
No 行 事 名
開催日

（開催期間）
開催時間等

開催場所
（所在地）

問合せ先
（TEL)

ホームページ 特記事項・注意事項

1 佐渡金銀山世界遺産連続講座（第３回） 10月19日（土） 13:30～15:00
ほんぽーと新潟市立中央図書館（新潟市
中央区明石2-1-10）

新潟県文化行政課世界遺産登録
推進室（025-280-5726）

https://www.sado-
goldmine.jp/

入場無料、事前申込

2 県政記念館と生け花 ～暮らしの中の花～
10月15日(火)～10
月20日(日)

9：00～16：30
新潟県政記念館
（新潟市中央区一番堀通町3-3）

新潟県政記念館
(025-228-3607）

https://niigata-
bs.sakura.ne.jp/si/kensei/ind
ex.html

入場無料

3 秋季企画展「海をわたったヒスイ」
令和元年9月6日
(金)～12月8日
(日)

9:00～17:00
新潟県埋蔵文化財センター
(新潟市秋葉区金津93-1)

新潟県埋蔵文化財センター
(0250-25-3981）

https://www.maibun.net/
入場無料
期間中無休

4
新潟県埋蔵文化財センター講演会第7回
「ヒスイからみた縄文時代」

令和元年10月20
日(日)

13:50～15:20
新潟県埋蔵文化財センター
(新潟市秋葉区金津93-1)

新潟県埋蔵文化財センター
(0250-25-3981）

https://www.maibun.net/
入場無料
定員80名（申込不要）

5
新潟県埋蔵文化財センター講演会第8回
「新潟県における弥生ヒスイ製勾玉の生産
と周辺地域との交流」

令和元年11月10
日(日)

13:50～15:20
新潟県埋蔵文化財センター
(新潟市秋葉区金津93-1)

新潟県埋蔵文化財センター
(0250-25-3981）

https://www.maibun.net/
入場無料
定員80名（申込不要）

6
新潟県埋蔵文化財センター講演会第9回
「ヒスイ製装身具の終焉と石製模造品の出
現」

令和元年12月8日
(日)

13:50～15:20
新潟県埋蔵文化財センター
(新潟市秋葉区金津93-1)

新潟県埋蔵文化財センター
(0250-25-3981）

https://www.maibun.net/
入場無料
定員80名（申込不要）

7 中浦歌舞伎写真展
11月1日（金）～5
日（火）

9:00～16:30
とたにコミュニティセンター
三条市上谷地29番地

三条市生涯学習課文化財係
0256-46-5205

https://www.city.sanjo.niigat
a.jp/soshiki/shimimbu/shoga
igakushuka/bunkazai/bunkaz
ai/index.html

入場無料

8 下田郷のいしぶみめぐり 11月3日（日） 10:00～16:00 三条市下田地区
三条市生涯学習課文化財係
0256-46-5205

https://www.city.sanjo.niigat
a.jp/soshiki/shimimbu/shoga
igakushuka/bunkazai/bunkaz
ai/817.htm

保険料100円、昼食代実費負
担、定員15名（要事前申込）

9
なじょもん秋季企画展「技と造形の縄文
世界－形と文様にみる美の心－」

9月7日（土）～
11月4日（月）

9：00～17：
00

農と縄文の体験実習館
（津南町大字下船渡乙835）

津南町教育委員会：農と縄文の
体験実習館（025-765-5511）

http://najomon.com
津南シンポジウムⅩⅤ「越後・
津南の土偶－河童形土偶とそ
の地域性－」9/29（日）

10 博学連携子ども縄文展～なじょもん～
11月9日（土）～
11月24日（日）

9：00～17：00
農と縄文の体験実習館
（津南町大字下船渡乙835）

津南町教育委員会：農と縄文の
体験実習館（025-765-5511）

http://najomon.com

11 刈谷田川の舟運と近世の流通
令和元年9月4日
（水）～令和2年1
月19日（日）

10：00～17：00
みつけ伝承館
（見附市学校町2-7-9）

みつけ伝承館
（0258-63-5557）

http://www.city.mitsuke.niig
ata.jp/3071.htm

入場無料
月曜休館

12
夏・秋の企画展 村上からこんなの出土した
～村上市内遺跡から出土品～

7月20日（土）～
11月24日（日）

9:00～16:30 縄文の里・朝日（村上市岩崩612－118） 同左（0254－72－1577）
http://www.iwafune.ne.jp/~jo
umon/

大人400円、小中高生100円

13 むかしばなしと昔の遊び 11月10日（日） 13:30～15:30
旧武石家住宅（新潟県西蒲原郡弥彦村
大字麓7056番地）

弥彦村教育委員会教育課社会教
育係（0256-94-4311）

http//www.vill.yahiko.niigata.
jp

参加費無料、昆虫工作「草バッ
タ」当日受付：先着２０名

14
釜蓋遺跡ガイダンス「定期講座」
「富山県から見た釜蓋遺跡」

10月12日（土） 10:00～11:00
釜蓋遺跡ガイダンス
（上越市大和5丁目4-7）

釜蓋遺跡ガイダンス
（025-520-7166）

http://cms.city.joetsu.niigata
.jp/soshiki/bunkagyousei/ka
mabuta-kouza.html

15
釜蓋遺跡ガイダンス「定期講座」
「秦繁治先生と上越の考古学」

10月26日（土） 10:00～11:00
釜蓋遺跡ガイダンス
（上越市大和5丁目4-7）

釜蓋遺跡ガイダンス
（025-520-7166）

http://cms.city.joetsu.niigata
.jp/soshiki/bunkagyousei/ka
mabuta-kouza.html
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16
釜蓋遺跡ガイダンス「定期講座」
「釜蓋遺跡の大型竪穴建物の意味するも
の」

11月9日（土） 10:00～11:00
釜蓋遺跡ガイダンス
（上越市大和5丁目4-7）

釜蓋遺跡ガイダンス
（025-520-7166）

http://cms.city.joetsu.niigata
.jp/soshiki/bunkagyousei/ka
mabuta-kouza.html

17
釜蓋遺跡ガイダンス「定期講座」
「まいぶん春日山-総構を歩く-」

11月23日（土） 9:00～12:00
上越市埋蔵文化財センター集合
（上越市春日山町1丁目2-8）

上越市教育委員会文化行政課
（025-545-9269）

http://cms.city.joetsu.niigata
.jp/soshiki/bunkagyousei/ka
mabuta-kouza.html

埋蔵文化財センターに集合後、
春日山城跡の散策

18 林富永邸秋の一般公開
11月16日（土）～
17日（日）

10:00～15:00
林富永邸宅
（上越市三和区神田）

林富永邸保存会（ＮＰＯ法人三和
区振興会）
025-529-2345

https://www.niigata-
kankou.or.jp/sys/data?page-
id=13427

上越市のホームページは一般
公開30日前からＵＰになります。
建物の維持管理協力金として、
1人500円が必要です。（高校生
以下は無料）

19
越後高田町家三昧（秋ノ巻）関連イベント
市所有の町家公開

10月5日(土)～10
月27日(日)の土日
祝日

10:00～17:00
旧今井染物屋（上越市大町5-5-7）、旧金
津憲太郎桶店（上越市仲町4-6-7）

上越市文化振興課
（025-526-6903）

http://www.city.joetsu.niigat
a.jp/

無料

20
越後高田町家三昧（秋ノ巻）関連イベント
まちなみ散策ミニツアー

10月5日(土)～10
月27日(日)の土日
祝日

11:00～、14:00
～

町家交流館高田小町（上越市本町6-3-
4）集合

上越市文化振興課
（025-526-6903）

http://www.city.joetsu.niigat
a.jp/

無料、1時間半程度

21 「文化の日」無料公開
11月2日～11月4
日

10：00～16：00
新潟県指定文化財池田家（湯沢町大字
三俣780）

025-784-2460（湯沢町公民館）
通常大人300円、小人150円の
入館料が無料

22 「文化の日」無料公開 11月3日 9：00～16：30
湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」（湯沢
町大字湯沢354番地1）

025-784-3965
http://www.e-
yuzawa.gr.jp/yukigunikan/

無料開放は湯沢町に住所があ
る方のみ対象

23 刈羽村文化祭（民具の展示）
令和元年11月3日
（日）

9：00～16：00
刈羽村生涯学習センター「ラピカ」
（刈羽郡刈羽村大字刈羽100）

刈羽村教育委員会教育課
（0257-45-3933）

pvk.co.jp/rapika/ 入場無料

24 秋の特別展「良寛墨宝展」
10月16日（水）～
11月10日（日）

9：00～16：30 燕市分水良寛史料館（燕市上諏訪9-9）
燕市分水良寛史料館（0256-97-
2428）

http://www.city.tsubame.niig
ata.jp/school/029000030.ht
ml

入館料 一般300円、高校生・学
生200円、小・中学生100円

25 良寛墨宝展 記念講演会 11月2日（土） 13：30～15：00 燕市分水福祉会館（燕市上諏訪10-9）
燕市分水良寛史料館（0256-97-
2428）

http://www.city.tsubame.niig
ata.jp/school/029000030.ht
ml

参加費無料
講演会参加者には、史料館無
料入館券を配布

26 特別展「三十稲場式土器とその文化」
9月21日(土)～11
月4日(祝)

9：00～17：
00(入館は16：
30まで)

馬高縄文館
（新潟県長岡市関原町1丁目3060-1）

0258-32-0546
http://www.museum.city.nag
aoka.niigata.jp/umataka/

27 関原楽市 縄文まつり、縄文フェス 11月4日(祝) 10：00～15：00
馬高縄文館
（新潟県長岡市関原町1丁目3060-1）

0258-32-0546
http://www.museum.city.nag
aoka.niigata.jp/umataka/

28 郷土民俗芸能公演会 10月22日(祝)
13：30～16：
00(予定)

長岡リリックホール
(新潟県長岡市千秋3-1356-6）

0258-32-0546
http://www.museum.city.nag
aoka.niigata.jp/

29
笹山遺跡出土品国宝指定20周年記念シン
ポジウム「縄文の国宝」

11月9日
13時～17時30
分

越後妻有文化ホール 段十ろう
（十日町市本町1丁目上508-2）

十日町市博物館
（025-757-5531）

http://www.tokamachi-
museum.jp/

要事前申し込み、参加無料

30 「文化の日」無料公開 11月3日（日・祝） 9:30～17:00
新潟市歴史博物館
（新潟市中央区柳島町2-10）

新潟市歴史博物館
（025-225-6111）

http://www.nchm.jp 観覧料無料

31 古文書入門講座（全４回）

11月3日（日）
11月17日（日）
12月1日（日）
12月15日（日）

13:30～15:00
新潟市歴史博物館
（新潟市中央区柳島町2-10）

新潟市歴史博物館
（025-225-6111）

http://www.nchm.jp

32 第15回むかしのくらし展「布」
9月14日(土)～
12月8日(日)

9:30～17:00
新潟市歴史博物館
（新潟市中央区柳島町2-10）

新潟市歴史博物館
（025-225-6111）

http://www.nchm.jp 観覧料無料

33 「文化の日」無料公開 43772 09：30～17：00
新潟市文化財旧小澤家住宅
（新潟市中央区上大川前通12ｰ2733）

新潟市文化財旧小澤家住宅
025-222-0300

http://www.nchm.jp/ozawak
e/index.html

観覧料無料

34 新潟仏壇工芸展
10月22日
～11月10日

09：30～17：00
新潟市文化財旧小澤家住宅
（新潟市中央区上大川前通12ｰ2733）

新潟市文化財旧小澤家住宅
025-222-0300

http://www.nchm.jp/ozawak
e/index.html



35 旧小澤家住宅 秋の大文化祭 11月23日 09：30～20：00
新潟市文化財旧小澤家住宅
（新潟市中央区上大川前通12ｰ2733）

新潟市文化財旧小澤家住宅
025-222-0300

http://www.nchm.jp/ozawak
e/index.html

36
第29回博物館まつり
（「郷土芸能発表会」は、11月3日の予定）

11月3日（日・祝）
～4日（月）

11:00～16:00
(予定）

新潟市北区郷土博物館内
（新潟市北区嘉山３４５２）

同左（025-386-1081）
http://www.city.niigata.lg.jp/
kita/shisetsu/yoka/bunka/k
yodo/museum.html

観覧料無料

37
重要文化財旧笹川家住宅（笹川邸）無料公
開

11月3日（日・祝） 9:00～17:00 重要文化財旧笹川家住宅(笹川邸）
重要文化財旧笹川家住宅(笹川
邸）025-372-3006

http://www.city.niigata.lg.jp/
kanko/rekishi/bunkazai/sho
kai/sasagawatei.html

南区役所地域総務課
025-372-6604

38 新潟市曽我・平澤記念館無料公開 11月3日（日・祝） 9:00～17:00 新潟市曽我・平澤記念館
新潟市曽我・平澤記念館
025-373-6600

http://www.city.niigata.lg.jp/
minami/shisetsu/yoka/bunk
a/sogahirasawa.html

南区役所地域総務課
025-372-6604

39 味方地区菊花展
11月1日(金)～11
月7日(木)

9:00～17:00 重要文化財旧笹川家住宅(笹川邸）
味方地区公民館
025-373-4788

11月3日のみ観覧料無料

40 笹川邸茶会（予定） 11月3日（日・祝） 9:00～17:00 重要文化財旧笹川家住宅(笹川邸）
新潟市南区観光協会（南区役所
産業振興課）025-372-6505

観覧料無料
茶席券：200円
先着100名（予定）

41 「文化の日」無料公開 11月3日（日・祝） 9:00～17:00 新潟市しろね大凧と歴史の館
新潟市しろね大凧と歴史の館
025-372-0314

http://www.shiteikanrisha.jp
/ootako/index.html
http://www.city.niigata.lg.jp/
minami/shisetsu/yoka/bunk
a/takotorekishiyakata.html

42 新潟市潟東歴史民俗資料館無料開放 11月3日（祝） 9:00～16:00
新潟市潟東歴史民俗資料館
（新潟市西蒲区三方９２）

新潟市潟東樋口記念美術館
（０２５６－８６－３４４４）

http://www.city.niigata.lg.jp/
nishikan/shisetsu/yoka/bun
ka/katahigashirekishi.html

観覧料無料

43 新潟市澤将監の館無料開放 11月3日（祝） 9:00～16:30
新潟市澤将監の館
（新潟市西蒲区打越甲４３４）

新潟市中之口先人館
（０２５－３７５－１１１２）

http://www.city.niigata.lg.jp/
nishikan/shisetsu/yoka/bun
ka/sawasyogen.html

観覧料無料

44
第29回博物館まつり
（「郷土芸能発表会」は、11月3日の予定）

11月3日（日・祝）
～4日（月）

11:00～16:00
(予定）

新潟市北区郷土博物館内
（新潟市北区嘉山３４５２）

同左（025-386-1081）
http://www.city.niigata.lg.jp/
kita/shisetsu/yoka/bunka/k
yodo/museum.html

観覧料無料

45 新潟市旧齋藤家別邸「文化の日」無料公開 11月3日（日・祝） 9:30～17:00
新潟市旧齋藤家別邸
（新潟市中央区西大畑町576）

同左
（025-210-8350)

http://saitouke.jp 観覧料無料

46 歴史講演会 11月30日 午後2時 加茂市公民館
加茂市民俗資料館（0256-52-
0089）

http://www.city.kamo.niigata
.jp/section/minzoku/index.h
tm

47 映写会 11月29日 午後2時 加茂市立図書館
加茂市民俗資料館（0256-52-
0089）

http://www.city.kamo.niigata
.jp/section/minzoku/index.h
tm

48 佐渡・能楽の祭典 10月13・14日
13日：10時～
14日：9時半～

13日：掘記念 金井能楽堂
（佐渡市中興甲371番地3）
14日：椎崎諏訪神社
（佐渡市原黒724番地）

第34回国民文化祭、第19回全国
障害者芸術・文化祭佐渡市実行
委員会事務局
（0259-52-2447）

https://www.city.sado.niigat
a.jp/info/data/2019/0729.sh
tml

申込・参加費無料

49 佐渡鈍翁茶会2019 10月26・27日 9：30～
佐渡奉行所跡
（佐渡市相川広間町1番地１）

益田孝翁顕彰事業実行委員会
（0259-52-2447）

https://www.city.sado.niigat
a.jp/info/data/2019/0805.sh
tml

茶券5,000円（各日募集150名。
事前申込必要）

50 ぶらり探訪「鈍翁生誕の地を訪ねて」 10月26・27日

午前の部：11：
50～
午後の部：14：
30～

集合場所：佐渡奉行所跡 大御門前
（佐渡市相川広間町1番地1）

益田孝翁顕彰事業実行委員会
（0259-52-2447）

https://www.city.sado.niigat
a.jp/info/data/2019/0805.sh
tml

申込・参加費無料
開始予定10分前までに集合



51
柏崎市立博物館秋季企画展「柏崎の天神さ
ん －正月飾りの天神と天神講－」

10月12日（土）～
11月24日（日）

09:00～17:00
柏崎市立博物館
（柏崎市緑町8-35）

柏崎市教育委員会博物館
（0257-22-0567）

http://www.city.kashiwazaki.l
g.jp/kyoiku/bunka/hakubuts
ukan/index.html

入場無料

52
歴史文化探訪「かしわざき・ふっとつ探訪」
街なか史跡コース

10月19日（土） 09:00～12:00
【集合】柏崎市役所
（柏崎市中央町5-50）

柏崎市教育委員会文化・生涯学
習課
（0257-20-7500）

http://www.city.kashiwazaki.l
g.jp/bunka_shinko/kyoiku/bu
nka/jigyo/1907181400.html

参加費500円
定員50名（要事前申込）

53
歴史文化探訪「かしわざき・ふっとつ探訪」
昭和天皇の御散歩道コース

10月19日（土） 13:30～16:30
【集合】柏崎市役所
（柏崎市中央町5-50）

柏崎市教育委員会文化・生涯学
習課
（0257-20-7500）

http://www.city.kashiwazaki.l
g.jp/bunka_shinko/kyoiku/bu
nka/jigyo/1907181400.html

参加費430円
定員50名（要事前申込）

54
歴史文化探訪「かしわざき・ふっとつ探訪」
貞心尼史跡コース

10月26日（土） 09:00～12:00
【集合】柏崎市役所
（柏崎市中央町5-50）

柏崎市教育委員会文化・生涯学
習課
（0257-20-7500）

http://www.city.kashiwazaki.l
g.jp/bunka_shinko/kyoiku/bu
nka/jigyo/1907181400.html

参加費無料
定員50名（要事前申込）

55
歴史文化探訪「かしわざき・ふっとつ探訪」
大洲・番神めぐりコース

10月26日（土） 13:30～16:30
【集合】柏崎市立博物館
（柏崎市緑町8-35）

柏崎市教育委員会文化・生涯学
習課
（0257-20-7500）

http://www.city.kashiwazaki.l
g.jp/bunka_shinko/kyoiku/bu
nka/jigyo/1907181400.html

参加費300円
定員50名（要事前申込）

56 史跡・飯塚邸紅葉ライトアップ

10月25日（金）・26
日（土）、11月1日
（金）～3日（日）・8
日（金）・9日（土）・
15日（金）・16日
（土）

17:00～19:00
柏崎市史跡 飯塚邸
（柏崎市新道5212-4）

飯塚邸
（0257-20-7120）

http://iizukatei.jp/
入館料 一般430円 小中学生
210円

57
柏崎市立博物館秋季企画展「柏崎の天神さ
ん －正月飾りの天神と天神講－」講演会

10月27日（日） 13:30～16:00
柏崎市立博物館
（柏崎市緑町8-35）

柏崎市教育委員会博物館
（0257-22-0567）

http://www.city.kashiwazaki.l
g.jp/kyoiku/bunka/hakubuts
ukan/index.html

入場無料

58 かしわざき・木喰仏めぐり 11月3日（日） 09:30～15:30
【集合】柏崎市立博物館
（柏崎市緑町8-35）

柏崎市教育委員会文化・生涯学
習課
（0257-20-7500）

http://www.city.kashiwazaki.l
g.jp/bunka_shinko/kyoiku/bu
nka/jigyo/1907181410.html

参加費1,500円
定員50名（要事前申込）

59 かしわざき・木喰仏めぐり 11月23日（土） 09:30～15:30
【集合】柏崎市立博物館
（柏崎市緑町8-35）

柏崎市教育委員会文化・生涯学
習課
（0257-20-7500）

http://www.city.kashiwazaki.l
g.jp/bunka_shinko/kyoiku/bu
nka/jigyo/1907181410.html

参加費1,500円
定員50名（要事前申込）

60
関川関所道の歴史館後期企画展「森蘭斎
画の世界」

10月5日～11月30
日

9:00～17:00
関川関所道の歴史館
（妙高市関川272）

0255-86-3280
http://myhp.joetsu.ne.jp/sek
igawa-sekisyo


