
ものづくりの心に出会う「まちあるき」

旅の思い出として心に残るもの。 

それは案外、日常のまちの暮らしの中で出会った、何気ない一場面だったりします。

土地の人と交わした些細なおしゃべりや、一緒に食べた普段着の料理など…。

そんな思い出は、たとえ小さくても、

ふとした拍子によみがえって元気をくれる、大切な宝物です。

「燕三条」で出会えるとっておきの宝物は、このまちを育み、

このまちの日常に溶け込んだ「ものづくりの心」。

地元のナビゲーターや職人たちと一緒に歩くことで、

今まで知らなかった「燕三条」の魅力に触れることができます。

「まちあるき」には、そんな出会いの卵がいっぱいです。

平成29年4月8日［土］－5月28日［日］
3月23日［木］受付開始日 前期（4/8～4/30開催分） 4月20日［木］後期（5/6～5/28開催分）

燕三条
まちあるき

まちあるきスケジュール
コース名

つばめの魅力再発見！ ～職人気分で鎚起銅器制作体験～1
西燕に息づく伝統と最先端のものづくり ～燕ならではの鎚目つけ体験から～2
石川雲蝶 名工の技とタダフサを訪ねて 本成寺編3
石川雲蝶 名工の技とマルナオ、諏訪田製作所を訪ねて 石動神社編4
燕三条まちあるき限定の特別企画 おいらん体験＆感動の夜の大河津分水5

吉田の街なかひと巡り ～歴史ある建築美を堪能しよう～7
失われた水辺の物語 ～昔の水路や標高差で燕の魅力再発見～8
有願の里 新飯田円通庵と味噌蔵探検 ～味噌蔵にショップ新開店編～

三条城跡巡り

9
10
先覚者たちの足跡を訪ねて11
「北三条駅」周辺の散策と「ステージえんがわ」での茶話会12
三条祭りができるまで ～裏側を巡る夜散歩～13

国王と行くカレーラーメン探訪17

桜の頃のオープン・ガーデン巡り14
若葉の頃のオープン・ガーデン巡り　※事前予約不要15

弥彦線の車窓から18

主　催：燕三条プライドプロジェクト ツーリズムグループ
共　催：三条市、燕市、三条商工会議所、燕商工会議所、三条観光協会、（一社）燕市観光協会
事務局：燕三条地場産業振興センター 燕三条ブランド推進室

お申込み・お問い合わせ燕三条へのアクセス
下記のホームページまたは電話でお申込みください。

※前期・後期の受付開始日のみ9:00～の受付になります。なお、受付開始日は電話が
　大変混み合いますので、お1人様1回のお電話で2コースまでの受付となります。

※ホームページでの予約は会員登録が必要です。

受付開始日時 ●前期（4/8～4/30開催分）
●後期（5/6～5/28開催分）

9：00～
9：00～

3月 23日（木）
4月 20日（木）

燕三条駅観光物産センター「燕三条Wing」 

燕三条ものづくりの心に出会う「まちあるき」ホームページ

0256-34-7310☎ 受付時間
10：00～17：00まで

http://www.tsubasan-aruki.jp/

予約時
◎ご予約の締切は、開催日の3日前です。先着順に受付し、定員になり次第終了いたします。
◎ご予約の際には、参加者全員の名前、住所、電話番号、性別、生年月日をお知らせください。
◎応募者多数の場合は、キャンセル待ちをお電話にて受付けます。
◎予約受付後、コース主催者から連絡をさせていただく場合があります。

注意事項
◎当日の天候などにより、コース内容を変更したり、中止したりすることがあります。
◎歩きやすい靴と、服装で参加してください。
◎参加中の怪我や病気、事故などについては加入する保険の範囲内においてのみ責
任を負うものとします。その範囲を超えるものに関しては、一切の責任を負わないも
のとします。万一に備えて、健康保険証をご用意ください。
◎子供（小学生以下）だけの参加はできません。必ず保護者同伴での参加をお願いします。
◎コース中に撮影した写真や動画は、今後、まちあるきのパンフレットやホームページ、
PRに使用する場合があります。

◎頂いた個人情報はまちあるきの事業運営にのみ利用させていただきます。

キャンセルについて
◎キャンセルされる場合は、必ず開催日の3日前までにご連絡ください。
◎コースによりキャンセル料が発生します。ご注意ください。

コース当日
◎当日は、開始時間の15分前までに集合場所受付にお越しください。
◎参加費は受付時にお支払いください。

“大好きなあのお店の隠れた逸品を紹介したい！” “自分の工場のものづくりの様子
を見てほしい！” “地元の人しか知らないあの風景をたくさんの人と共有したい！”
等々… 「燕三条ものづくりの心に出会うまちあるき」では、そんな燕三条の魅力を
伝えたいというナビゲーター志望の方や、立ち寄りスポットになっていただける
お店や工場を募集しています。

■興味を持たれた方はこちらまで
燕三条地場産業振興センター 燕三条ブランド推進室　TEL：0256-36-4123
※必ずご紹介できるとは限りません。　※事情によりご希望に添えない場合もありますので予めご了承ください。

ナビゲーター ＆ 立寄りスポット募集

後期 ※4/20受付開始

5/13（土）

5/20（土）

5/13（土）

5/6（土）

5/12（金）

5/11（木）

4/8（土）

4/15（土）

4/22（土）

5/20（土）

5/27（土）

4/15（土）

5/14（日）

5/13（土）

5月
前期 ※3/23受付開始

4月

4/26（水）

4/8（土）

4/21（金）

4/30（日）

4/15（土）

5/20（土）

4/16（日）

4/8（土）

地蔵堂まちあるき ～春の良寛歌碑めぐり～6

魅惑の本寺小路ナイト～春の夜のプチお花見編～　※20歳以上限定16
5/27（土） 5/28（日）

大阪

福岡

名古屋

東京

仙台

札幌

空路

札幌 1時間15分

大阪
新潟
空港1時間10分

福岡 1時間30分

燕三条駅40分

1時間30分 三条燕I.C.

バス＋新幹線

バス＋高速バス

新幹線

東京 2時間

名古屋 4時間

大阪 5時間

燕三条
駅

仙台 3時間20分

高速自動車道

東京 3時間30分

名古屋 5時間30分

大阪 7時間

三条燕
I.C.

仙台 3時間30分

燕三条
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つ ち　 め
西燕に息づく伝統と最先端のものづくり
～燕ならではの鎚目つけ体験から～

おやつ

ナビゲーター （一社）燕市観光協会スタッフ

徒   歩
レベル 体験

主催者：（一社）燕市観光協会

5月13日［土］13：30～17：00

武田金型製作所（無料）駐 車 場

武田金型製作所 集合集合場所

3,000円（体験料・コーヒー代込）参 加 費

5人（最少催行人数：2人）定 員

燕市内でもなかなかスポットの当たりづらい西燕を、ゆっくり
散策しながらのまちあるき。鎚目つけ体験では、世界に一つし
かないオリジナル作品を制作して、思い出の1ページに。なか
なか見る事のできない企業や、その企業のもつオリジナリ
ティを通して、燕の産業の底力、力強さを感じてください。

※雨天決行

コース内容　武田金型製作所(集合)→富貴堂→喫茶つばめや→
武田金型製作所→MGNET(解散)

2

つ い  　き      ど う 　き
つばめの魅力再発見！ 
～職人気分で鎚起銅器制作体験～

ナビゲーター 古澤 勇介さん

徒   歩
レベル 体験 食事

主催者：燕三条プライドプロジェクトツーリズムグループ

4月8日［土］9：00～12：45

旧燕市役所 燕庁舎 第二駐車場（無料）駐 車 場

JR燕駅前 集合集合場所

1,000円（体験料込） ※飲食代は別途各自負担参 加 費

10人（最少催行人数：3人）定 員

つばめの魅力再発見！歴史、文化、職人の技。
今回は定期露店市開催日！露店市でお買い物
のお時間をとってございます。おいしいスイー
ツのお店もたくさんあるのでご紹介します！お
気軽にご参加ください！

※雨天決行

コース内容　JR燕駅（集合）→朝市→サンロード宮町→戸隠神社→玉川堂→
純喫茶 ロンドン→JR燕駅（解散）

1
ほ ん じょう　 じ

石川雲蝶 名工の技と
タダフサを訪ねて 本成寺編
幕末から明治の初期に活躍した石川雲蝶が遺した作品をお楽しみください。ガイド
ツアーだからこそ普段公開していない「牛の彫刻」などの作品もご覧いただけます。
本成寺となじみの深い人気菓子店の茶菓子付です。
雲蝶作品を鑑賞した後は、本成寺から少し離れてタダフサで包丁作りの工程を見
学します。伝統の鍛冶の技をご堪能ください。

世界に誇る「鎚起銅器」。人間国宝に認定され
た職人 玉川宣夫氏が伝統の技と命を吹き込
んだ作品を鑑賞し、実際に鎚起銅器の制作体
験をして職人の偉大さを実感してみませんか。
小路を歩きながら歴史と文化を知り、昭和の
雰囲気漂う純喫茶ロンドンで創業以来の味ナ
ポリタンを食し、燕の魅力をご紹介したいと思
います。

ナビゲーター 和田 幸蔵さん

ナビゲーターおすすめポイントナビゲーターおすすめポイント

ナビゲーターおすすめポイント

主催者：三条雲蝶会

4月15日［土］ 5月20日［土］
9：30～12：00

本成寺赤門前（無料）駐 車 場

本成寺客殿 集合集合場所

1,000円（拝観料込・おやつ代込）参 加 費

10人（最少催行人数：2人）定 員

雲蝶のことならなんでもお聞きください。わかり
やすく、丁寧に説明します。

※雨天決行
※本成寺～タダフサは各自の車で移動します。

コース内容　本成寺客殿（集合）→本成寺客殿→各塔頭 本堂墓等→
本成寺赤門→タダフサ（解散）
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4月22日［土］ 5月27日［土］9：00～12：30

い す　る ぎ
石川雲蝶 名工の技とマルナオ、
諏訪田製作所を訪ねて 石動神社編
江戸に生まれ三条を永住の地とし、酒と人を
愛し、神仏を敬い県内各地に多くの名作を遺
した彫刻師「石川雲蝶」。吉野屋地内の高台に
鎮座する石動神社の拝殿は雲蝶渾身の傑作
が彩り、繊細大胆な作品が魅了します。また、吉
野屋から少し離れ、お箸のマルナオ（株）と爪切
りの（株）諏訪田製作所を見学します。今回のツ
アーでは明治と現代の技をご案内します。 

ナビゲーター 金子 晴彦さん

主催者：三条雲蝶会

吉野屋フォーラム（無料）駐 車 場

吉野屋フォーラム集会所前 集合集合場所

700円（拝観料込）参 加 費

15人（最少催行人数：3人）定 員

150年の時空を超えて今も人々を魅了する雲蝶の「技」と
特殊鋼と黒壇・紫壇を巧みに加工する卓越した職人集団
の「技」を体感してください。

※雨天決行　※石動神社では約400段の階段を登ります。
※吉野屋フォーラム～諏訪田製作所は各自の車で移動します。
※悪天候の場合は、石動神社中止、マルナオと諏訪田製作所のみ訪問。

コース内容　吉野屋フォーラム（集合）→石動神社→吉野屋フォーラム→
マルナオ→諏訪田製作所（解散）
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車移動徒   歩
レベル

吉野屋フォーラム前から石動神社
吉野屋フォーラム駐車場（無料）

会 場
駐 車 場

7月8日［土］18：00～23：00
ナビゲーターおすすめポイント

イベント

夏季大祭が毎年7月第2日曜日に行われます。その宵祭りが前日に行われる
花灯篭祭りです。地区内の各家庭前の道路から、約400余段の参道を経て、
山頂の拝殿前に至る花灯篭に、夜点灯されると
幻想的です。

主催者：吉野屋自治会花灯篭講中
石動神社 花灯篭まつり
い す　る ぎ

職人の技 歴史に出会う

6月17日［土］・18日［日］
10：00～16：30

作り手と使い手の交流の場としてのクラフト
フェア。その中で作り手の指導のもと、いろいろ
なワークショップ（体験工房）があります。
一例として、裂き織りコースター作り、木のゴム
鉄砲作り、銅板でスプーン作り、食品サンプル作
り体験などがあります。　

主催者：三条クラフトフェア実行委員会
三条クラフトフェアin槻の森

会場内では子供から大人まで楽しめる体験コーナーがあります。（10:00～15:00）

無料（三条市役所から無料シャトルバス運行予定）駐 車 場

入場料：無料　ワークショップ参加費：500円～参 加 費

三条市総合運動公園（槻の森運動公園）芝生広場会 場

お申し込み
お問い合わせ

お申し込みの必要はありません。当日会場にお越しください。
三条クラフトフェア実行委員会　事務局　電話0256-32-0365

燕の伝統産業である鎚起銅器。富貴堂にて、ぐい呑みまたは、持ち手のついた小皿
を参加者自ら金鎚で鎚目をつけ、世界に一つだけの作品を作りましょう。その後、喫
茶つばめやで自家焙煎コーヒーを頂き、ホッと一息。次は武田金型製作所にて
銅からチタン、マグネシウム合金までさまざまな金属を扱う金型製造・プレス
工程の現場を見学し、同社で製造された金属製
名刺入れを扱うMGNETにて実際の商品を見
ます。燕の古くから続くものづくりの一端を
垣間見ることのできるコースです。
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燕三条まちあるき限定の特別企画
おいらん体験＆感動の夜の大河津分水
つばめ桜まつりでお馴染みのおいらん変身コーナーの衣裳を羽織ってチョッピリ変
身体験。男性もぜひ羽織ってみてください！おいらん役の大変さが体験でき、分水お
いらん道中を見る目が変わります！同時にさくらの紋切り体験もどうぞ。
そして、そのおいらん道中が行われる分水路を散策。おやつにはほんのり香る桜まん
じゅう。そして特別にステキな堰の姿をご覧いただきます☆この日限りの限定イベン
ト。お子さんの参加も大歓迎です！

ナビゲーター 樋口 勲さん

主催者：LoveRiverNet（ラブリバーネット）

4月15日［土］16：00～18：30

信濃川大河津資料館脇 駐車場（無料）駐 車 場

信濃川大河津資料館前 集合集合場所

500円（おやつ代込）参 加 費

20人（最少催行人数：5人）定 員

絶対に持って来てほしいもの、それは「カメラ」です。
この日しか体験できない、見られないものばかり。撮
影がへたくそな私でも、それなりの写真を撮影できて
しまうほどです！雨が降っても大丈夫。むしろキレイ
な景色をお楽しみいただけそうです！

※雨天決行　天候によりコース変更する場合があります。
※懐中電灯を持参してください。

コース内容　大河津資料館（集合）→おいらん衣装羽織体験→大河津資料館→
旧可動堰→新洗堰→大河津資料館（解散）
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4月15日［土］ 5月14日［日］
9：00～12：00

地蔵堂まちあるき
～春の良寛歌碑めぐり～
江戸時代の名僧良寛は、12歳から地蔵堂（中村家）で下宿しながら、大森子陽（三峰
館という漢学）塾で学びました。良寛さんも歩いた地蔵堂の街並みを、昔をしのびな
がら散歩しましょう。
4月は樹齢100年を超えるJR分水駅周辺の桜が見事に咲き誇ります。明治27年創
業の鎚起銅器工房「重弘」や分水良寛史料館も訪ねます。

ナビゲーター 氏田 公基さん

主催者：国上山ボランティアガイド はちの子会

JA越後中央分水支店（無料）駐 車 場

JR分水駅前 集合集合場所

1,000円(コーヒー代込) 参 加 費

15人（最少催行人数：5人）定 員

地蔵堂本町の歴史は古く、800年前に街並みが形成さ
れ、西行、良寛などの人々が歩いた街です。大火で町の中
心は焼失しましたが、街並みを歩いてみましょう。

※大雨は中止、小雨は決行

コース内容　JR分水駅前（集合）→西行堂→分水良寛史料館→
本町屋台会館→願王閣→中村家→富取家跡→オレンジ→大森子陽塾跡→
富取武七家跡→髙橋重弘工房→JR分水駅前（解散）
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おやつ徒   歩
レベル

徒   歩
レベル

徒   歩
レベル

おやつ徒   歩
レベル

西川沿いに何軒もの大地主があった吉田。国の登録有形文化財、今井家住宅（香林
堂）の建物外観と間瀬大工が手掛けた彫刻が見られる吉田諏訪神社を見学します。
さらに雁木の残る商店街や老舗味　工場を巡って伝統の味と建築美を味わいま
しょう。疲れを癒すお菓子付きです。

おみやげ

吉田の街なかひと巡り
～歴史ある建築美を堪能しよう～

ナビゲーター 長谷川 日吉さん

主催者：（一社）燕市観光協会　共催：吉田まちづくり協議会

4月26日［水］ 5月13日［土］13：30～16：30

吉田ふれあいセンター（無料）駐 車 場

吉田ふれあいセンター 集合集合場所

500円（おみやげ代込）参 加 費

15人（最少催行人数：5人）定 員

今井家住宅（香林堂）の建物や吉田諏訪神社の彫
刻は大変見応えがあります。吉田の街の歴史をぜ
ひ感じてください。

※大雨は中止、小雨は決行
※今井家住宅（香林堂）は土間と庭のみの見学となります。
※5月13日の回は、吉田天満宮のお茶会に参加しますので、別途お茶代100円徴収となります。
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コース内容　吉田ふれあいセンター（集合）→吉田天満宮→
今井家住宅（土間のみ・蔵跡）→越後味　醸造→米納津屋（店舗）→
吉田諏訪神社→吉田ふれあいセンター（解散）

ナビゲーターおすすめポイント ナビゲーターおすすめポイント

90年前の古地図を元に、齋藤学芸員と一緒に燕市内の
暗渠（あんきょ）を巡るまちあるき。距離は歩きますが
（4.5km位）、古地図を片手に秋葉町、仲町、宮町、穀町、
本町をゆっくりと歩き、古の水辺の生活に思いを馳せま
す。標高差！！に着目し燕市の、この土地ならではの話を
展開していきます。こんな時でしか観られない場所、聞く
事の出来ない説明がここにはあります。某テレビ番組に
も勝るとも劣らない「ぶらサイトウ」。燕の魅力再発見。

失われた水辺の物語
～昔の水路や標高差で燕の魅力再発見～

ナビゲーター 燕市産業史料館学芸員 齋藤 優介さん

主催者：（一社）燕市観光協会

5月20日［土］9：00～12：00

燕市中央公民館（無料）駐 車 場

燕市中央公民館 集合集合場所

700円(おやつ代・古地図代込) 参 加 費

10人（最少催行人数：1人）定 員

４mの標高差が生み出す壮大な水の物語。越後平野の高
台である燕の標高は約１０m。市街地には、かつて、いく
つも川が存在しましたが、今はその姿を消しています。し
かし、多くの痕跡が点在しています。これらは歴史を語る
宝物です。この宝物から、燕の水辺の暮らしを探っていき
ます。地図から消えた川を巡る旅は、いままで知ることの
なかった燕の水辺の物語を紹介いたします。お楽しみに。

※雨天決行

コース内容　燕市中央公民館（集合）→藤井菓子店→燕市中央公民館（解散）

8

ナビゲーターおすすめポイント

ナビゲーターおすすめポイント

1回目12：00～ 地蔵堂本町通り 【諏訪神社前⇒願王閣】
2回目14：00～ 大河津分水桜並木 【大河津資料館前⇒大河津橋橋詰手前】
雨天時 ①12：30～ ②14：00～ ③15：30～ 燕市分水総合体育館
市内各所　普通車 協力金 500円　※大型バス別途

会 場

駐 車 場

4月16日［日］

「つばめ桜まつり　さくらフェス」イベントを市内
各所で開催します。8日（土）は、吉田ふれあい広場
で、動物にふれ合うイベントを、9日（日）は、燕市交
通公園＆こどもの森で、乗り物やものづくりを楽し
むイベントを、それぞれ飲食物販ときららんも登
場して開催します。春爛漫の燕市のイベントへぜ
ひお出かけください。

主催者：つばめ桜まつり実行委員会つばめ桜まつり
イベント

大河津分水路の偉業を称え植樹された桜。その見事な桜を観
に訪れる観桜客のために、地元の有志が行った仮装行列がは
じまりといわれる「分水おいらん道中」。絢爛豪華な衣裳に身
をつつんだ3人のおいらん役が約60人もの付き人を従え、地
蔵堂本町通りと大河津分水桜並木を練り歩きます。

主催者：つばめ桜まつり実行委員会
つばめ桜まつり 第75回分水おいらん道中

お問い合わせ つばめ桜まつり実行委員会[(一社)燕市観光協会]電話0256-64-7630 ※土・日曜日及び祝日定休

4月8日（土）10：00～15：00
吉田ふれあい広場     さくらフェス
4月9日(日）10：00～15：00
燕市交通公園＆こどもの森     さくらフェス

会 場

4月8日［土］～16日［日］

歴史に出会う



歴史に出会う  [　   ]：ちょっとあるく    [　　      ]：あるく    [      　　　   ]：かなりあるく徒   歩
レベル

徒   歩
レベル おやつ

三条市代官島生まれの禅僧「有願さま」が晩年30年間居住した円通庵、道友でもあ
る良寛さまも度々たずねてきた庵をご紹介。
味噌蔵探検・雁木が残る町並み散歩。
新しく団四郎味噌蔵にショップができました。

有願の里 新飯田円通庵と味噌蔵探検
～味噌蔵にショップ新開店編～

ナビゲーター 山田 泰介さん

主催者：有願会 まちあるき係

5月20日［土］13：00～15：30

協栄組合新飯田支店（無料）駐 車 場

協栄組合新飯田支店前 集合集合場所

800円（ほうじ茶ソフト・おやつ代込）参 加 費

15人（最少催行人数：2人）定 員

82年前に開通した新飯田橋、いまだ現役で活躍
中。新しく団四郎味噌蔵にショップが。一番に拝
見致しましょう。

※雨天決行

コース内容　協栄信用組合新飯田支店（集合）→団四郎味噌蔵探検→
新飯田橋由来→小川連会館見学→雁木通り（多門の見学）→
ほうじ茶ソフトクリーム→大野精肉店→円通庵→
協栄信用組合新飯田支店（解散）

9

ナビゲーターおすすめポイント

う　  が ん

知っているようで、意外と知らない北三条駅周辺を散策してみませんか。
散策の後は2016年にできた「三条スパイス研究所」でコーヒーを飲みながら三条の
昔話をしましょう。

徒   歩
レベル

「北三条駅」周辺の散策と
「ステージえんがわ」での茶話会

ナビゲーター 田村 栄一さん

主催者：お散歩カメラマン

4月21日［金］ 5月6日［土］
13：30～16：00

三条鍛冶道場又は中央市場（無料）駐 車 場

まちなか交流広場「ステージえんがわ」 集合集合場所

1,000円（コーヒー代込）参 加 費

10人（最少催行人数：5人）定 員

普段、何気なく通っている小路にも色々な歴史がある
ようです。昔の人の気持ちになり歩いてみませんか？

※雨天決行

コース内容　ステージえんがわ（集合）→定明寺→正覚寺→
三条市歴史民俗資料館→東別院→日吉神社・稲荷神社→三条小学校→
ステージえんがわ（解散）

12

ナビゲーターおすすめポイント

見慣れた三条祭りも、そこに至るまでの夜を覗けば今までとは違った景色が見えて
きます。あなたの中で「新・三条祭り」が生まれるはず！
道祖神や囃子方の練習風景を見学し、関係者のお話を伺う、夜のまちあるきです。
お神酒の振る舞い付きです。

徒   歩
レベル

三条祭りができるまで
～裏側を巡る夜散歩～

ナビゲーター 中島さん 堀田さん

主催者：NPOえんがわ

5月12日［金］18：30～20：00

三条鍛冶道場又は中央市場（無料）駐 車 場

まちなか交流広場「ステージえんがわ」 集合集合場所

1,000円（お神酒代込）参 加 費

25人（最少催行人数：10人）定 員

一尺八寸約60cmの足駄で練り歩く道祖
神や、華やかな動きの奴など三条祭りで
催される大名行列は見応え十分！神事の
練習風景を見学できる貴重な機会にぜひ
ご参加ください。

※雨天決行
※お酒を飲んでのお車の運転はご遠慮ください。

コース内容　ステージえんがわ（集合）→三条八幡宮→三条第一中学校→
ステージえんがわ（解散）

ナビゲーターおすすめポイント
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4月8日［土］9：30～11：30

三条城跡巡り
関ヶ原の戦いで徳川家康が天下を取
り、大坂冬・夏の陣で豊臣家が滅亡し
ました。その戦いの恩賞の4万1,300
石で市橋長勝が元和２(1616)年に
三条藩主になった時に築城され、７年
後に廃藩となった城跡です。
本丸跡や村上藩領となった陣屋跡、
明治20年代まで存在していた八幡堀
跡を巡ります。

ナビゲーター 三条歴史研究会会員

主催者：三条歴史研究会

三条市歴史民俗産業資料館（無料）駐 車 場

三条市歴史民俗産業資料館 集合集合場所

200円参 加 費

10人（最少催行人数：1人）定 員

古地図に残る往古・三条城を偲び、当時の名残りを求め
て一緒に歩いてみませんか！

※雨天決行

コース内容　三条市歴史民俗産業資料館（集合）→図書館→小松屋前→
北三条駅前通り→原田タバコ屋付近→中央公民館付近→
旧蔵小路→丸勘小路→八幡宮→日吉神社→三条市歴史民俗産業資料館（解散）
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ナビゲーターおすすめポイント

徒   歩
レベル

5月13日［土］9：30～11：30

先覚者たちの足跡を訪ねて
北海道初の「まるい今井百貨店」を立ち上
げた今井藤七は、三条・上町で生まれ、26
才で札幌に「まるい呉服店」を開店しまし
た。そして正札販売で旋風を巻き起こしま
す。その後「百貨店」をスタートし、最盛期
（昭和48年頃）には道内・東京・京都の６
都市に支店を持ち、売上げ高は卸･小売
を含めて北海道業界の６割を占めまし
た。大正14年に永眠（77才）。東裏館・定明
寺に眠っています。このような三条が生ん
だ先覚者が眠る菩提寺を訪ねます。 

ナビゲーター 三条歴史研究会会員

主催者：三条歴史研究会

三条市歴史民俗産業資料館（無料）駐 車 場

三条市歴史民俗産業資料館 集合集合場所

600円（おやつ代込）参 加 費

10人（最少催行人数：1人）定 員

先覚者が眠る菩提寺を訪ね、お墓に詣でながら先人の
業績を称えます。

※雨天決行　※ともしび工房（福祉施設）のクッキーなどのお菓子と飲み物をお出しします。

コース内容　三条市歴史民俗産業資料館（集合）→福昌寺→実盛寺→
極楽寺→浄円寺→宝塔院→善性寺→定明寺→泉薬寺→
三条市歴史民俗産業資料館（解散）

11 おやつ

ナビゲーターおすすめポイント

徒   歩
レベル

@ケンオー・ドットコム @ケンオー・ドットコム



食の技 まちあるきイベント

まちの彩り美の追求  [　   ]：ちょっとあるく    [　　      ]：あるく    [      　　　   ]：かなりあるく徒   歩
レベル

食事徒   歩
レベル

徒   歩
レベル 食事

5月11日［木］19：00～21：00

国王と行くカレーラーメン探訪
燕三条ラーメン王国の梨本国王がカレーラーメンの名店をナビゲートします。カレーラー
メンの歌のBGMにのせてまちあるきを楽しんだあとは、カレーラーメン体操マスターによ
る体操の模範舞踊のほか、矢代秀晴さんによるカレーラーメンの歌の生ライブもお楽し
みください。もちろんカレーラーメンは梨本国王が厳選した名店をご案内します。

ナビゲーター 梨本 次郎さん

主催者：三条飲食店組合

三条鍛冶道場（無料）駐 車 場

三条鍛冶道場 集合集合場所

1,200円（ラーメン代込）参 加 費

15人（最少催行人数：7人）定 員

燕三条ラーメン王国の愉快な仲間達と一緒にまちある
きをしませんか？王国の国歌である「カレーラーメンの
歌」や、国技の「カレーラーメン体操」も披露しますので
お楽しみに！！ 

※雨天決行　※夜道を歩くので懐中電灯があると便利です。
※立寄り店は変更になる場合があります。

コース内容　三条鍛冶道場駐車場（集合）→味方屋→松屋小路 大黒亭→
三条鍛冶道場駐車場（解散）
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ナビゲーターおすすめポイント

弥彦線の車窓から
ケンオー・ドットコムでの「鐵道双見」の執筆家で、鉄道に詳しい三条市在住の藤井芳輔さん
がナビゲートする「鉄ちゃんと行く弥彦線の旅」。鉄道の旅の楽しみ方や弥彦線の歴史をご紹
介します。身近にある弥彦線の魅力を昔を思い出しながら皆で再発見してみませんか？

ナビゲーター 藤井 芳輔さん

主催者：燕三条まちあるき連絡協議会

弥彦線は17.4kmの短い路線。しかしながら100年とい
う長い歴史を誇り、人々の生活を支えてきました。歴史を
振り返りながら眺める車窓の風景はこれまでとは違って
見えることでしょう。

18

4月30日［日］9：30～12：30

わいわい肴屋 海老勢（無料）駐 車 場

JR東三条駅交番側出入り口前 集合集合場所

2,000円（食事代込）※電車賃は各自負担
※500円の追加でみのやまたは櫻家に日帰り入浴できます。

参 加 費

10人（最少催行人数：2人）定 員

※雨天決行　※4/27以降のキャンセルはキャンセル料が発生します。
※ナビゲーターから確認の電話をさせていただく場合があります。
※鉄道会社のダイヤ改正によって多少予定が変動する可能性があります。

コース内容　JR東三条駅（集合）→車内→弥彦駅→越後の味やまぼうし→
参宮通り→弥彦公園（解散）

ナビゲーターおすすめポイント

生まれも育ちも本寺小路（ほんじこうじ）のナビゲーターがご案内する「夜のまちあるき」です。映画の舞台に
もなった老舗パブリックハウスや、ジャズピアニストのマスターが迎えてくれる温かな雰囲気のバーなど、ナ
ビゲーターおすすめのお店３軒での飲食を挟みつつ、寺町風情の漂う街なかを“プチお花見”しながら散策
します。ものづくりのまち燕三条が育んだ夜の街「本寺小路」の春らしい楽しみ方を一緒に見つけませんか。

魅惑の本寺小路ナイト
～春の夜のプチお花見編～

主催者：本寺小路ファンクラブ

4月8日［土］18：00～21：00

なし駐 車 場

丸井今井邸前 集合集合場所

3,600円（飲食代込）※（飲み物１杯+おつまみ）×3軒 追加オーダーは、各自負担参 加 費

8人（最少催行人数：2人）定 員

※雨天決行　※当日キャンセルはキャンセル料が発生いたします。
※ドリンクがメインのバー巡りです。軽くお食事を済ませてお越しください。
※お酒を飲んでの車の運転は、ご遠慮ください。
※ナビゲーターから確認の電話をさせていただく場合があります。

コース内容　丸井今井邸前（集合）→菅原小路→パブリックハウス リズ→
新小路→寺町通り→三条別院→本寺小路→Sato's Bar→本寺小路→
キネマカンテツ座→丸井今井邸前（解散）
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ナビゲーターおすすめポイント

おやつ

桜の咲く頃に、保内地区の早春の景色を眺めながらお庭を廻るツアーです。内容と所
要時間の異なる2種類のコースを設定しました。いずれのコースも保内公園が発着
場所になっておりますので、ついでに熱帯植物園温室などもご覧になれます。
①コースは、保内公園から庭園の郷まで片道1.5km程度の行程をじっくり歩いて10
数ヶ所のお庭を巡ります。
②コースは、保内公園周辺のお宅を10数ヶ所巡ります。いずれのコースも途中休憩
をとり、お茶とお菓子でくつろいでいただきます。

桜の頃のオープン・ガーデン巡り

ナビゲーター 荒井 陽一さん

主催者：保内緑の里管理組合

4月16日［日］

保内公園第一及び第二駐車場、70台分（無料）駐 車 場

保内公園 熱帯植物園温室前 催し物広場 集合集合場所

500円（お茶・おやつ代込）参 加 費

各コース20人（最少催行人数：1人）定 員

桜の咲く頃に早春の風情を味わってみませんか。

※雨天決行

14

ナビゲーターおすすめポイント

徒   歩
レベル

徒   歩
レベル

①庭園の郷・健脚コース
受付8:30～9:00出発～正午頃終了予定

②保内公園周辺・のんびりコース
受付8:30～9:00出発～正午頃終了予定

若葉の美しい頃に、保内地区の本来のお庭の姿を観賞しながら10数ヶ所を廻るツ
アーです。内容と所要時間の異なる２種類のコースを設定しました。いずれのコース
も保内公園が発着場所になっております。
①コースは、道の駅「庭園の郷保内」まで（約1.5km）庭や生産圃場を見学しながら歩き
ます。道の駅で休憩をとった後、帰ってきます。②コースは、保内公園周辺のお宅の庭を
拝見しながら歩きます。いずれのコースも2日間とも午前・午後の2回行います。

若葉の頃のオープン・ガーデン巡り

ナビゲーター 荒井 陽一さん

主催者：保内緑の里管理組合

5月27日［土］ 5月28日［日］

保内公園第一及び第二駐車場、70台分（無料）駐 車 場

保内公園 熱帯植物園温室前 催し物広場 集合集合場所

300円参 加 費

午前、午後とも各コース20人（最少催行人数：1人）定 員

陽春の候、若葉の美しい光景を堪能しながらお庭
巡りを楽しんでください。

※雨天決行

15

ナビゲーターおすすめポイント

徒   歩
レベル

徒   歩
レベル

①庭園の郷・健脚コース
午前の部 受付9:00～9:30（順次出発）～12：00頃
午後の部 受付13:00～13:30（順次出発）～16:00頃

②保内公園周辺のんびりコース
午前の部 受付9:00～9:30（順次出発）～11：30頃
午後の部 受付13:00～13:30（順次出発）～15:30頃

徒   歩
レベル 食事※20歳以上限定

　（コースにお酒が含まれています）

ナビゲーター 藤井 キヨ子さん

本寺小路が大好きです！「老いも若きも男も女も、たくさ
んの人に本寺小路のファンになってもらいたい！」そんな
思いを込めて、精一杯ご案内させていただきます！！
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● JR分水駅前6

●吉田ふれあいセンター（燕市吉田中町5-20）7
●三条市歴史民俗産業資料館（三条市本町3-1-4）11

●燕市中央公民館（燕市水道町1-3-28）8

●協栄信用組合 新飯田支店前（新潟市南区新飯田2620）9

●三条市歴史民俗産業資料館（三条市本町3-1-4）10

●丸井今井邸前（三条市本町3-7-8）16

●三条鍛冶道場（三条市元町11-53）17

● JR東三条駅交番側出入り口前18
●まちなか交流広場「ステージえんがわ」（三条市元町11-63）12

●保内公園 熱帯植物園温室前 催し物広場（三条市下保内3714）14

●保内公園 熱帯植物園温室前 催し物広場（三条市下保内3714）15

●まちなか交流広場「ステージえんがわ」（三条市元町11-63）13●本成寺 客殿（三条市西本成寺1-1-20）3
●武田金型製作所（燕市西燕町16-1）2

●吉野屋フォーラム（三条市吉野屋1290）4

●信濃川大河津資料館（燕市五千石）5

● JR燕駅前1
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