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コンベンション誘致合同ワークショップに参加
7月16日に東京都内で開催された「地方都市コンベンション関連団体合同ワークショップ」に参加しました。
このワークショップは当協会と連携している6地区（※新潟・松本・びわこ・和歌山・高松・長崎）のコンベン
ション関連団体が毎年共同で実施しているものです。当日は当協会及び朱鷺メッセ、新潟県から総勢7名で参加
をし、首都圏のコンベンション主催者など39団体63名に対し、新潟市のコンベンション開催環境をプレゼンテー
ションするとともに、情報交換会では各団体の学会・大会の情報収集を行いました。
新潟市での開催を具体的に検討頂ける学会・団体も複数あり、今回のワークショップをきっかけに朱鷺メッセ
会場の仮予約を頂けるなど、非常に有意義なワークショップとなりました。
今回得た情報をもとに継続してセールス活動を行うと共に、今後も多くのコンベンションの誘致活動を実施し
てまいります。

職員による新潟市開催状況の説明 新潟市プレゼンの様子

笑顔で出迎える親善大使 企業展示業者へ新潟市の PR

9月6、7日に朱鷺メッセにて「第25回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会」が開催され全国か
ら約6,000名の参加者が集まりました。
両日とも当協会から派遣された「にいがた観光親善大使」が、日本歯科大学新潟生命歯学部の学生と共に
記念品を配布するなどお出迎えを行い、元気な声が会場に響きました。
当協会では学会・大会などで新潟の魅力を発信し、会議に華を添えるに
いがた観光親善大使の派遣事業を行っております。当協会へお気軽にお問
い合わせください。
（派遣依頼についてのお問い合わせ先： MICE 誘致推進部 担当：堤）

大規模学会・大会にて活躍！観光親善大使
にいがた

　9月25日、欧州・北米・オーストラリア・アジアなど世界各国から研究者が集まった「ホウ素・ホウ化物
及び関連物質国際会議」のレセプションが北方文化博物館で行われ、参加者は大広間での芸妓鑑賞やみそ蔵
での食事を楽しんでいました。
　北方文化博物館は、歴史的建造物、文化施設や公的空間等で、会議・レセプションを開催することで特別
感や地域特性を演出できる会場（ユニークベニュー）として、G20新潟農業大臣会合のレセプションなど、
海外の方が集まる会議等で利用されています。
　新潟市のユニークベニューは、北方文化博物館の他にもみなとぴあやピアBandaiなどがあり、コンベン
ション誘致の際に新潟市の魅力をお伝え出来る非常に重要なコンテンツとなるため、当協会としても今後更
に開発を進めてまいります。

大広間での古町芸妓の舞鑑賞英語で館内を案内 「みそ蔵」での会食

北方文化博物館でエクスカーション開催
～ユニークベニュー活用事例～

コンベンションカレンダー
Convention Calendar

県外参加者のあるもの 2019 年１1月　１2月

第57回日本医療・病院管理学会学術総会

第60回関東甲信越地区公立学校教頭会研究大会新潟大会　

第55回新潟県小中学校教頭会研究大会

更生保護制度施行70周年記念　

第66回新潟県更生保護大会

日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会

第33回日本口腔リハビリテーション学会学術大会

第6回日本サルコペニア・フレイル学会 大会

第29回日本全身咬合学会学術大会

アジア太平洋力学量計測フォーラム2019（APMF2019)

第18回日本睡眠歯科学会総会・学術集会

令和元年度第8回障害者支援施設部会全国大会（新潟大会）

新潟県看護協会看護学会

第24回日本基礎理学療法学会学術大会

日本臨床心理身体運動学会　第22回大会

第78回有機合成化学協会関東支部シンポジウム -新津シンポジウム-
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朱鷺メッセ(新潟コンベンションセンター)

新潟市民芸術文化会館、市内ホテル他

新潟テルサ

新潟大学五十嵐キャンパス

新潟ユニゾンプラザ

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

日本歯科大学新潟生命歯学部

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）

ANAクラウンプラザホテル新潟

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）

ガレッソホール、新潟第一ホテル

新潟薬科大学新津駅東キャンパス

開　催　日 コンベンション名称 参加人員 開　催　会　場

11
月

200 新潟大学日本金属学会北陸信越支部・日本鉄鋼協会北陸信越支部　

平成31年度総会・連合講演会
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ハミングツアー　    検索詳しくは ハミングツアー　TEL.0570-037154（8：45～17：15）

　地域（地方公共団体や企業等）とJRグループ6社が協働して取り組む、国内最大規模の観光キャンペーンのことで、本
年10月1日から12月31日までの期間、新潟県・庄内エリアデスティネーションキャンペーンを開催しています。

2019.10.01～2019.12.31

新潟県・庄内エリアデスティネーションキャンペーン（DC）

デスティネーションキャンペーン（DC）とは？

　今回の新潟県・庄内エリアDCでは、日本海の雄大な山並みに恵まれた新潟県と庄内エリアの「食」を育んだ歴史や伝
統、暮らし、風土、文化などの背景を「食」を通して地域のストーリーとして伝えていきます。８つのエリアごとにテ
ーマに沿ったコンテンツの創出・磨き上げを実施し、国内外へと発信します。
　新潟市は、五泉市、阿賀野市、阿賀町と「新潟・阿賀エリア」として、“北前船で栄えた湊町文化と舟運がもたらした
大河の恵み”をコンセプトに、地域の様々な魅力を味わう旅を提案しています。

今回のテーマ「日本海美食旅（ガストロノミー）とは？

新潟の観光スポットをめぐる オープントップバスの旅 Humming 「宙バス」

【お問い合わせ先】
   新潟市文化・スポーツコミッション事務局
   ☎025-229-4245 E-mail:info@n-csc.jp

新潟市文化・スポーツコミッション活動紹介コーナー
2019 オリンピックデーラン新潟大会が開催されました
今年も当コミッション及び新潟市、公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）等が主催する「2019オリンピッ

クデーラン新潟大会」が9月21日(土)にデンカビッグスワンスタジアムで開催され、約1,100人が参加しました。
イベントにはオリンピック・ムーブメントアンバサダーを務める田中和仁さん（体操/体操競技）、上村愛子さ
ん（スキー/フリースタイル）の他、オリンピアン8名が参加。当日は天候にも恵まれ、親子連れを含む大勢の市民
がオリンピアンと一緒にジョギングやラグビー、走幅跳び等のオリンピック競技種目体験で気持ちの良い汗を
流しました。
また、「がんばれ！ニッポン！全員団結プロジェクト」のブースも出展
され、公式応援団長の松岡修造さんがサプライズで登場し、会場が
大いに盛り上がりました。
当コミッションでは、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。

新潟県北部の国道290号線を中心とする全長約150kmの街道沿いには、全国的に見ても質の高い「日本庭園」や大地主（豪農）、
豪商、社寺、町家などの「伝統建築」が集中しています。また、朝日連峰や飯豊連峰を背景に水田、棚田、集落、里山が続き「美しい
日本の原風景」が残るだけでなく、上質な温泉地としても有名です。魅力的な要素が多く存在するこのゴールデンルートを『にいが
た庭園街道』として、全国へ魅力を発信しています。

　当協会が運営委員会のメンバーを務める「にいがた庭園街道ネットワーク」
では、庭園王国・新潟を広く周知するためパンフレットを作成するなど、魅
力発信に努めています。また、にいがた庭園街道の庭園や伝統建築を巡る
各種ツアーなども多く企画されております。この機会に是非、新潟の秋の
庭園をお楽しみください。
　詳しくは、にいがた庭園街道のホームページ
　　　　　　　　　　　　（https://teienkaido.niigata.jp/）をご覧ください。

にいがた庭園街道とは？

にいがた庭園街道ネットワークの活動

新潟市内の庭園・建築スポット
・中野邸記念館（秋葉区）

・重要文化財 旧笹川家住宅（南区）

・豪農の館 北方文化博物館（江南区）

・新潟市文化財 旧小澤家住宅（中央区）

・北方文化博物館 新潟分館（中央区）

・新潟市 旧齋藤家別邸（中央区）

・砂丘館（中央区）

・燕喜館（中央区） 

庭園王国・新潟の日本庭園と伝統建築 29ヶ所をめぐる
「にいがた庭園街道」

『海里 KAIRI』10.05デビュー新潟・庄内の食と景観を楽しむ列車

　2019年10月から始まった新潟県・庄内エリアデスティネー
ションキャンペーン（DC）に合わせ、10月5日（土）より、新潟と庄
内の食と景観を楽しむ列車『海里』が新潟～酒田間で運行開始
となりました。
　列車のコンセプトは「新潟の食」「庄内の食」と「日本海の景
観」で、その魅力を感じていただけるよう、新潟発の車内では、
新潟古町花街にある料亭「行形亭」「鍋茶屋」「一〆」の四季
折々のメニューを、美しい日本海の絶景を眺めながら楽しむこ
とができます。日本海ビューダイニングの上質な旅を是非一度
味わってみてください。
　詳しくはJR東日本のホームページをご確認ください。

屋根を取り払った開放感抜群のオープントップバスが、新潟県・庄内エリアDC期間に合わせて午前午後の全2コー
スが運行開始となりました。
　　　　　新潟一の眺望「朱鷺メッセ展望室」と豪商の館「旧齋藤家別邸」を訪ねる、みなとまち
　　　　　探索コース（所要時間 約4時間）

　　　　　豪農の館「北方文化博物館」と湊町の歴史が残るゾーン「みなとぴあ」
　　　　　を訪ねる、歴史文化探究コース（所要時間 約4時間）

【料　金】どちらも大人2,000円/小人1,000円（見学料込）
【期　間】10月5日（土）～12月22日（日）の土、日、祝日（除外日あり）

午前コース

午後コース

そ　　ら

ハミング
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2019年7月～9月 第10代 にいがた観光親善大使 主な活動

にいがた観光親善大使にいがた観光親善大使第10代

8月の新潟まつりで、開港4都市のミス・観光親善大使の皆様とオープンカーに
乗り、「キラキラパレード」に参加させていただきました。当日は朝から気温が
高く暑い1日となりましたが、多くの方々に笑顔で手を振り返していただけてと
ても嬉しかったです。新潟の方はやはり温かいなぁと、改めて感じました。
キラキラパレードでいただいた声援をパワーに変えて、今後も新潟の魅力を発

信できるよう精一杯努めていきます。今後ともよろしくお願いいたします。

9月2日に「新潟県・庄内エリアデスティネーションキャンペーン」合同発表
会に参加させていただきました。花角知事や若松山形県副知事とご一緒させて
いただき、とても貴重な体験となりました。また、試食会では多くの数の試食
をいたしました。どの料理もとても美味しく、新潟の豊かな食文化を体験する
ことができ、楽しかったです。今度は、友人や家族と一緒に旅館に行って、新
潟の魅力を満喫したいと思いました。

9月9日に、クルーズ船「飛鳥II」のお出迎えをさせていただきました。巨大
な船が港へ近づいて来る様子はとても迫力があり、豪華客船を間近で見たのは
初めてだったため、驚きと感動でいっぱいでした。
また、沢山の方が新潟へ観光に来てくださることがとても嬉しかったです。

今後も、お越しいただいた皆様に、新潟へ来て良かったと思っていただけるよ
う、精一杯努めてまいります。

髙橋 菜依瑠 大使

兒玉 百明子 大使

須藤 愛 大使

にいがた観光タクシー 推進協議会 合同研修会
 ～北方文化博物館～

当協会が事務局を務める「にいがた観光タクシー推進協議会」
では、協議会メンバーであるタクシー会社4社のドライバーを対象
に、合同研修会を9月17日から20日にかけて開催しました。この
研修会は観光タクシーのドライバーの知識を高め、観光客へのお
もてなし強化を図るため毎年開催しており、本年は北方文化博物
館において実施しました。

研修は4日間とも同内容で行われ、合計88名のドライバーが参
加しました。説明いただいた佐藤隆男副館長からは、普段は見る
ことのできない場所やエピソードの説明を受けました。
観光タクシードライバーの方からは「自分の知識以上の説明で

満足」「今後の観光客への案内に是非活かしたい」などの声も聞
かれ、観光案内の知識を高める充実した研修となりました。

令和元年新潟まつり・開港160周年記念函館港まつり・沼垂まつり（けんか灯籠）・アイベックスエアライ
ンズ㈱新潟伊丹路線就航5周年記念セレモニー・サマージャンボ、ハロウィンジャンボ宝くじキャンペー
ン・新潟県・庄内エリアデスティネーションキャンペーン共同記者発表会・クルーズ船「飛鳥Ⅱ」歓送迎行
事・「SLばんえつ物語」号出発セレモニー・2019 オリンピックデーラン・大分トキハ「大新潟まつり」 など

　本年度も多くのクルーズ船が新潟に訪れました。10月
現在までに13隻のクルーズ船が新潟港に入港し、お出迎
え・お見送り時には様々なおもてなしを実施しました。
　寄港した船舶の乗客の方々には観光案内ブースの設置や、
新潟の地酒の振る舞い、万代太鼓の演奏、日本文化を体験
するイベントなどでおもてなしを行ない、当市の魅力を積
極的にアピールしました。

　11月15日には今年度最後となるダイヤモンド・プリンセス号が新潟
東港の南ふ頭に寄港を予定しています。
　今後も更なるおもてなし対
応に力を入れていきますので、
市民の皆様とともに盛り上げ
て行きたいと思います。

●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　総務部　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

船 　名 船　籍期　日

ダイヤモンド・プリンセス（初寄港）

カレドニアン・スカイ

クァンタム・オブ・ザ・シーズ

シルバー・エクスプローラー

カレドニアン・スカイ

にっぽん丸

にっぽん丸

飛鳥Ⅱ

飛鳥Ⅱ

ぱしふぃっく  びいなす

ぱしふぃっく  びいなす

飛鳥Ⅱ

飛鳥Ⅱ（台風接近の為中止）

シルバー・ミューズ（初寄港）

ダイヤモンド・プリンセス

イギリス

バハマ

バハマ

バハマ

バハマ

日本

日本

日本

日本

日本

日本

日本

日本

バハマ

イギリス

4 月

4 月

4 月

5 月

5 月

6 月 

7 月

9 月

9 月 

9 月

9 月

9 月

9 月 

10 月

11 月

日（日）

日（金）

日（火）

日（木）

日（金）

日（土）

日（火）

日（火）

日（木）

日（金）

日（日）

日（月）

日（月）

日（月）

日（金）

14 

 26

30 

 23 

31 

 29

2

3

 5

6

 8 

9

23

 7 

15 

クルーズ客船 新潟港へ! おもてなしで対応

様々な場面で活躍中！！
～派遣依頼も随時承っております～　お問い合わせは（公財）新潟観光コンベンション協会まで

（9/9 飛鳥Ⅱ寄港の様子）

（10/7シルバー・ミューズ 寄港時の日本文化体験
　イベントと振る舞い酒の様子）


