学んで、 遊んで、 食 べて。 海フェスタを楽しもう ! 〈イベント一 覧 〉
イベント名・内容

海の仕事、
日本海や新潟港など、
パネルや模型、体験型の展示でわ
かりやすく解説。

海の絵画コンクール入賞作品展示
小・中学生が海の魅力を自由に表現。

（セミナー・ワークショップ・紙アプリ体験 など）
賑わいイベント

海に関する情報を発信するセミナー、工作などのワークショップを実施。

海のクイズラリー

海の総合展

出展団体ブースに展示された内容などから、
クイズラリーを実施。

常設展示

水の恵みを享受し発展してきた新潟の歴史を、
ジオラマや映像でわ
かりやすく紹介。
新潟港の歴史を学ぶ

企画展示「にいがた船と港の150年」

料金

実施日時・場所

主催・問い合わせ先

無料

 7/14㈯〜29 ㈰ 10:00〜16:30
 メディアシップ 2F 日報ホール
メディアシップ 20F そらの広場

海フェスタにいがた実行委員会
025-226-2741

無料

 7/14㈯〜29 ㈰ 10:00〜16:30
 メディアシップ 20F そらの広場

海フェスタにいがた実行委員会
025-226-2741

無料

 7/14㈯〜29 ㈰ 10:00〜16:30
 メディアシップ 1F みなと広場

海フェスタにいがた実行委員会
025-226-2741

無料

 7/14㈯〜29 ㈰ 10:00〜16:30
 メディアシップ

海フェスタにいがた実行委員会
025-226-2741

有料

 随時（毎週月曜休館 9:30〜18:00）
 新潟市歴史博物館 みなとぴあ 2F 通常展示

新潟市歴史博物館
025-225-6111

有料

 7/14㈯〜8/19 ㈰ 9:30〜18:00
 新潟市歴史博物館 みなとぴあ 1F 企画展

025-225-6111

パネル展示「みなとを支える海図と灯台」

無料

 7/14㈯〜8/19 ㈰ 9:30〜18:00
 新潟市歴史博物館 みなとぴあ 1F ロビー

025-285-0118

オリジナル海図しおりをつくろう

無料

 7/14〜8/19の土・日・祝日 9:30〜18:00
 新潟市歴史博物館 みなとぴあ 1F ロビー

海上保安庁第九管区海上保安本部
025-285-0118

みなとの歴史に深く関わったさまざまな入港船舶、定期航路で結ば
れた各地、港湾施設の変遷を紹介。
第九管区海上保安本部が所有する資料で灯台や海図の歴史を紹介。

リサイクル海図で、
自分だけのしおりを作成。

巡視船のペーパークラフトをつくろう

新潟西港に配備されている巡視船えちごのペーパークラフトを作成。

無料

 7/28㈯・29 ㈰ 13:30〜15:30

イベント名・内容

入場無料

 7/14㈯〜16（月・祝）・21㈯・22㈰ 10:00〜16:00 海フェスタにいがた実行委員会
025-226-2741
 万代島多目的広場 屋外広場

海フェスマルシェ

入場無料

 7/14㈯〜16（月・祝）・21㈯・22㈰ 10:00〜16:00 海フェスタにいがた実行委員会
025-226-2741
 万代島多目的広場 屋外広場

海フェスランド

有料

 7/14㈯〜16（月・祝）・21㈯・22㈰ 10:00〜16:00 海フェスタにいがた実行委員会
025-226-2741
 万代島多目的広場 屋外広場

キッズレストラン

入場無料

 7/14㈯〜16（月・祝） 10:00〜16:00
 万代島多目的広場 屋外広場

025-226-2741

ラジオ公開生放送

無料

 7/15㈰ 11:00〜12:30
 万代島多目的広場 屋外広場

025-226-2741

ラジオ公開生放送

無料

 7/16（月・祝） 13:30〜15:55
 万代島多目的広場 屋外広場

025-226-2741

海フェス スマスタ海の家

入場無料

 7/21㈯・22㈰ 10:00〜16:00
 万代島多目的広場 屋外広場

025-226-2741

新潟ジャズストリート

有料

 7/14㈯・15㈰
 新潟市中央区内

NPO法人新潟ジャズストリート実行委員会
025-223-4349

在港船汽笛一斉吹鳴

無料

 7/16（月・祝） 正午
 新潟港ほか

北陸信越海事広報協会
025-247-4799

クルーザーヨットで新潟港・日本海を体験しよう

無料／
募集終了

 7/16（月・祝） ①10:00 ②13:00 ※定員 計40名
 新潟西港 万代島ふ頭

新潟オフショアセーリングクラブ
025-222-6480

フェリーやジェットフォイルに乗船して海洋環境教室を開催。

乗船ウォッチング

有料／
募集終了

 7/16（月・祝）・22㈰・29 ㈰
 新潟市→佐渡市→新潟市

025-247-4799

ブルーインパルス展示飛行

無料

 7/16（月・祝） 14:50頃から20分程度
新潟開港150周年記念事業実行委員会
 やすらぎ堤・白山周辺上空 ※市陸上競技場を無料開放 025-226-2162

「コスタネオロマンチカ」寄港

無料

 7/17㈫ 7:00着岸予定 ※日中は岸壁ゲートを開放 新潟市国際・広域観光課
025-226-2614
 新潟東港 南ふ頭

「ぶらっと」新潟のまちめぐり

有料

 7/21㈯
 新潟市中央区内

Lily＆Marry'Sのメンバーが店長を務め飲み物などを提供。
南区の産直市、
ジェラート、人気パン、弁当などを提供。
パドルボート、
アクアチューブを特別に設置。
小学生が考案した海をイメージしたオリジナルメニューを提供。

「BSN Sunday Music Navi」
生放送。
「Negicco」
出演。
「FM-NIIGATA 特別番組」
生放送（会場リポート等）。
「NSTスマイルスタジアム」
とタイアップ。
キッチンカーで飲食物を提供。
毎年1月と7月に開催され、32回目を迎える今回は28会場で開催。
海の日をお祝いする行事。旗の掲揚と在港船による汽笛の一斉吹鳴。
新潟西港内をクルーズ
【2h】／セーリングの体験

海上保安庁第九管区海上保安本部

無料

 7/14㈯・15㈰ 10:00〜15:00
 新潟西港 山の下ふ頭

国土交通省新潟港湾・空港整備事務所
025-222-6111

海洋気象観測船「啓風丸」

無料

 7/14㈯・15㈰ 10:00〜15:00
 新潟西港 山の下ふ頭

気象庁新潟地方気象台
025-281-5873

無料

 7/14㈯〜16（月・祝） 10:00〜16:00
 新潟東港 東ふ頭

防衛省自衛隊新潟地方協力本部
025-285-0515

練習帆船「海王丸」

無料

 7/21㈯ 13:00〜16:00・22㈰ 9:00〜16:00
 新潟西港 山の下ふ頭

海フェスタにいがた実行委員会
025-226-2741

ウォーターシャトル船上から帆船「海王丸」
を間近で鑑賞。

多用途支援艦「ひうち」

無料

 7/28㈯ 13:30〜16:00・29 ㈰ 9:00〜16:00
 小木港 北ふ頭

防衛省自衛隊新潟地方協力本部
025-285-0515

業務艇「あさひ」
に乗船して新潟西港を船上から見学。

無料

 7/29 ㈰ 9:00〜16:00
 小木港 北ふ頭

佐渡市上下水道課
0259-55-3115

有料／
募集終了

 7/21㈯・22㈰ ①9:30 ②12:30 ③15:00
 新潟西港 山の下ふ頭

海フェスタにいがた実行委員会
025-226-2741

有料／
募集終了

船内見学／気象庁PR ほか

護衛艦「ひゅうが」

艦内見学／自衛隊PR ほか
船内見学／海技教育機構PR ほか

新潟開港150周年を記念した展示飛行を実施。

連携イベント

船舶・一般公開

海フェスカフェ

大型浚渫兼油回収船「白山」

船内見学／国土交通省北陸地方整備局PR ほか

主催・問い合わせ先

入場無料

佐渡で水揚げされた海産物を使った食べ物を提供。

海上保安庁第九管区海上保安本部

025-285-0118

実施日時・場所

 7/14㈯〜16（月・祝）・21㈯・22㈰ 10:00〜16:00 海フェスタにいがた実行委員会
025-226-2741
 万代島多目的広場 屋外広場

新潟市歴史博物館

 新潟市歴史博物館 みなとぴあ 1F たいけんの
ひろば

料金

佐渡 Sea級グルメ!

海フェスパーク

海を学び、関心を育む

ブース展示等〜海とかかわるスペシャリストたち〜

イタリア船籍のクルーズ客船が東港に入港。入港時に歓迎行事を実施。

みなとぴあ周辺（16:45〜）
や沼垂周辺（13:30〜）
をそれぞれ散策。

船から
「海王丸」
を見てみよう

有料／
募集中

 7/21㈯ ①13:00 ②14:00 ③17:00
※定員：100人／便

 朱鷺メッセ前乗船場所発着

海フェスタにいがた実行委員会
海フェスタにいがた実行委員会
海フェスタにいがた実行委員会
海フェスタにいがた実行委員会

北陸信越海事広報協会

新潟日報カルチャースクール
025-385-7340
信濃川ウォーターシャトル㈱
025-227-5200

親子みなと見学会

無料／
募集終了

 7/25㈬・26 ㈭・27㈮ ①13:30〜 ②14:30〜
 新潟西港内

国土交通省新潟港湾・空港整備事務所
025-222-6111

新潟LNG基地見学会

40周年を迎える新潟基地を施設見学。

無料／
募集終了

 7/27㈮ 9:30〜12:00
 日本海エル・エヌ・ジー（聖籠町）

日本船主協会
03-3264-7299

ビーチライフIN新潟

入場無料

 7/29 ㈰ 9:30〜16:00
 新潟西海岸 日和山浜

ビーチライフIN新潟実行委員会
025-223-7716

浜で遊ぼうin南浜

入場無料

 7/29 ㈰ 6:30〜12:00
 新潟東港 南浜船だまり

浜で遊ぼうin南浜実行委員会
025-226-1849

 7/21㈯〜23㈪・26㈭〜29 ㈰ ①9:30 ②12:30 ③15:00 海フェスタにいがた実行委員会
025-226-2741
 新潟西港 みなとぴあ前

萬代橋サンセットカフェ

入場無料

有料／
募集終了

 7/21㈯〜26 ㈭ ①10:00 ②14:00
 新潟西港 万代島ふ頭

新潟県立海洋高等学校
025-566-3155

佐渡障がい福祉フォーラム2018「アール・ブリュット展in両津港」 無料

 7/14㈯ 13:00〜16:00・15㈰ 9:00〜11:00
 あいぽーと佐渡

佐渡障がい福祉フォーラム2018実行委員会
0259-67-7660

実習船「くびき」

有料／
募集終了

 7/21㈯〜26 ㈭ ①10:30 ②14:30
 新潟西港 万代島ふ頭

新潟県立海洋高等学校
025-566-3155

日本海朱鷺カップレース

有料

 7/22㈰ 9:00〜16:00
 加茂湖

両津体育協会事務局
0259-27-4181

巡視船「えちご」

無料／
募集終了

 7/28㈯ ①9:00 ②13:30
 新潟西港 山の下ふ頭

海上保安庁第九管区海上保安本部
025-285-0118

陸上自衛隊第12音楽隊コンサートin佐渡

無料

 7/28㈯ 16:00開場 17:00開演 19:00終了
 両津文化会館

0259-63-5118

 6/24㈰ 13:00〜15:00
 新潟国際情報大学新潟中央キャンパス

海フェスタにいがた実行委員会
025-226-2741

海と湖の祭典in両津

有料

 7/29 ㈰ 8:00〜16:00
 あいぽーと佐渡

開催記念フォーラム

無料
JAMSTEC 木川栄一氏（講演）／3市町長ほか
（パネルディスカッション） （300人）

 7/14㈯ 14:00〜17:00
 NEXT21 6F 新潟市民プラザ

海フェスタにいがた実行委員会
025-226-2741

キッズお仕事体験〜海のお仕事編〜

無料

 7/29 ㈰ 10:00〜12:00
 あいぽーと佐渡

佐渡市地域振興課
0259-63-4152

海の絵画コンクール入賞作品展示

オープニングパレード

海フェスタにいがた実行委員会
025-226-2741

無料

無料

 7/15㈰ 16:00〜17:00
 西堀通り

 8/4㈯〜12㈰ 8:30〜17:30
 あいぽーと佐渡

佐渡市建設課
0259-63-5118

けんと放送
025-240-2555

入場無料

無料

 7/22㈰ 10:30〜16:00
 万代島多目的広場 屋外広場

 7/15㈰ 9:00〜18:00
 みなとオアシス聖籠

聖籠マリンフェスタ実行委員会
0254-27-2111

無料

 8/18㈯〜26 ㈰ 9:00〜17:00 ※月曜休み
 聖籠町海のにぎわい館

聖籠町東港振興室
0254-27-2111

水と土の芸術祭2018

 7/14㈯〜10/8（月・祝）
 新潟市内 ※メイン会場：万代島多目的広場

水と土の芸術祭2018実行委員会
025-226-2629

新潟まつり

 8/10 ㈮〜12㈰
 新潟市中央区内

新潟まつり実行委員会
025-226-2608

砕氷艦「しらせ」一般公開

 9/15㈯・16 ㈰（予定）
 新潟東港（予定）

新潟開港150周年記念事業実行委員会
025-226-2162

にいがた総おどり祭

 9/15㈯〜17（月・祝）
 万代シテイほか、新潟市内のべ10会場

新潟総踊り祭実行委員会
025-383-6630

艦内見学／自衛隊PR ほか

帆船「みらいへ」
船内見学 ほか

帆船「みらいへ」

新潟西港沖をクルーズ
【2h】／操舵体験など船内アクティビティ

船舶・体験航海

帆船「Ami」

新潟西港沖をクルーズ
【2h】／展帆など船内アクティビティ

実習船「海洋丸」

新潟西港沖をクルーズ
【2.5h】／実習内容PR

新潟西港沖をクルーズ
【2.5h】／展示訓練を見学

開催プレシンポジウム

写真家・藤原幸一氏（講演）／田中彩貴氏（イベント見どころ紹介）

全5団体によるパレード。
ディズニーの仲間たちも参加。

主催イベント

“UMI” DANCE SUMMER FES 2018

豪華ゲストジャッジによる海を意識したストリート系ダンスイベント。

JiN ROCK “UMI” FESTIVAL

大黒摩季などが出演する海辺で開催する音楽フェスティバル。
新潟市・佐渡市・聖籠町在住の親子40組限定スペシャルツアー。

みなとまち新潟探検隊

「夏休みの宿題に役立てよう！」
をテーマに港湾関係施設を見学。

海の仕事へのパスポート

海の仕事発見！ 楽しみながら海にまつわる仕事を学んでみよう。

有料
有料
無料／
募集終了
無料

 7/22㈰ 11:00〜
 新潟市北区 南浜船だまり

※小学生・親子12組／日

 業務艇乗船・水理実験場・山の下閘門
 7/27㈮ 13:00〜14:30
 メディアシップ 1F みなと広場

障がい者アートの数々を紹介。港や海にまつわる作品も展示。

海フェスタにいがた実行委員会

025-226-2741

海フェスタにいがた実行委員会
025-226-2741

佐渡の海洋スポーツ振興のためのヨットレース。

「海」
をテーマとした陸上自衛隊第12音楽隊による演奏会。
ヨット体験セーリング、加茂湖を船舶で遊覧。
小学生を対象にした海に関するお仕事体験イベント。
小・中学生が海の魅力を自由に表現。

聖籠マリンフェスタ〜聖籠海まつり2018〜

海洋レジャー体験、砂浜・ステージイベント、
グルメ屋台村など夏の一日
を満喫できる催し。

海の絵画コンクール入賞作品展示
小・中学生が海の魅力を自由に表現。

FM PORT
025-240-0079

 7/25〜26佐渡発コース・7/28〜29新潟発コース ㈱新潟日報サービスネット
025-250-0300
 新潟市中央区内・佐渡市内
 7/25㈬・27㈮ 10:00〜15:30

萬代橋の下流両岸で食事や夕日鑑賞が楽しめるカフェ。

関連イベント

帆船「みらいへ」親子ツアー

無料
（200人）

海の幸の恵みや浜で遊ぶ楽しみをPRするイベント。

佐渡市・聖籠町のイベント

新潟西港内をクルーズ
【1h】／実習内容PR

日和山浜海水浴場で毎年開催されるビーチスポーツなどのイベント。

2009年から始まり、今年で第4回展を迎える芸術祭。
大民謡流し
（8/10）、住吉行列（8/11）、花火大会（8/12）
を実施。
南極でも航海した砕氷艦が新潟に登場。
17年目を迎えるオールジャンルのダンスフェスティバル。

 〜9/30 ㈰ 22:00まで

※開始時間は曜日により変動

 万代テラス、みなと・さがん

※イベント内容は予告なく変更する場合があります。詳細は各主催へお問い合わせください。

新潟オープンカフェ推進実行委員会
090-3142-8995

佐渡市建設課

「オアシス2018夏」実行委員会
0259-63-5118

