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『秋色に染まる』第66回（平成29年度）新潟市写真コンクール「入選」
撮影：小林  七重／場所：新潟市中央区／新潟県スポーツ公園
『秋色に染まる』第66回（平成29年度）新潟市写真コンクール「入選」
撮影：小林  七重／場所：新潟市中央区／新潟県スポーツ公園

Oct.2018  vol.93

〒951－8062
新潟県新潟市中央区西堀前通６番町894番地１
西堀６番館ビル４階
　　　 025－223－8181　　　　025－223－9100
　　　 nvcb@nvcb.or.jp
　　　 http://www.nvcb.or.jp/

公益財団法人

新潟観光コンベンション協会

TEL FAX
E-mail
URL

平成30年10月

事務局 「うまさぎっしり新潟」観光推進協議会（公益社団法人 新潟県観光協会）
〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1「新潟県・庄内エリアDC」推進協議会お問合わせ

来夢来都
R A I M U  R A I T O

皆さんは「新潟・庄内」にどんなイメージを
お持ちでしょうか？
実は明治中期まで、日本海側は「表日本」と
言えるほど発展していました。
当時「北前船」は物流の要でしたが、新潟湊
はその一大寄港地でした。
さらに開港五港でもあった新潟湊は、日本
文化のるつぼと化していたのです。
「日本海美食旅」とは、食を通じて地域を
知り、歴史を紐解きながら食を味わうこと。
タイムカプセルのごとく封印されていた日本
の食文化が、150年の時を経て、いま、花開
きます。
新潟・庄内の豊かな食文化を、地域のストー
リーとともに、ぜひ味わってください。

新潟県・庄内エリア デスティネーションキャンペーン
2019.10.1～12.31

2019年10月1日  新潟県・庄内エリア デスティネーションキャンペーンが開催されます。

プレDC  2018.10.1～12.31 ／ アフターDC  2020.10.1～12.31
ガストロノミーとは
ガストロノミーとは「美食学」のこと。美味しいのはもちろんですが、その土地に内包さ
れた歴史や文化を尊重し、表現し、昇華させた料理を意味します。つまり作る人も食べ
る人も、「食を通じて地域を知ること」が重要であり、目的になります。今回のDCでは、
日本海と雄大な山に育まれた新潟県と庄内エリアの豊かな食文化を発信します。
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定員
各30名11月…24日㈯

12月…1日㈯、8日㈯、15日㈯

平成30年

新潟花街茶屋 ～日本遺産認定の旧齋藤家別邸で

　　　『新潟古町芸妓の舞』鑑賞～

にいがたはなまちちゃや

開催日程

（抹茶・和生菓子付き）

大　　　人　ひとり 3,000円（税込）

小・中学生　ひとり 2,700円（税込）

料　金

ご予約
お申し込み

旧齋藤家別邸　2階大広間
新潟市中央区西大畑町576　TEL 025-210-8350

※会場へは階段による昇降になります。会　場

13：00～／受付
14：00　／開会
　・みなとまち新潟と新潟古町芸妓のお話　・新潟古町芸妓の舞
　・お座敷遊びの紹介　・芸妓との記念撮影
14：50　／閉会（予定）

プログラム

◎インターネットからお申し込みください。 ◎電話でのお申し込みも
　受け付けております。

（公財）新潟観光コンベンション協会
TEL 025-223-8181 （平日 8：30～17：15）
※各開催日の3日前までにお申し込みください。

www.nvcb.or.jp

又は 新潟市　観光 検  索

■お問い合わせ　（公財）新潟観光コンベンション協会　TEL 025-223-8181（平日8：30～17：15） http://www.nvcb.or.jp
※掲載のツアーの詳細は、当協会ホームページをご覧いただくか、下記へ資料をご請求いただいたうえでお申し込みください。 ※掲載の写真はすべてイメージです。

秋のにいがたお屋敷めぐり秋のにいがたお屋敷めぐり
出発日

11月10日
土

古き良き時代の歴史・文化を感じるお屋敷３ヶ所をめぐりま
す。石油王中野貫一の邸宅「中野邸記念館」で往時の設えを
再現した邸宅の見学や美術品を鑑賞。庭園も一つの美術品と
してとらえており、「泉恵園（旧もみじ園）」は紅葉の名所です。
越後の大地主・伊藤家の邸宅を博物館として公開している
「北方文化博物館」で昼食、通常は公開していない「仏間」「湯
殿」をご案内。その後、新潟三大財閥・齋藤家の別邸、日本遺
産認定の「旧齋藤家別邸」を訪れます。

冬の味覚・野鴨と地酒を堪能
するツアーです。新潟市西蒲
区の酒蔵２軒の見学と野鴨
づくしの贅沢な和のランチを
いただきます。また、ご飯やお
酒のお供に合う地元特産のお
漬物「大根のからし巻」体験も
あります。

新潟酒蔵めぐりと冬の味覚野鴨ランチツアー新潟酒蔵めぐりと冬の味覚野鴨ランチツアー
出発日

12月8日
土

新潟駅発着日帰りバスツアー 新潟ふうど探訪の旅

新潟市文化・スポーツコミッション活動紹介コーナー
2018 オリンピックデーラン新潟大会

本コミッションや公益財団法人日本オリンピック委
員会（JOC）等が主催する「2018オリンピックデーラン
新潟大会」が９月22日(土)、デンカビッグスワンスタジ
アムで開催されました。
今回はオリンピック・ムーブメントアンバサダーを務
める伊藤華英さん（水泳/競泳）、オリンピアンの岡本依
子さん（テコンドー）、加藤與恵さん（サッカー）、髙橋成
美さん（スケート/フィギュアスケート）、坪井保菜美さん
（体操/新体操）、中村真衣さん（水泳/競泳）、町田文彦
さん（バドミントン）、山本隆弘さん（バレーボール）の
計８名。さわやかな天候にも恵まれ約1,000名の参加
者がオリンピアンと一緒にジョギングやオリンピック競
技種目の体験などで気持ちの良い汗を流しました。

　そのほか、オリンピアントークショー、加藤さん
とのドリブル対決や山本さんのアタックをレシー
ブするなどオリンピアンと触れ合うことでスポー
ツの楽しさを体感していただきました。
　本コミッションでは、新潟でのオリンピック
ムーブメントの促進と2020年東京大会に向けた
機運醸成を引き続き図っていきます。

事務局  ☎ 025-229-4245　E-mail:info@n-csc.jpお問い合わせ先

平成30年度  東北地区MICE誘致懇談会に出展
東北地区のコンベンションビューロー17団体が集まり「東北地区MICE誘致懇談会」が９月６日（木）都市センターホテル

（東京都）で開催されました。
新潟県からは上越観光コンベンション協会、長岡観光コンベンション協会、そして当協会の３団体が出展しました。来場者
は首都圏に本部を置くコンベンション主催者、学会事務局、学会運営事業者等です。
商談会では、新潟県及び当協会の補助金制度やコンベンション施設などをはじめ、新潟市内の宿泊収容人数や交通アクセ

スなどを説明しました。また、懇親会でのアトラクションとして新潟古町芸妓の舞や、ピアBandaiを貸し切った懇親会の開催な
ど具体的な事例を紹介し、新潟開催の魅力をアピールしました。
今回得られた情報を元に、今後も引き続き継続して誘致活動を進めるとともに、新潟県やMICE業界の方々と連携・協力を
図りながら「新潟市」を積極的にＰＲしMICEの誘致を図ります。
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新潟まつりでのご声援誠にありがとうございました！
～日本開港都市のミス・親善大使が集合～

第　
代9第　代9 にいがた観光親善大使 活動記録 （平成 30年７～９月分）

期　　日 行　　事　　名　　称 派遣先 人員
７.１（日）
７.７（土）
７.９（月）
７.11（水）
７.12（木）

７.14（土）
７.14（土）
７.15（日）
７.17（火）
７.18（水）
７.19（木）
７.19（木）
７.21（土）
７.21（土）
７.28（土）
８.２（木）～ ３（金）
８.９（木）
８.10（金）～ 11（土）
８.16（木）
８.17（金）
８.28（火）
９.４（火）
９.７（金）
９.12（水）
９.12（水）～ 14（金）
９.15（土）
９.15（土）
９.16（日）
９.16（日）
９.21（金）
９.22（土）

JA共済杯 2018全国選抜リトルリーグ野球信越連盟夏季大会
第26回新潟シニアオープンバドミントン選手権大会
サマージャンボ宝くじキャンペーン
JR東日本 就任挨拶
佐渡金銀山の世界遺産登録に向けた佐渡市・新潟市・長岡市・上越市
交流宣言署名式
水と土の芸術祭オープニングセレモニー
2018年度 第39回リトル・リトルシニア新潟ブロック会長杯争奪戦大会
2018J-1朱鷺CUP空手道選手権大会
クルーズ船「コスタ・ネオロマンチカ」歓送迎行事
海フェスタにいがた  記念式典リハーサル
海フェスタにいがた  記念式典
「新潟-ロシア（ハバロフスク）線」チャーター便 初便就航セレモニー
第2回世界大正琴交流大会 琴リンピック2018イン新潟
第59回日本歯科医療管理学会総会・学術大会
巡視船「えちご」体験航海（一日船長）
開港159周年記念函館港まつり
第49回全日本教職員弓道選手権大会 新潟大会レセプション
新潟まつり
沼垂まつり（けんか灯篭）
第39回北信越国民体育大会ソフトボール大会
クルーズ船「コスタ・ネオロマンチカ」歓送迎行事
第65回日本栄養改善学会学術総会
第20回 全日本選抜還暦軟式野球大会  開会式
第20回 全日本選抜還暦軟式野球大会  閉会式
大新潟まつり（大分トキハ本店）
南極観測船砕氷船「しらせ」歓迎レセプション
第29回日本緑内障学会
青少年育成チャリティー第5回オープントーナメント全北陸空手道選手権大会
新潟港新規船社初入港記念式典
ツーリズムEXPOジャパン2018「新潟県・庄内エリア」ブースにて観光PR
2018オリンピックデーラン新潟大会

新潟市内
新潟市内
新潟市内
新潟市内
新潟市内

新潟市内
新潟市内
新潟市内
新潟市内
新潟市内
新潟市内
新潟市内
新潟市内
新潟市内
新潟市内
函館市
新潟市内
新潟市内
新潟市内
新潟市内
新潟市内
新潟市内
新潟市内
新潟市内
大分市
新潟市内
新潟市内
新潟市内
新潟市内
東京都
新潟市内

1
1
1
2
2

2
1
1
1
3
3
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

　夏の新潟一大イベント「新潟まつり」が、８月10日から12日まで開催
されました。まつりをより一層盛り上げるべく、10・11日の二日間、に
いがた観光親善大使のほか、日本開港４都市よりミスはこだて、横浜観光
親善大使、スマイル神戸、ロマン長崎を招聘しました。
　幕末に開かれた港を現在有する５都市（函館・横浜・神戸・長崎・新
潟）では、毎年各都市で開催されるまつりに、ミス・親善大使を相互派遣
し交流を図っています。
　初日はラジオ出演、新潟市長への表敬訪問で各都市のＰＲを行なった
後、約１万3000人の踊り手と一緒に大民謡流しに参加して、新潟甚句を
踊りました。翌日のキラキラパレードでは、オープンカーに乗車。観客の
声援に応えながら新潟のまちを巡りました。
　午後はエクスカーションを行い、北方文化博物館、新潟せんべい王国な
ど新潟の観光地を訪れました。

秋冬制服のデザインが決定しました！

親善大使の活動記録は

公式Facebookでもご紹介しています。

是非ご覧ください！

URL：https://www.facebook.com/niigata.taishi/

コンベンションカレンダー
Convention Calendar

県外参加者のあるもの 2018 年11月　　　　　１月

第88回民事介入暴力対策新潟大会

平成30年暴力団追放・銃器根絶新潟県民大会

第28回日本磁気歯科学会学術大会

「北陸技術フォーラム'18」

第67回技術大会

第11回北信越盲学校サウンドテーブルテニス大会

日露医学医療シンポジウム2018

第37回日本接着歯学会学術大会

第19回北信越少年少女レスリング選手権大会

第15回北信越中学生レスリング選手権大会

第46回北信越大学サッカーリーグ（2部）入れ替え戦

VISIT JAPAN Travel Mart 2018 -EAST ASIA-

第55回関東甲信越食肉連絡協議会 通常総会 新潟大会

平成30年度大都市観光協会連絡協議会「事務主管者会議」

第32回 日本JCノーサイドクラブ全国大会 in 新潟

第5回全国史料ネット研究交流集会

一般社団法人日本LD学会第27回大会（新潟）

平成30年度日本盲人会連合北信越ブロック大会

日本がん口腔支持療法学会　第4回学術大会

第9回日本歯科衛生教育学会総会・学術大会

第42回日本死の臨床研究会年次大会

第45回有機典型元素化学討論会

第16回日本機能性食品医用学会総会

2019北東アジア経済発展国際会議イン新潟

第11回日露エネルギー・環境対話イン新潟

1,800
1,000
150
80
200
122
100
550
400

50
160
180
30
150

250
3,500
140

150
400
3,000
260
300

300

  2（金）
  2（金）
  3（土）～  4（日）
  6（火）～  7（水）
  8（木）～  9（金）
  8（木）～  9（金）
  9（金）～10（土）
10（土）～11（日）
10（土）～11（日）

10（土）～11（日）
13（火）～14（水）
14（水）
15（木）～16（金）
16（金）～17（土）

17（土）～18（日）
23（金）～25（日）
24（土）～25（日）

  1（土）～  2（日）
  1（土）～  2（日）
  8（土）～  9（日）
13（木）～15（土）
15（土）～16（日）

29（火）～30（水）

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

新潟県民会館

日本歯科大学新潟生命歯学部

万代シルバーホテル

ホテルオークラ新潟

新潟市総合福祉会館

ホテルイタリア軒　

日本歯科大学新潟生命歯学部

新潟市体育館

潟東サルビアサッカー場

朱鷺メッセ、ホテル日航新潟

ほてる大橋館の湯

アートホテル新潟駅前

新潟市陸上競技場、割烹大善、

新潟グランドホテル

新潟大学　五十嵐キャンパス

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

アートホテル新潟駅前

新潟大学医学部学士会　有壬記念会館

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

開　催　日 コンベンション名称 参加人員 開　催　会　場

11
月

12
月

1
月

2019 年

新し
い

仲間
です

事業所 業種・業態 住　　　所 ＴＥＬ 代表者名

大新潟まつり
実行委員会

新潟市中央区万代島5番1号
万代島ビル9階

025-246-0046
会長

東條　昭人団体新規賛助
会員の紹介
新規賛助
会員の紹介

●協会が管理するホームページへの掲載及び
　会員ホームページのリンク

●セミナー、情報交換会等への優先的な招待

●協会ホームページのバナー広告
　掲載料の割引

●コンベンション開催表、

　予定表の提供

●協会会報誌の提供

（公財）新潟観光コンベンション協会　総務課　
TEL.025-223-8181

お問い合せ

会員特典

入会金は
ありません

年会費
１口：２万円

賛助会員
募集中！

大切な出会いと交流の場を
サポートする仲間に入りませんか


