上越アール・ブリュット公募展
新潟県内より集められた
創作作品の中から、今ま
で見たことのないモノや、
想像もつかないような手
法で創られた作品を展示
し、多様な価値観に触れ
ることができる空間を演

出します。

主
催
事
業

MAP B-7

MAP B-14

MAP B-5

MAP A-3

日時：10/20㊐　13:30～16:30
会場：新潟県立看護大学 上越市新南町240
料金：無料
問医療・健康福祉市民フォーラム実行委員会 ☎025-526-2822

誰もがすこやかに暮らせ
る共生のまちづくりをテー
マに、講演会の開催と、
支えあう共生のまちづくり
について、パネルディスカ
ッションを行います。

医療・健康福祉市民フォーラム

応
援
事
業

MAP A-9

上越市で活動する書道
愛好家グループ「墨翔書
道会」の作品展です。地
域の美術振興を図るた
め、会員の作品を主に展
示します。広く毛筆書道
作品の鑑賞ができます。

日時：10/25㊎ 13:00～18:00、10/26㊏ 10:00～18:00
 10/27㊐ 10:00～17:00
会場：上越市市民プラザ 上越市土橋1914-3
料金：無料
問墨翔書道会 ☎025-523-4326（柴田）

第14回墨翔書道展

応
援
事
業

MAP A-8



発酵列車 ～酔いしれ、語らう～

日時：10/26㊏ 直江津駅12:00集合、16:30頃解散
妙高はねうまライン「ワインコース」（9/27㊎応募締切）
料金：5,000円　定員：30人

日時：11/16㊏ 直江津駅9:30集合、13:30頃解散
日本海ひすいライン「糸魚川の地酒コース」（9/27㊎応募締切）
料金：5,000円　定員：30人
問㈱エム・コミュニケーション　☎025-521-2627

えちごトキめき鉄道の貸切列車に乗車し、車内で地域のお酒の語りを聞き
ながら試飲や発酵食品のお弁当を楽しみます。「妙高はねうまライン ワイン
コース」と「日本海ひすいライン 糸魚川の地酒コース」の2コース。
車窓の景色や停車駅では、地元のみなさんのおもてなしやビール工場見学
（妙高はねうまライン）、酒蔵見学、まち歩き（日本海ひすいライン）などを楽し
むイベントです。

コ
ア
事
業

14

応
援
事
業 大島区、浦川原区、安塚

区の地酒、和菓子、農産
加工品をはじめ、秋野菜
なども数多く並ぶ予定で
す。ハロウィンイベントも
実施しますので、ご家族・
ご友人お誘いあわせのう

え、ぜひお立ち寄りください。

大浦安げんき市

日時：10/27㊐　10:00～13:00
会場：ほくほく線虫川大杉駅前　上越市浦川原区虫川
料金：入場無料　※飲食は有料
問大浦安げんき市実行委員会事務局  ☎025-599-2302

MAP D-13

上越教育大学を会場
に、学生サークル等によ
る飲食などの屋台が出
店します。また、コンサート
などの催し物が行われ会
場を盛り上げます。

第37回越秋祭

応
援
事
業

日時：10/26㊏～10/27㊐　10:00～18:00
会場：上越教育大学 上越市山屋敷町1
料金：無料
問国立大学法人上越教育大学  ☎025-521-3283（学生支援課）

MAP A-7

ガス、水道の歴史の展示を
はじめ、最新ガス機器の展
示、特別価格での販売、体
験コーナーを実施するほか、
火おこし体験や、ガス、水道
管を使った工作等、親子で
楽しめるイベントも行います。

応
援
事
業

日時：10/26㊏～10/27㊐　10:00～17:00
 （10/27㊐は 16:00まで）
会場：上越観光物産センター 上越市藤野新田175-1 
 上越科学館 上越市下門前446-2
料金：無料
問上越市ガス水道局経営企画室  ☎025-522-5514

ガス水道フェア2019

MAP A-4

MAP A-6

フルートアンサンブル オイレ
ンは今年20周年を迎えま
す。この記念コンサートにあ
たり、一般のフルート愛好家
にも参加を募って、一緒に
演奏するステージも用意しま
した。バレエ組曲「くるみ割り

人形」より4曲ほか、秋の歌メドレーなど。フルートの美しい音色のアン
サンブルを、ラングサム（ゆったりとした）な気分でお楽しみください。

日時：10/27㊐　13:30開場 14:00開演
会場：高田公園オーレンプラザ 上越市本城町8-1
料金：無料
問フルートアンサンブルオイレン ☎090-7426-5956

オイレン結成20周年記念 第15回ラングサムコンサート

応
援
事
業

MAP B-11



高田の文化・歴史にまつ
わる場所を探訪する町め
ぐりツアーです。

日時：11/1㊎　12:30～15:30
 高田地区南コース 定員：20人（高田南城高校集合）
 11/8㊎　12:30～15:30
 高田地区東本町コース 定員：20人（あすとぴあ高田1階集合）
料金：無料
問高田文化協会 ☎025-525-2205

文化・歴史を訪ねて ～町めぐりツアー～

応
援
事
業

15

「くびき文化祭」は、頸城
区を中心に創作活動をさ
れている皆様の作品の
展示や活動成果発表、
ご来場の皆様への芸術・
文化に触れていただく機
会の提供を目的に実施

しています。

日時：11/1㊎～11/3㊐　9:00～18:00
 (11/3㊐は16:15まで）
会場：ユートピアくびき希望館 上越市頸城区百間町716
料金：無料
問頸城区教育・文化グループ ☎025-530-4540

くびき文化祭

応
援
事
業

MAP D-8

山田壽雲、及び墨友会
「源」の会の生徒による
書作品を展示します。
併設展示として文房清
玩を展示します。

墨友会「源」の会 作品展

応
援
事
業

日時：11/1㊎～11/4㊊　　9:00～18:00
会場：ミュゼ雪小町 上越市本町5-4-5 あすとぴあ高田5階
料金：無料
問墨友会「源」の会　☎025-524-1891

MAP B-5

文化庁及び国立映画アー

カイブの協力により、往年の

名作映画を上映します。軽

やかなリズムと華やかな色彩

にのせて、歌と笑いと夢にあ

ふれた音楽・歌謡映画の決

定版を紹介します。

上映作品：「エノケンの頑張り戦術」、「ジャンケン娘」

 「大学の若大将」、「君も出世ができる」

日時：11/1㊎～11/4㊊　　10:00～17:00
会場：高田世界館 上越市本町6-4-21
料金：有料（500円）
問高田世界館108映画祭推進実行委員会 ☎025-520-7626

振

高田世界館108映画祭

応
援
事
業

MAP B-2

応
援
事
業 新道地区公民館で活動

している団体やサークル
の日頃の成果を発表しま
す。芸能発表や作品展
示のほか、各団体の活
動PRや茶話会では互い
に刺激を受けながら、交

流・親睦を深めます。

日時：10/30㊌　13:10～15:10
会場：新道地区公民館 上越市寺81-4
料金：無料
問新道地区公民館  ☎025-524-8951

新道交流発表会

MAP A-12

和田地区公民館で活動
されている団体など地域
の皆様の作品展示や発
表会を行います。日頃の
活動の成果の発表の場
であるとともに、様々な文
化、芸術に親しんでいた

だく機会ですのでお気軽にご来場ください。

和田文化祭

日時：10/30㊌～10/31㊍　9:30～15:30
会場：和田地区公民館 上越市石沢1751-2
料金：無料
問和田地区公民館　☎025-522-3261

応
援
事
業

MAP A-14

振



中郷区内を中心に創作
活動を行っている皆さん
の作品展示、ホール棟で
は歌や踊り、そして楽器
演奏の発表を行います。
また、体験活動や地元の
方の作品の販売所もあ

りますので、お気軽にお越しください。

日時：11/2㊏～11/3㊐　9:00～16:00
会場：はーとぴあ中郷 上越市中郷区二本木1763
料金：無料
問中郷区生涯学習フェスティバル実行委員会  ☎0255-74-2338

MAP D-18

中郷区文化祭（生涯学習フェスティバル）

応
援
事
業
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日時：11/2㊏ 9:00～17:00、11/3㊐ 9:00～15:00
会場：大潟コミュニティプラザ　上越市大潟区土底浜1081-1
料金：無料
問大潟区教育・文化グループ  ☎025-534-6808

第24回大潟作品展
大潟区内で制作活動を
行っている、幅広い年齢
層の方々の生涯学習意
欲にこたえるとともに、学
習活動の発表機会を提
供するため、作品を一堂
に展示し、様々な生涯学

習に親しんでいただくための作品展です。

応
援
事
業

MAP D-2

市民から募集した宇宙に
関する作品展示や１年
間の活動紹介など、当館
が贈る感謝祭です。

星の文化祭

日時：11/2㊏～11/18㊊　10:00～17:00
会場：上越清里星のふるさと館 上越市清里区青柳3436-2
料金：（入館のみ）一般450円、小・中学生300円
 （プラネタリウム含む）一般600円、小・中学生400円
問上越清里星のふるさと館  ☎025-528-7227

応
援
事
業

MAP D-16

板倉区内を中心に創作
活動を行っている皆さん
の作品展示のほか、各
団体によるＰＲ・体験コー
ナーがあります。その他に
も楽しい催しもありますの
で、お気軽にお越しください。

日時：11/2㊏ 9:00～16:00、11/3㊐ 9:00～15:00
会場：板倉農村環境改善センター 上越市板倉区針986
料金：無料
問板倉区教育・文化グループ ☎0255-78-2141

板倉生涯学習フェスティバル

応
援
事
業

MAP D-17

上越特別支援学校の中
学部の生徒が普段の授
業で制作した美術作品
を展示します。

上越特別支援学校中学部作品展

応
援
事
業

日時：11/1㊎～11/29㊎　9:00～19:00
会場：高田郵便局 上越市大手町3-21
料金：無料
問上越特別支援学校  ☎025-522-1442

MAP B-8

上越市の秋の風物詩と
して親しまれているイベン
トです。三本立や懸崖な
ど出展者の見事な仕立
て技術と、丹精込めて作
り上げられた色とりどりの
菊をぜひご覧ください。

第15回上越菊まつり

日時：11/1㊎～11/9㊏　9:00～17:00
会場：上越観光物産センター 大ホール 上越市藤野新田175-1
料金：無料
問上越菊まつり実行委員会事務局　太田さん  ☎080-1097-5351

応
援
事
業

MAP A-4
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最新ガス機器の展示や
節水トイレの展示、特別
価格での販売を実施す
るほか、ガスコンロで作る
実演試食会や子供向け
イベントも行います。

ガス水道フェア2019 中郷会場

日時：11/2㊏～11/3㊐　9:00～16:00
会場：はーとぴあ中郷 上越市中郷区二本木1763
料金：無料
問上越市ガス水道局中郷区営業所  ☎0255-74-2356

応
援
事
業

MAP D-18

保育園児、小・中学校の
児童・生徒の作品や、公
民館事業で作成した作
品を展示します。また、11
月3日には、牧っこ秋まつ
りも開催され楽しいイベ
ントもありますのでお気軽

においでください。

日時：11/2㊏～11/4㊊　　9:00～17:00
会場：牧体育館 上越市牧区田島703-4
料金：無料　
問牧区教育・文化グループ ☎025-533-5141
 牧地区公民館 ☎025-533-5130

振

牧文化展

応
援
事
業

MAP D-15

地域で活動されている民
謡・舞踊、太鼓等の発表
会を行います。日頃の活
動の成果の発表の場で
あるとともに、様々な文
化、芸術に親しんでいた
だく機会ですのでお気軽

にご来場ください。

日時：11/3㊐　9:00～16:00
会場：安塚コミュニティプラザ 上越市安塚区安塚777
料金：無料
問安塚区文化協会　☎090-4835-2059（会長：岡）

安塚区文化協会芸能祭・文化展

応
援
事
業

MAP D-14

無病息災を願う伝統行
事です。大根の煮物のほ
か、おにぎりと厚揚げもふ
るまいます。

日時：11/3㊐　10:30～13:00
会場：浄興寺 上越市寺町2-6-45
料金：無料（大根煮、おにぎり、厚揚げのセットは500円）
問浄興寺大門どおりまちづくり協議会 ☎025-524-8977

浄興寺大門どおり「大根焚き」

応
援
事
業

MAP B-13

応
援
事
業 上信越自動車道の沿線

にお住まいの小学生の
皆さんが「ぼくの夢・わた
しの夢」をテーマに描い
た作品を一堂に展示しま
す。オリジナリティにあふ
れた夢が表現された作品

をぜひご覧ください。

日時：11/2㊏～11/4㊊　　8:30～22:00
会場：上越市市民プラザ 上越市土橋1914-3
料金：無料
問東日本高速道路（株）新潟支社信越工事事務所 ☎025-525-1121

振

第8回・じょうしんえつ絵画展

MAP A-8

さねとうあきら氏の代表
作の一つ「べっかんこ
鬼」を戯曲化し、一人芝
居として、長年上演してき
た鈴木一功氏が俳優、
人形、生演奏と新たな舞
台を披露します。

劇団レクラム舎 「べっかんこ鬼」

日時：11/3㊐　14:00～
会場：上越文化会館 上越市新光町1-9-10
料金：2,000円
問上越文化会館　☎025-522-8800

連
携
事
業

MAP A-1
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上越市民とともに音楽に
歌に楽しむことをスローガ
ンにサークルを開いて今
年で8年になります。その
年に国民文化祭に参加
できることは大変な喜び
です。11月3日（日）のオ

ーレンプラザの発表会は手作りではありますが、全員で頑張っ
て演じますので、何卒皆様も足を運んで見に来てください。

日時：11/3㊐　12:00～16:00
会場：高田公園オーレンプラザ ホール 上越市本城町8-1
料金：有料（1,000円）
問市民カラオケサークル ☎090-2973-7088

市民カラオケサークル 発表会

応
援
事
業

MAP B-11

古流松藤会のいけばな
は、１００年にわたって伝
承されてきた格調高い様
式美のお生花と、自由な
発想と感性で生ける現
代華を修養しています。
今回は6世家元池田理

英による作品と支部会員11人による作品を展示します。

古流松藤会上越支部創立50周年記念いけばな展 ～雁木に灯す花あかり～

日時：11/3㊐～11/4㊊ 　 10:00～17:00
会場：町家交流館高田小町 上越市本町6-3-4
料金：無料
問古流松藤会上越支部  ☎080-5406-1515

応
援
事
業

MAP B-3

上越写真連盟が主催し
た「上越の魅力フォトコン
テスト」の入賞作品を展
示します。

日時：11/5㊋～11/29㊎　9:00～15:00
 （㊏・㊐・㊗は定休日）
会場：第四銀行高田営業部 上越市西城町3-7-8
料金：無料
問㈱第四銀行高田営業部  ☎025-524-2141

上越の魅力写真展

応
援
事
業

MAP B-4

平成6年に水墨画の研
修団体として「芳墨会」
を立ち上げ、毎年研修成
果を発表する場として続
けています。今年で第24
回を迎えます。会員は地
元上越市や近隣都市

（妙高・長野）の住民で、県内外の広範囲から鑑賞する人が訪
れます。

第24回芳墨会墨画作品展

応
援
事
業

日時：11/7㊍～11/10㊐ 10:00～17:00（11/7のみ13:00～）
会場：ミュゼ雪小町 上越市本町5-4-5 あすとぴあ高田5階
料金：無料
問芳墨会  ☎090-2764-6434

MAP B-5

県立看護大学の伝統あ
る学園祭が「桜蓮祭」で
す。今年で、第18回を迎
えます。学生の実行委員
会が企画し、看護大学な
らではのイベント、模擬店
等を用意します。今年の

テーマは「麗和－華やかなはじまり」です。皆様のご来場をお待
ちしています。

日時：11/3㊐　9:00～16:00
会場：新潟県立看護大学 上越市新南町240
料金：無料
問第18回 桜蓮祭実行委員会　☎025-526-2811

第18回 桜蓮祭

応
援
事
業

MAP A-9

市内の謡曲・仕舞・詩吟・
剣舞・三曲・日舞等の団
体が、日ごろの練習成果
を披露します。

第49回上越市民芸能祭「古典芸能のつどい」

連
携
事
業

日時：11/4㊊ 　 10:00～16:45
会場：リージョンプラザ上越 上越市下門前446-2
料金：無料
問上越市教育委員会社会教育課  ☎025-545-9245

振
MAP A-3

振
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日時：11/9㊏　15:00～17:30
会場：樹下美術館　上越市頸城区城野腰451
料金：無料
問樹下美術館  ☎025-530-4155

蓄音機によるSPレコード鑑賞会

応
援
事
業 今では目や耳にしなくな

った蓄音機によるSPレ
コードの鑑賞会です。現
在のデジタル音源にはな
い味のある音。麗しい古
き時代の文化に触れるこ
とができます。

MAP D-6

絵画や習字、太鼓や伝
統芸能など、日頃、地域
で活動している皆さんの
１年間の成果を発表しま
す。ぜひ、ご参加・ご観覧
ください。各種展示・発表
を通して、学びのきっかけ

作りをします。

日時：11/9㊏～11/10㊐　9:00～17:00
会場：名立地区公民館ほか 上越市名立区名立大町200-1
料金：無料
問名立区教育・文化グループ ☎025-537-2126

名立区芸術文化フェスティバル（作品発表会・ステージ発表会）

応
援
事
業

MAP D-19

合唱の祭典

日時：11/10㊐　10:00～17:00
会場：上越文化会館 上越市新光町1-9-10
料金：無料
問第34回国民文化祭、第19回全国障害者芸術・文化祭上越市実
　行委員会（上越市文化振興課内）　☎025-526-6903

全国から参加する合唱団と県内の合唱団 全28団体が
一堂に集い、交流を深めながら合唱の魅力を全国に発信
します。オープニングでは、上越市出身の作曲家 小山作
之助の代表曲「夏は来ぬ」を、地元の卯の花合唱団が
披露します。北は宮城県、南は広島県からの参加団体に
よる多彩な歌のハーモニーをお楽しみください。

主
催
事
業

MAP A-1

市内の児童生徒が一堂
に会し、日頃の音楽学習
の成果を発表します。合
唱、合奏、金管、地域の
楽曲、創作発表など各校
の特色ある教育を広く紹
介するものです。

上越市小・中学校合同音楽祭

日時：11/12㊋～11/15㊎　9:00～16:00
会場：上越文化会館　上越市新光町1-9-10
料金：無料
問上越市教育委員会学校教育課　☎025-545-9244

応
援
事
業

MAP A-1

文久3年（1864）に潟町村（現・上越
市大潟区潟町）に生まれました。18歳
で上京した後、東京音楽学校（現・東
京芸術大学）の教授を経て、東京高
等音楽学校（現・国立音楽大学）や東
洋音楽学校（現・東京音楽大学）など
の設立に関わりました。唱歌、童謡、軍
歌、校歌など多岐にわたって作曲し、
「日本音楽教育の母」と呼ばれています。代表曲である「夏は来
ぬ」は、市民から親しまれており、北陸新幹線の上越妙高駅ホー
ムの発車メロディとしてふるさとの地に優しく響き渡っています。ま
た、上越市立大潟町中学校には小山作之助記念資料室があり、
地域の子どもたちにも、その業績が大切に受け継がれています。

小山作之助（1864－1927）

偉人コラム偉人コラム



上越市に個人所有で残
る名家5邸（飯田邸、白
田邸、瀧本邸、林富永
邸、保阪邸）を公開します
（通常非公開）。大切に
保存されてきた地域に残
る貴重な文化財や歴史

的建造物をご覧ください。

日時：11/17㊐　9:00～17:00（各会場により異なる）
会場：飯田邸、白田邸、瀧本邸、林富永邸、保阪邸
料金：有料（500円～800円）
問庭屋一如研究会 ☎025-224-6202

MAP D-21

名家一斉公開

応
援
事
業
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15年程前、上越エリア
のフォークソング愛好家
が徐々に集まり立ち上
げ、現在は60名程の会
員で活動をしています。
このコンサートは、上越の
元気を応援しようと多く

の市民の方と懐かしい70～80年代のフォークソングを楽しむ
演奏会です。

日時：11/10㊐　13:00～16:30
会場：高田公園オーレンプラザ ホール 上越市本城町8-1
料金：有料（500円）高校生以下無料
問くびき野フォーク村　☎090-7561-9556

くびき野フォーク村主催「あの頃の青春コンサート」

応
援
事
業

MAP B-11

11月は「上越市教育を
考える市民の月間」で
す。この機会に、教育に
ついて関心、理解を深め
るイベントを開催します。
教育に関する各種展示・
発表、体験コーナーなど、

様々な”学び”がお楽しみいただけます。

日時：11/16㊏　10:00～15:30
会場：高田公園オーレンプラザ、上越市立歴史博物館、釜蓋遺跡ガイダンス
料金：無料
問上越市教育コラボ2019学び愛フェスタ実行委員会
 （上越市教育委員会教育総務課内）☎025-545-9243

上越市教育コラボ2019学び愛フェスタ

応
援
事
業

MAP B-11 MAP B-9 MAP A-13

上越信用金庫では、上
越市内小学校の「図画」
および「版画」の2つの
展覧会を年に1回開催し
ています。同会は、地域
における次代を担う児童
達の情操心の育成と地

域文化の向上に少しでもお役に立ちたいと、昭和51年に始め
て以来、本年通算で44回を迎えます。

第16回上越信用金庫小学生図画展覧会

日時：11/16㊏～11/17㊐　9:00～18:00
会場：上越市春日謙信交流館 上越市春日山町3-1-60
料金：無料
問上越信用金庫　☎025-546-7145

応
援
事
業

MAP A-2

直江津学びの交流館
（直江津地区公民館）で
活動されている団体の皆
様の作品展を行います。
お気軽にご来場くださ
い。

日時：11/16㊏～11/17㊐　10:00～16:00
会場：直江津学びの交流館 イベントホール 上越市中央1-3-18
料金：無料
問直江津学びの交流館（直江津地区公民館） ☎025-543-2859

なおえつ生涯学習フェスティバル（作品展）

応
援
事
業

MAP C-2

放送大学公開講演会は
無料でどなたでも参加で
きます。講師は新潟大学
名誉教授の和泉薫さん
です。

放送大学公開講演会
「雪の楽しみ・利活用及びなだれ災害の話～上越地域を中心に～」

日時：11/10㊐　14:00～15:30
会場：直江津学びの交流館 上越市中央1-3-18
料金：無料、事前申込
問上越市立直江津図書館  ☎025-545-3232

応
援
事
業

MAP C-2
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信越化学工業㈱の創立
60周年を記念して公益
信託を設定し、上越市の
地域、及び住民の皆様
へ感謝の意を込めて、年
に１回、文化講演会を開
催しています。今年で33

回目を迎えます。

日時：11/26㊋　18:00～19:30
会場：ユートピアくびき希望館 多目的ホール
 上越市頸城区百間町716
料金：無料
問信越化学地域文化振興事業実行委員会  ☎025-545-2000

文化講演会

応
援
事
業

MAP D-8

私たちの生活に欠くこと
のできない「食」につい
て、講演会や料理教室、
食育に関する体験を通し
て学べます。子ども向け
の体験コーナーもありま
すので、ぜひご家族でお

越しください。

日時：11/30㊏　10:00～15:00
会場：高田公園オーレンプラザ 上越市本城町8-1
料金：無料
問上越市農村振興課  ☎025-526-5111(内線1812）

食育実践セミナー

連
携
事
業

MAP B-11

1953年に発足した混声
合唱団。毎年秋に定期演
奏会を開催しています。昨
年は65周年を迎え、上越
文化会館において委嘱作
品「そこにあなたがいてくだ
さることは」を発表。またオ
ーケストラとともに「戴冠ミ

サ」を公演。今年の66回は4ステージ構成で、外国曲・日本民謡・
アラカルト・組曲「蔵王」を歌います。

高田木曜会合唱団 第66回定期演奏会

日時：11/24㊐　14:00～16:00
会場：高田公園オーレンプラザ ホール 上越市本城町8-1
料金：大人 1,000円 高校生以下無料
問高田木曜会合唱団  ☎025-524-3742

応
援
事
業

MAP B-11

地域青少年まちづくりワークショップ実践事例発表及び意見交換会
地域の青少年と大人が
各地域の特色を生かした
活動を行っており、その事
例発表を行います。また、
それぞれの地域での活動
の成果や課題について、
意見交換を行います。

日時：11/30㊏　13:30～15:40
会場：上越市市民プラザ 第3会議室　上越市土橋1914-3
料金：無料
問上越市地域青少年育成会議協議会事務局（上越市教育委員会社会教育課内）
☎025-545-9245

応
援
事
業

MAP A-8

市内のフラダンス、よさこ
いの団体が日頃の練習
成果を披露します。

第49回上越市民芸能祭「ハワイアン フラ、越後よさこいフェスティバル2019」

日時：11/24㊐　9:30～16:00
会場：上越文化会館 上越市新光町1-9-10
料金：無料
問上越市教育委員会社会教育課  ☎025-545-9245

連
携
事
業

MAP A-1

上越市及び近郊で活動
している市民劇団が初め
て、上越文化会館大ホー
ルに集結します。共通の
舞台装置と照明を変化
させ、個性あふれる舞台
を創造します。

上越市民演劇祭

連
携
事
業

日時：11/30㊏　17:00～20:40（予定）
 12/1㊐　13:00～16:40（予定）
会場：上越文化会館 上越市新光町1-9-10
料金：一演目につき 500円
問上越文化会館  ☎025-522-8800

MAP A-1
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このサイトを見れば上越の歴史、文化、観光がわかる！
そんなウェブサイトを集めました。
もっと上越のことを知りたい・・・
そんなときにご利用ください。

上越のこ
とが

まる

わかり！

ウェブサイト

新潟文化物語 https://n-story.jp/

新潟県内の史跡、祭り、伝統芸能、食のほか、地域にゆかりのある有名人など、
多彩な地域文化の情報を掲載しています。

上越観光Navi https://joetsukankonavi.jp/

上越の観光スポット、おすすめコース、グルメ、イベントなどの情報が満載。
行ってみたい場所を選んで観光プランを作ることもできます。

上越観光ネット http://www.joetsu-kanko.net/

上越の観光、イベント、食の情報などのほか、見どころをＰＲ動画で紹介しています。
上越の名所・旧跡を解説しながら案内する観光ガイドのお申し込みもこちらから。

新潟県・庄内エリア デスティネーションキャンペーン https://niigata-kankou.or.jp/2019dc/

2019年10月～12月に開催される新潟県・庄内エリアデスティネーションキャ
ンペーンの紹介サイト。新潟県や山形県庄内エリアに共通する食文化を、歴史・
風土とともに紹介しています。

WEB SITE

にいがた観光ナビ https://niigata-kankou.or.jp/

新潟県内のグルメ、モデルコース、観光スポット・体験プラン、イベントなど、役立つ
情報が満載です。旅のテーマごとに行きたいスポットを探すことができます。
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高田世界館

町家交流館 高田小町

高田周辺MAP

歴史的
文化的な
スポット紹介

〜高田編〜

明治44年（1911）、芝居劇場「高田座」とし
て現在地に建てられたもので、今年で築108年
となり、現役で営業している映画館としては、国
内最古級の建築物と言われています。
建物は、明治末期の旧日本陸軍第13師団
誘致により、地域に流行していった擬洋風の建
築様式が取り入れられ、時代を感じるレトロな空
間となっています。
多くの映画館がデジタル映像による上映に移行するなか、高田世界館は、100年続いた

フィルム上映という近代技術を残すべく、年数回のフイルム上映会を開催しています。
また、国の登録有形文化財や経済産業省認定 近代化産業遺産にも登録されており、全国の
映画関係者の間で注目を集めています。 【所在地】上越市本町6-4-21 問☎025-520-7626

明治時代に建築された町家「旧小妻屋」
を再生・活用し、平成19年7月に開館しまし
た。「高田小町」という名称は、この施設が
ある地域の旧町名である「下小町」にちな
んで名付けられました。館内では高田の町

家の特徴である吹抜けや土蔵を見学できる
ほか、お菓子やお茶、地酒など城下町高田
のお土産を購入することもできます。 
【所在地】上越市本町6-3-4 
問町家交流館 高田小町 ☎025-526-8103

1

2

朝市（二・七の市、四・九の市）3

高田に入城した旧陸軍第13師団の「兵
隊に新鮮な野菜を食べさせたいので、定期
的な市が欲しい」という要望により、明治43
年（1910）10月に現在の本町2丁目で開
催されたのが始まりです。昭和35年(1960)
から現在の大町3丁目に移設され、2と7の
つく日に開催されています。
大町小学校をはさんで「二・七の市」と隣
接し、4と9のつく日に開催される朝市「四・
九の市」は、大正9年（1920）8月、当時の
新須賀町から須賀町にかけて（現在の仲町
2丁目付近）町内の有志の発案で始まりま
した。
「四・九の市」は一時途絶えたものの、大
正13年(1924)の夏に現在の場所で復活
し、今日に至っています。

二・七の市二・七の市

四・九の市四・九の市
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「麻屋髙野」（昭和12年築・国登録有形
文化財）を改修した全国初の「瞽女資料
館」です。高田瞽女の文化を紹介するとと
もに、瞽女を描いた多くの作品を残した画
家の斎藤真一氏の作品を展示しています。
※開館日：土・日曜日
【所在地】上越市東本町1-2-33 問025-522-3400

江戸末期に建てられた、高田を代表する最古の町家建築の一つ
です。棟が低く、屋根の傾斜が緩やかなところが建設当時の町家の
特徴をよく表しており、雁木は、古い形式の「造り込み式」となっていま
す。建築当初の形態をよく残し、染物屋だった頃の様子がわかる貴重
な建物とされています。建物の公開日には、内部を見学することができ
ます。事前申し込みは不要で、見学は無料です。
※令和元年度の公開日：令和2年3月22日㊐までの㊏、㊐、㊗（ただし、12/29～1/1を除く）
【所在地】上越市大町5-5-7 問上越市文化振興課 ☎025-526-6903

昭和6年（1931）に百三十九銀行本
店として建てられた、洋風鉄筋コンクリー
トの建物です。
1階ホールはイベント等での貸館が可
能です。貸館がないときは、無料で見学
できるほか、まち歩きの際のお休み処とし
ても利用できます。また、2階の展示室に
は、彫刻家・峯田敏郎氏の作品を展示し
ています。
【所在地】上越市本町3-3-2
問上越市文化振興課 ☎025-526-6903

明治43年(1910)、旧陸軍第13師団
第３代師団長、長岡外史中将によって
建てられたもので、市内に残る数少ない
明治期の和洋折衷の木造建築物で
す。
平成3年(1991)までは自衛隊高田駐
屯地の幹部宿舎として使われていました
が、明治の貴重な洋風建築保存のた
め、市が移築、復原したものです。復原
にあたっては当時の記録に基づいて、外

城下町高田を流れる儀明川の西側
には今でも60を超える寺社が立ち並ぶ
「寺町」があります。
全国的にも珍しい寺社群のまちなみ

となっています。

装、内装をはじめ、家具調度品にいたる
まで、できるだけ建設当初に近い形での
復原に努めました。
【所在地】上越市大町2-3-30
問旧師団長官舎 ☎025-526-5903

瞽女とは、三味線をたずさえて唄をうたい、村 を々まわ
り暮らしていた盲目の女性旅芸人のことです。「高田
瞽女」は、親方（師匠）が家を構え、養女として迎え入
れた弟子とともに生活をしていました。年間300日、旅
に出て、人々に唄と三味線の音色を届け、米などの報
酬を受け取っていました。高田瞽女の最後の親方　杉
本キクイは、昭和45年（1970）、国の「記録作成等
の措置を講ずべき無形文化財」に選ばれ、キクイ自身
も黄綬褒章を受章しました。たくましく生きた姿は、障
害がある人もない人も互いに助け合い、共に生きるこ
との大切さを教えてくれる大切な郷土の記憶です。

高田まちかど交流館
（旧第四銀行高田支店）

5

旧今井染物屋4

旧師団長官舎6

寺町 瞽女ミュージアム高田8 歴史・文化コラム歴史・文化コラム

高田瞽女とは
ご ぜ

「雁木」は、家の前に出した庇(ひ
さし)の呼び名です。「この下に高田
あり」と言われた豪雪地帯・高田で
は、冬期間の生活道路を確保するた
め、居住者が私有地を提供し合い雁
木を造りました。町家ごとに表情を変
えながら続いていく雁木通りは城下
町高田の景観を特徴づけています。
高田地区に現存する雁木の総延長
は日本一です。

歴史・文化コラム歴史・文化コラム

雁木とは
がんぎ

7
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上越教育大学
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上越教育大学
附属小学校
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陸上自衛隊高田駐屯地

上
越
大
通
り

2

3
4

5

1

1 高田城三重櫓

高田公園MAP

高田城は、徳川家康の六男である松平忠輝公が慶長19年
（1914）に天下普請（幕府の命による工事）として実施され、普
請には、上杉景勝（米沢城主）、前田利常（金沢城主）など13
の大名が任命されました。普請総裁には忠輝公の義父である
伊達政宗が就任し、指揮をとり、わずか４か月たらずで竣工しました。
平成5年（1993）、高田城のシンボル的存在であった三重櫓を、上越市発足20周年記念事業として再建しました。高田城跡は現在、新

潟県の指定史跡になっているほか、平成29年（2017）には、高田城が（公財）日本城郭協会により「続日本100名城」に選ばれています。
また、高田城三重櫓のある高田公園は、「日本の歴史公園100選」に選定されており、春は日本三大夜桜、夏は東洋一といわれる
蓮を楽しむことができます。　【所在地】上越市本城町6-1　問☎025-526-5915

上越市の魅力が詰まった
高田公園を
のんびり

散歩しませんか？

松平忠輝（1592-1683）
文禄元年（1592）に徳川家康の六男とし
て江戸城で生まれました。慶長4年
（1599）、家康は忠輝（8歳）と伊達政宗
の長女五郎八姫（いろはひめ）（6歳）との
婚約を成立させ、慶長11年（1606）に結
婚式を挙げました。
慶長15年（1610）、忠輝公は福島城（上
越市）主となり、越後一国と信濃四郡を領
しました。慶長19年（1614）に高田城を築
城しましたが、わずか2年後の元和2年
（1616）、忠輝公は兄である徳川秀忠に
より城地を没収され伊勢に配流を命じられ
ました。
元和4年（1618）年、飛騨高山城主：金森
重頼に預けられた後、寛永3年（1626）、
諏訪高島城主：諏訪頼水に移され、その
後、天和3年（1683）に92歳で死去する
までの58年間を高島城南の丸で過ごしま
した。

1

偉人コラム偉人コラム
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上越市立歴史博物館2

市民交流施設

高田公園オーレンプラザ5

ホール施設、集会学習施設、こどもセンター
からなる複合施設として、平成29年(2017)9月
にオープンしました。
名称は、高田公園を象徴する「桜」と「蓮」を

それぞれ音読みを基本としてつなげたものです。
【所在地】上越市本城町8-1  問☎025-525-1311

ブロンズプロムナード4

佐藤忠良など上越市にゆかりのある、
また趣旨に賛同した芸術家の作品16基
と、岩野勇三ブロンズコーナーからなって
います。
高田公園の西堀沿いの遊歩道を中
心に並び、冬の積雪時にも鑑賞できる
ように作品の正面を開けて冬囲いが行
われます。

小林古径記念美術館・小林古径邸

小林古径邸（国登録有形文化財）は、建
築家の吉田五十八によって設計された近代
数寄屋建築です。古径の依頼によって昭和
9年（1934）に東京都大田区南馬込に新築
され、この住宅と大正時代の農家の家屋を
改造した別棟の画室において古径の数々の
作品が創作されました。平成5年（1993）に
解体されましたが、平成13年（2001）春に現
在地である高田城二の丸跡内に移築復原
しました。
小林古径記念美術館は、これまで博物館と

施設を共有して運営してきましたが、このたび
小林古径邸敷地内に移設することとなり、現
在増改築工事を実施しています。リニューアル
オープンは令和2年（2020）秋の予定です。
※小林古径記念美術館及び小林古径邸は工事のため休館中

小林古径は、明治16年（1883）中
頸城郡高田土橋町（現・上越市大町）
に生まれました。11歳頃から日本画を
学び、16歳で上京して梶田半古の画
塾に入門しました。その後、横山大観・
菱田春草らが活躍した初期日本美術
院を受け継ぎ、再興日本美術院の中
で安田靫彦・前田青邨と並んでその中
軸を担いました。
古径は鋭い観察眼による確かな描
写力に加えて日本の古典絵画を徹底
的に研究し、近代的な感覚を取り入れ
て成熟させた「新古典主義」と呼ばれ
る画境に到達し、近代日本美術史に
おける一つの頂点を築きました。昭和
25年（1950）には、新潟県人で初と
なる文化勲章を受章しました。

昭和47年に開館した上越市立総合博物館は、平成30年7月、高田公園（高田城
跡）という立地を生かし、上越市立歴史博物館として再スタートしました。「越後の都」を
テーマに、安土桃山時代以降の地域の歴史を解説する常設展示室を整備しました。春
日山城・福島城・高田城の三城の変遷やその時代背景、そしてその後の地域の発展の
ようすを学ぶことができます。
内堀や本丸土塁に臨む１階ラウンジ、妙高山から米山までを一望する屋上デッキへ

は無料で入館できます。ゆったりとくつろげるカフェや、博物館の刊行物、上越のお土産
などを取りそろえたミュージアムショップもご利用いただけます。
【所在地】上越市本城町7-7　問☎025-524-3120

小林古径（1883－1957）

佐藤忠良「演技生」（1963年作）

岩野勇三「おまんた」（1976年作）

峯田敏郎「西風の防波堤」（1988年作）

撮影：吉田龍彦

3 偉人コラム偉人コラム
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春日山城跡1

林泉寺3

春日山神社2

戦国時代の名将・上杉謙信公の居
城として知られる春日山城は、標高180ｍ
の春日山に築かれた壮大な山城です。

謙信公の祖父である長尾能景が、父・
重景の菩提を弔うため建立したとされます。
謙信公は7～14歳まで、この寺で名

僧・天室光育（てんしつこういく）による厳
しい教えを受けました。
市指定文化財である惣門は、春日山

城から移築したといわれており、山門は鎌
倉時代の和様と唐様を取り入れた大正
時代の名作です。また、山門に掲げられ
ている「第一義」の扁額は、謙信公の自
筆のものです。（複製。実物は境内の宝
物館にて保管。）
【所在地】上越市中門前1-1-1
問☎025-524-5846

春日山周辺MAP

明治34年（1901）に、童話作家であ
る小川未明の父、小川澄晴が上杉謙信
公を祀るために創建しました。
境内に隣接する春日山神社記念館

には、謙信公や未明に関する資料が展
示されています。
【所在地】上越市大豆1743 問☎025-525-4614

歴史的
文化的な
スポット紹介

〜春日山編〜

〜直江津編〜

国の指定史跡であり、日本100名城に
も数えられています。
山頂からは、日本海や高田平野が一
望できるほか、無数に築かれた空堀や土
塁、大井戸など山城の特徴を目にするこ
とができます。

享禄3年（1530）、越後守護代であった長
尾為景の末子として春日山城で誕生しまし
た（幼名 虎千代）。天文5年（1536）に父
が病死し、家督は兄の晴景が継ぎ、虎千代
は林泉寺に入ります。元服後は名を景虎と
あらため、19歳のとき、病弱だった兄に代わ
って家督を継いで越後守護代となります。
以降、春日山城を居城として越後を平定
し、信濃や関東、北陸への出兵を繰り返す
中で、武田信玄、織田信長、北条氏康な
ど、名だたる戦国の名将との戦を繰り広げ
ました。この間、永禄4年（1561）には、関
東管領上杉憲政から上杉姓と関東管領
職を譲られました。
天正6年（1578）、49歳で急死し、戦の連
続だったその生涯を閉じました。

上杉謙信（1530-1578）

偉人コラム偉人コラム
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上越市立
直江津中学校

上越市立
直江津南小学校

上越市立
国府小学校

居多神社

五智歴史の里
会館

上越市立
直江津小学校

直江津中等
教育学校

新潟労災病院

直江津屋台会館

五智公園

関
川

佐渡汽船のりば

直江津港

1

3

4
2

上越市立水族博物館

うみがたり1

五智国分寺3

朝市（三・八の市）2

ライオン像のある館
（旧直江津銀行）

4

平成30年（2018）6月にグランドオー
プンした上越市立水族博物館うみがた
りは、約300種、45,000点の水生生物
を飼育しています。中でも飼育数世界一
を誇るマゼランペンギンミュージアムはマ
ゼランペンギンを間近に観察できる人気
のエリアです。また、日本海をバックに豪
快なジャンプが見られるイルカのパフォ
ーマンスも必見です。
【所在地】上越市五智2-15-15
問☎025-543-2449

直江津の朝市は、当時「新橋区」とよ
ばれていた地域の青年会が始めたもの
で、明治44年（1911）には5と9のつく
日に開催されていましたが、翌年から3と
8のつく日の開催となりました。
現在の開催場所は高田の市と比べ

ると雁木がなく、道幅も広い分開放感が
あります。
海に続くこの通り自体が「三・八通り」

と呼ばれ住民から親しまれています。

旧直江津銀行は、明治28年(1895)、
「直江津積塵（せきじん）銀行」の名称で
貯蓄銀行として発足。大正4年(1915)
に解散となりました。
同銀行の建物は、海運業を営む高橋
達太により購入され、大正9年(1920)に
現在の場所に移築されました。
建物の前の迫力に満ちたライオン像

は、高橋達太の要請により、柏崎市の小
川由廣が制作したものです。
上越市最古の擬洋風建築物と言わ

れ、その煉瓦塀は、火事が多かった直江
津の歴史を物語ります。11月までは、土、
日、祝日限定で一般公開（無料）してお
り、館内では「北前船（日本遺産）」につ
いても紹介しています。
【所在地】上越市中央3-7-31
問☎025-544-6238

直江津周辺MAP
五智国分寺は永禄5年（1562）に謙
信公によって現在の場所に再興された
ものです。
境内には親鸞聖人の旧跡の竹之内
草庵があり、親鸞聖人坐像が安置され
ています。
【所在地】上越市五智3-20-21
問☎025-543-3069
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上越の食文化

上越ならではの気候風土や先人の知恵によって
生まれ・育まれてきた食文化をご紹介

発酵
のまち 上越

くびきの押し寿司

上越地域には謙信公が戦の際に笹を器
にしてご飯を盛ったことが由来とされる笹を
使った郷土料理があります。くびきの押し寿
司は、笹の葉の上に地元産のコシヒカリと
地元で採れた野菜、エビとみそ漬け、たまご
を3段に重ねた押し寿司です。

一夜干しの塩するめ
を天ぷらにしたもの。手
軽な郷土料理で、酒の
おつまみとして絶品で
す。また、おかずとしても
幅広い世代の人に食
されています。

郷
土
料
理

郷
土
菓
子

翁飴

水あめを寒天で固めた飴菓
子。高田城主が参勤交代に
出向く時の土産として愛され
た越後の伝統菓子です。

粟飴

もち米と麦芽で作る水飴。
砂糖の代わりに飲み物や
料理に入れるなど、様々な
味わい方ができます。

粟飴を固めて笹で包んだ飴
菓子。夏目漱石の小説「坊
ちゃん」にも「越後の笹飴」
として登場しています。

白あんを串に刺し、手焼きで表面に
だけ焼き色を付け、寒天で艶を出し
た生菓子。林 芙美子著の「放浪
記」にも、著者の心の傷を癒したお
菓子として登場しています。

笹飴 継続だんご

発
酵
食
品

頸城平野で収穫された酒米と豊富な雪解け水から上質な日
本酒が作られています。上越市には12の酒蔵があり、10月に
開催される越後・謙信SAKEまつりでは、個性豊かな美味しい
お酒を飲み比べることができます。

上越市は、夏は高温多湿、冬は雪によって低温多湿と、年間を通して湿気の多い気候で、「発
酵」に適した条件に恵まれた土地です。加えて農水産物も豊富にあり、古くから味噌、漬物、酒
など、多彩な発酵食品が育まれ、上越独自の食文化を築いてきました。

伝統の

味

するてん

酒 日
本
酒

日本のワインぶどうの父と呼ばれる川上善兵衛が創業したワイ
ナリーがあり、今でも高品質のワインを造っています。

ワ
イ
ン

豊かな自然と清らかな水を使ったどぶろくは、全国の品評会で
も高い評価を受けており、上越は全国で初めて「どぶろく特区」
に認定されました。どぶろくを使ったスイーツもおすすめです。

ど
ぶ
ろ
く
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「上越ならではのご当地ラーメン」を発案。
「上越産の酒かすを使用する」「雪室食材を使用する」
「トッピングに発酵食品と上越産の野菜や魚介類を使用する」ことが
条件となっています。

雪むろ酒かすラーメン

雪
のまち 上越

雪の恵みと先人の知恵により育まれてきた天然の冷蔵庫「雪
室」は、雪国ならではの文化です。雪室で貯蔵・熟成した酒や肉、
雪の下で保存した野菜などは、甘味・うま味が増し、よりまろやか
な味わいになります。雪室で保存したお茶やコーヒーを使ったス
イーツも人気です。

雪室商品、雪下・雪室野菜

上越産の良質な米麹を多く使った上越味噌「浮き糀味噌」は、味噌汁にする
と白い米糀が雪のようにふわりと浮きあがるのが特徴です。この地域では、くじ
ら汁、たけのこ汁、スキー汁のほか、味噌汁に酒かすをといたかす汁など、独特
の味噌汁文化があります。

野菜や魚介類などの食材を食塩、酢、酒かす、麹などと漬け込み、古くから保
存食として作られてきました。上越伝統野菜である「なますかぼちゃ」の味噌漬
けや、国産のたらこを麹で漬け込んだ「たらこの麹漬け」など、上越ならではの
漬物があります。

味噌

漬物

発
酵
食
品

★麺屋あごすけ、★GOGO宝来軒、★王華飯店、★手打ちらーめん まるとく、★たんぽぽラーメン、★蒲公英拉麺YAMATO
★春紀、★龍馬軒、★麺屋しょうじ、★宝来軒 総本店、★比他棒、★はな禅、★WITHドリーム 、★たんたん麺の店 菜心

販売期間：2019年11月30日～ 2020年4月26日上越の名だたるラーメン店で販売

おすすめ！
上越の

新名物！

画像はすべて昨シーズンのものです。
詳しくはこちら

上越市HP

越後・謙信SAKEまつりで

先行販売
越後・謙信SAKEまつりで

先行販売
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お車をご利用の方

■関越自動車道⇒北陸自動車道
（練馬IC～長岡JCT～上越IC）：約3時間30分

■関越自動車道⇒上信越自動車道
（練馬IC～藤岡JCT～更埴JCT～上越高田IC）：約3時間20分

東京から

長野から

大阪から

■上信越自動車道（長野IC～上越高田IC）：約1時間

新潟から

■磐越自動車道⇒北陸自動車道（新潟中央IC～上越IC）：約1時間20分

■名神自動車道⇒北陸自動車道
（吹田IC～米原JCT～上越IC）：約5時間30分

電車をご利用の方

■JR北陸新幹線（東京～上越妙高）：約1時間50分

■JR上越新幹線（東京～越後湯沢）
　⇒ほくほく線（越後湯沢～直江津）：約3時間

東京から

長野から

大阪から

■JR北陸新幹線（長野～上越妙高）：約20分

新潟から

■JR信越本線（新潟～直江津）⇒えちごトキめき鉄道
　妙高はねうまライン（直江津～上越妙高、特急利用）：約2時間

■JR東海道本線⇒湖西線⇒北陸本線（大阪～金沢）
　⇒北陸新幹線（金沢～上越妙高）：約3時間50分



第34回国民文化祭、第19回全国障害者芸術・文化祭上越市実行委員会
（上越市企画政策部文化振興課内）
〒943-0832　新潟県上越市本町3丁目3番2号 高田まちかど交流館内　

※掲載内容は、令和元年8月末現在のものです。諸般の事情により、内容の一部が変更になることがあります。
※事前申込や一部有料のイベントがあります。詳しくは、各お問い合わせ先にご確認ください。
※各施設の開館日時等は、直接施設へお問い合わせください。

お問い合わせ

https://niigata-futtotsu.jp

025-526-6903TEL 025-526-6904FAX bunka＠city.joetsu.lg.jpE-mail

公式ホームページ 文化ふっとつ新潟！

上越市https://www.city.joetsu.niigata.jp上越市ホームページ




