
旅の思い出として心に残るもの。

それは案外、日常の町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。

※20歳以上限定

※事前予約不要

まちあるきスケジュール
コース名

後期 ※10/15受付開始

ビアカップの磨き体験と福祉用具の体験・見学会1
つばめの魅力再発見！～職人気分で鎚起銅器製作体験～2
石川雲蝶の技と（株）タダフサを訪ねて 本成寺ガイドツアー3
石川雲蝶の技と（株）諏訪田製作所を訪ねて 石動神社ガイドツアー4
有願の里 新飯田円通庵～昭和の東京オリンピックよもう一度編～5
最後の三条城案内6
先覚者たちの足跡を訪ねて7
良寛さまの歩いた道はどこ？8
下田郷笹岡新田の歴史を訪ねて9
国上山良寛史跡「良寛の古みち」を歩こう10
分水地蔵堂まちあるき～良寛秋の歌巡り～11
秋のオープン・ガーデン巡り（秋の保内公園まつり）12
紅葉の頃のオープン・ガーデン巡り13
若者と巡る、タイムスリップ三条芸能文化めぐり14
地図を片手にさまよう迷宮の町 三条15
魅惑の本寺小路ナイト～仕事人達の心をいやす三線の音色編～16
店主こだわりの「ラーメン探訪」17
弥彦線の車窓から18

燕三条「まちあるき」
もの づくりの 心 に 出 会う

平成26年9月27日［土］－11月30日［日］

燕三条

大阪

福岡

名古屋

東京

仙台

札幌

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、燕市観光協会
事務局：（一財）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（9/27～10/26開催分）
●後期（11/1～11/30開催分）

9月16日(火)
10月15日(水)

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がいく場合があります。

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。
◎インターネットでご予約された場合は、マイページから予約コースの削除ができ
ます。ご利用ください。

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。

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

“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

9月16日［火］受付開始日 前期（9/27～10/26開催分） 10月15日［水］後期（11/1～11/30開催分）

前期 ※9/16受付開始

10月

10/18（土）

9/27（土）

9月

10/18（土）

11/9（日）

10/18（土）

10/26（日）

10/17（金）

11/9（日） 11/30（日）

10/11（土） 10/25（土）

11/1（土）

10/11（土）

11月

10/11（土）

11/22（土）

11/8（土）

10/5（日）

11/9（日）

11/8（土）

10/22（水）
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職人の技

磨き屋一番館では、にいがた県央マイスターが磨きを指導します。
磨いたカップはマイカップとしてお持ち帰りいただけます。
県内最大の福祉用具の常設展示販売施設ウィルアシストで
は、さまざまな福祉用具、介護用品を実際に見て、触れて、体験
することができます。使い易さを追求したデザイン、機能は「もの
づくり」の原点。驚きの連続です。

主催者：燕市観光協会

ビアカップの磨き体験と福祉用具の体験・見学会

10月18日［土］●時 9：30～11：30

燕市磨き屋一番館（集合）→ウィ
ルアシスト→燕市磨き屋一番館
（解散）

コース内容

1 徒   歩
レベル

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
銅器の製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、ものづくりのまち燕の産業
を背景に誕生した燕背油ラーメンを食し、燕の魅力をご紹介し
たいと思います。

主催者：燕三条ブランドプライドプロジェクト
ツーリズムグループ

つばめの魅力再発見！
～職人気分で鎚起銅器製作体験～

11月8日［土］●時 9：00～12：45

●定 10人（最少催行人数：3人）

●所 JR燕駅前 集合
●P 燕市役所 旧燕庁舎

第二駐車場（無料）

●料 1,000円（体験料込）
※飲食代は別途各自負担

※雨天決行

JR燕駅（集合）→戸隠神社→サ
ンロード宮町→玉川堂→まつや
支店→JR燕駅（解散）

コース内容

※雨天決行

2 徒   歩
レベル 体験

小路を歩きながら
ものづくりのまち燕の
歴史・文化を知る

製作体験を通して
伝統の技に
触れてみよう！

つばめの魅力再発見！ 歴史、文化、職人の技。
おいしいスイーツのお店もご紹介します！ お気軽
にご参加ください！

ナビゲーター 古澤 勇介さん

ナビ
ゲー
ターから一言

●定 10人（最少催行人数：4人）

●所 燕市磨き屋一番館 集合
●P 燕市磨き屋一番館（無料）

●料 1,700円（体験料込）

体験 おみやげ

自分で磨いたマイカップで美味しいビールを飲みませんか。泡立ちが
違います！工業団地の中を歩く「まちあるき」も、ちょっと変わっていて
面白いかと思います。お友達を誘ってぜひご参加ください。

ナビ
ゲー
ターから一言

ナビゲーター 澤田 こず恵さん   深澤 綾子さん   堀 奈都子さん

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。

ナビゲーター 角田 道雄さん

ナビ
ゲー
ターから一言

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（株）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。

10月18日［土］

石川雲蝶の技と（株）タダフサを訪ねて
本成寺ガイドツアー

主催者：三条雲蝶会

●時 9：３０～12：３０
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●定 15人（最少催行人数：2人）

●所 本成寺客殿 集合
●P 本成寺赤門前（無料）

●料 1,000円（拝観料・おやつ代込）

本成寺客殿（集合）→各塔頭 本
堂墓等→本成寺赤門→（株）タダ
フサ→本成寺赤門（解散）

コース内容

おやつ徒   歩
レベル
徒   歩
レベル

150年の時空を超えて今も人 を々魅了する雲蝶の「技」と
特殊鋼を匠に加工する卓越した職人集団の「技」を体感し
てください。

ナビゲーター 堀内 乱蝶さん

ナビ
ゲー
ターから一言

幕末から明治、江戸に生まれ三条を永住の地
とし、酒と人を愛し、県内各所に多くの名作を
遺した彫刻師「石川安兵衛雲蝶」。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た高安寺地内には、
（株）諏訪田製作所があります。今回のツアー
では明治と現代の技をご案内します。 

10月11日［土］・10月25日［土］

石川雲蝶の技と（株）諏訪田製作所を訪ねて
石動神社ガイドツアー

主催者：三条雲蝶会

●時 9：30～12：00

4

●定 15人（最少催行人数：2人）

●所 吉野屋フォーラム駐車場 集合
●P 吉野屋フォーラム（無料）

●料 700円（拝観料込）

※雨天決行
※石動神社～（株）諏訪田製作所は
　各自の車で移動します。

吉野屋フォーラム（集合）→石動
神社→（株）諏訪田製作所（解散）

コース内容

※雨天決行
※本成寺～（株）タダフサは歩いて
　移動します。

徒   歩
レベル

いするぎ

歴史に出会う

用と美を
兼ね備えた
奥深い世界に
触れてみよう世界に誇る燕の

研磨技術を体験！
マイカップを
おみやげに！

見る者を魅了する
幕末から明治の彫刻師

石川雲蝶が
遺した作品を訪ねて

木彫りの名工、
石川雲蝶の作品に
息を飲みます！

※石動神社では約400段の階段を登ります。車移動



歴史に出会う

食事

 [　   ]：ちょっとあるく    [　　      ]：あるく    [      　　　   ]：かなりあるく徒   歩
レベル

おやつ

先覚者たちの菩提寺の墓を訪ねて、その墓に詣でながら、
先人の業績を思いおこします。

ナビ
ゲー
ターから一言

三条城破却後、村上藩の領地となっ
て政治力の全くないところから、一人
ひとりが徒手空拳で身を起こし、三条
を起こしてきました。その一人ひとりの
物語です。

良寛さまにとって、三条の町にはどの
ような魅力があったのでしょうか。
その時代を想像しながら、良寛さまの
足跡に出会える街「三条」を歩きま
しょう。

10月11日［土］
先覚者たちの足跡を訪ねて

主催者：三条歴史研究会

●時 9：30～11：30

7

ナビゲーター 三条歴史研究会会員

大阪冬夏の陣の戦功により市橋長
勝が三条藩を創設し、三条城を移転
し新築しました。その城跡と、廃藩後
に村上藩が支配した陣屋跡などを巡
ります。

11月1日［土］
最後の三条城案内

主催者：三条歴史研究会

●時 9：30～11：30

6

●定 20人（最少催行人数：1人）

●所 三条市歴史民俗産業資料館 集合
●P 三条市歴史民俗産業資料館（無料）

●料 200円

※雨天決行

三条市歴史民俗産業資料館
（集合）→三条市立図書館→
小松屋前→原田タバコ屋付
近→旧蔵小路→八幡宮→日
吉神社→三条市歴史民俗産
業資料館（解散）

コース内容

●定 20人（最少催行人数：1人）

●所 三条市歴史民俗産業資料館 集合
●P 三条市歴史民俗産業資料館（無料）

●料 500円（おやつ代込）

※雨天決行

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→三条市歴
史民俗産業資料館（解散）

コース内容

徒   歩
レベル

徒   歩
レベル

398年前の三条城跡と村上藩支配の名残りを訪ね歩き
ます。

ナビゲーター 三条歴史研究会会員

ナビ
ゲー
ターから一言

ナビゲーター 堀江 守樹さん　勝沼 英一さん

10月18日［土］
良寛さまの歩いた道はどこ？

主催者：歴史勉強会 五櫻会

●時 13：30～15：30
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●定 10人（最少催行人数：2人）

●所 三条市歴史民俗産業資料館 集合
●P 三条市歴史民俗産業資料館（無料）

●料 500円

※雨天決行

三条市歴史民俗産業資料館（集合）→宝
塔院→八幡宮→今町屋跡→三浦屋跡→
日吉神社→図書館前→三条市歴史民俗
産業資料館（解散）

コース内容

9月27日［土］
下田郷笹岡新田の歴史を訪ねて

主催者：下田郷土史研究会

●時 9：30～12：30
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●定 10人（最少催行人数：3人）

●所 笹岡イチョウの里公園
（旧笹岡小学校跡） 集合
集合場所から各自の車で移動

●料 1,300円（飲食代込）

※雨天決行

笹岡イチョウの里公園（集合）→笹岡
山耕隆庵→越後明暗寺跡→（株）ス
ノーピーク→こくわ屋藤兵衛（解散）

コース内容

笹岡新田開発の歴史と虚無僧で知られる越後
明暗寺跡や、三条が世界に誇るアウトドア用品
ブランド「スノーピーク」の本社およびフィールド
見学と、新しい笹岡の味「こくわカレー」を楽しみ
ましょう。

笹岡の歴史と新しさと味、そして粟ヶ岳、守門岳、
清流五十嵐川の眺めをお楽しみ下さい。

ナビ
ゲー
ターから一言

秋の国上山は心が洗われるような気持ち良さです。
良寛さまも歩いた古みちを歩いて、あなたもリフレッシュ
してみませんか。

ナビゲーター 丸山 晃平さん

ナビ
ゲー
ターから一言

国上山は、諸国行脚の末、越後に戻った
良寛さまが３０年間修行した所です。良寛
のロマンを求めて、良寛の気配を求めて、
秋の国上山を歩いてみませんか。

11月9日［日］
国上山良寛史跡「良寛の古みち」を歩こう

主催者：国上山ボランティアガイド はちの子会

●時 9：00～12：00
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●定 15人（最少催行人数：5人）

●所 燕市分水ビジターサービスセンター前 集合
●P 燕市分水ビジターサービスセンター（無料）

●料 1,000円（拝観料・軽食券付）

※雨天決行

燕市分水ビジターサービスセン
ター駐車場（集合）→国上寺→
五合庵→本覚院→乙子神社草
庵→朝日山展望台→燕市分水
ビジターサービスセンター（解散）

コース内容

徒   歩
レベル

良寛さまが約20年過ごした
森の中の簡素な
たたずまいの五合庵

あれから50年！ 君はあの伝説の東京オリンピック
を知っているか？ 実際に使用された聖火トーチを
持って新飯田の町の中を歩こうぜ！

ナビゲーター 山田 泰介さん

ナビ
ゲー
ターから一言

三条（代官島）が生んだ禅僧『有願』、数々の伝説が
伝えられています。その有願さまが晩年（30年程）住
まわれ亡くなった庵寺「円通庵」をご案内。良寛さまも
踏みしめたであろう石畳の石の上で想いをはせてみま
せんか？
私達の最終住処、墓石作りの現場工場を見学。さらに
今回特別に50年前の東京オリンピック聖火リレーに
使われたトーチを手でもって町を歩きましょう。

10月11日［土］

有願の里 新飯田円通庵
～昭和の東京オリンピックよもう一度編～

主催者：有願会まちあるきかかり

●時 13：30～16：00

5

●定 15人（最少催行人数：2人）

●P 協栄信用組合新飯田支店（無料）

●料 800円（おやつ代込）
●所 協栄信用組合新飯田支店前 集合

※雨天決行

協栄信用組合新飯田支店（集合）→米
持石材店→新飯田裏町→新飯田橋、
小川連会館、新飯田神明宮→雁木通り
→山田七蔵茶舗→大野精肉店→円通
庵→協栄信用組合新飯田支店（解散）

コース内容

徒   歩
レベル

徒   歩
レベルおやつ

がんう

歴史に想いを
馳せながら、
三条城跡を
散策しましょう！

先覚者たちの
功績を知り、
その足跡を
辿りましょう！

がみ やまく

車移動

ナビゲーター 広川 初枝さん

良寛さまになったつもりで街の中を歩いてみると、なつかしい
風景が見えてきます。ご一緒に探してみましょう。

ナビ
ゲー
ターから一言

徒   歩
レベル



 [　   ]：ちょっとあるく    [　　      ]：あるく    [      　　　   ]：かなりあるく徒   歩
レベル

秋のオープン・ガーデン巡り
（秋の保内公園まつり）

主催者：保内緑の里管理組合

12

10月5日［日］

※雨天決行　※事前予約不要

秋風の涼やかな頃に、保内地区の植木屋さんの
お庭を中心に観賞しながら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。「秋の保内公園まつり」を開催してお
りますので、他のイベントを楽しむこともできます。
熱帯植物園温室などもご覧になれます。

①下保内コース 下保内の最深部まで車輛で送
り、復路を庭を拝見しながら歩いて戻るものです。

②保内公園周辺コース 保内公園周辺のお宅
の庭を拝見しながら歩きます。いずれのコースも午
前・午後の2回行います。

魅惑の本寺小路ナイト
～仕事人達の心をいやす三線の音色編～

主催者：本寺小路ファンクラブ

●時 19：00～22：30

16 徒   歩
レベル

地図を片手にさまよう迷宮の町 三条
主催者：燕三条まちあるき連絡協議会

15 徒   歩
レベル

おやつ 事前予約不要徒   歩
レベル

紅葉の頃のオープン・ガーデン巡り
主催者：保内緑の里管理組合

13

●定 各コース20人程度（最少催行人数：1人）
●所 保内公園 熱帯植物園温室前 催し物広場（桜の木の下） 集合
●P 保内公園 第一・第二駐車場（無料）

●料 500円（お茶・おやつ代込）

●時 ①下保内コース・里山散策付き
受付 8:30 ～ 出発 9:00 ～12：00頃終了予定

②保内公園周辺コース
受付 8:30 ～ 出発 9:00 ～12：00頃終了予定

11月9日［日］

※雨天決行

紅葉の頃に、保内地区の美しい自然を眺めながら
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。保内公園が発着
場所になっていますので、熱帯植物園温室なども
ご覧になれます。

①下保内コース・里山散策付き 往路は里山を
散策しながら穂奈伊神社まで歩き、復路はオープ
ン・ガーデン10数ヶ所を巡ります。

②保内公園周辺コース 保内公園周辺のお庭
を10数ヶ所巡ります。いずれのコースも途中休憩
をとり、お茶とスイーツでくつろいでいただきます。

紅葉が美しい
風情あふれる
お庭を拝見

おやつ

おやつ

徒   歩
レベル

10月17日［金］
生まれも育ちも本寺小路。本寺小路をこよなく
愛するナビゲーターがご案内するとっておきの
bar巡りです。ワインバーから居酒屋まで、小さく
て心地よい三条の隠れ家的名店を、寺町ならで
はの風情も織り込みながらご案内いたします。
ものづくりのまち燕三条の仕事人達に愛される
“おもてなしの街”本寺小路をの魅力をご堪能くだ
さい。三線奏者・きよ里さんのミニライブ付きです！

●定 8人（最少催行人数：2人）

●所 丸井今井邸前 集合
●P 丸井今井邸駐車場（無料）

●料 4,000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

丸井今井邸前（集合）→中央商店
街→新小路→本寺小路→三条別
院→バーサロン→帰山小路→かく
れ家→セトモノ屋脇小路→シエル
→丸井今井邸前（解散）

コース内容

食事

誰が言ったか知らないが、モロッコの迷宮都市
フェズに匹敵する!?と言われる"日本のフェズ"
三条を地図を片手に巡ります。入り組んだ小
路を抜けてどこに出るかはお楽しみ。
三条の風景と地図を照らし合わせながら迷宮
脱出に挑戦してみませんか？迷宮を抜けた先
で待つものとは!

11月22日［土］●時 13:00～15：30

●定 10人（最少催行人数：1人）

●所 JR北三条駅 集合
●P 三条鍛冶道場（無料）

●料 1,000円（おやつ代込）

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！

ナビゲーター 藤井 キヨ子さん

ナビ
ゲー
ターから一言

※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bar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。

普段はなかなか通らない小路を地図を片手にあるきませんか？
地図を通して町を見れば、今まで見えなかった三条の風景が
見えてくるかも!?

ナビゲーター 荒井 順也さん

ナビ
ゲー
ターから一言

※20歳以上限定
　（コースにお酒が含まれています）

まちの彩り歴史に出会う

　
　
　
　
　
　
　
　

美の追求

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。大火で街の中心は焼失し
ましたが、良寛の秋の歌を巡りながら、街並
みを歩いてみましょう。

ナビゲーター 氏田 公基さん

ナビ
ゲー
ターから一言

江戸時代の名僧良寛は、12才から地蔵堂（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。
１１月はＪＲ分水駅前の紅葉が鮮やかでしょう。
「水の文化と良寛の里」分水地区を一緒にゆっくり歩きませんか？

11月8日［土］
分水地蔵堂まちあるき～良寛秋の歌巡り～

主催者：国上山ボランティアガイド はちの子会

●時 9：00～12：00
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●定 15人（最少催行人数：5人）

●所 JR分水駅前 集合
●P JA越後中央分水支店 駐車場（無料）

●料 1,000円（入館料込）

※雨天決行

ＪＲ分水駅前（集合）→良寛歌碑巡り→燕市分
水良寛史料館→本町屋台会館→良寛歌碑
巡り→オレンジ→願王閣→中村家前→常昌
寺→大森子陽塾跡→ＪＲ分水駅前（解散）

コース内容

徒   歩
レベル 地蔵堂の街並みを

良寛さんに
想いを馳せながら
一緒に歩きましょう

若者と巡る、
タイムスリップ三条芸能文化めぐり

主催者：まんなかフェス実行委員会

14 徒   歩
レベル

三条の商店街にある街の娯楽を、歩きな
がら楽しみましょう！
商店街には、昔映画館で今は県内に2つ
しかない大衆演劇場や珍しいショートムー
ビー専門のミニシアターがあります。
さらにまちなかを見てみると、歴史を感じる
不思議な風景や、ちょっとした出来事が、
街を舞台にささやかに繰り広げられている
ことに気づくでしょう。
街の娯楽に着目して歩き、新しい、でも
ちょっと懐かしいものづくりの心に出会いに
行きませんか。

11月9日［日］・11月30日［日］●時 12：20～17：30

●定 10人（最少催行人数：2人）

●所みんくる 集合
●P みんくる駐車場（無料）

●料 2,700円（おやつ代・入場料込）

※雨天決行

みんくる（集合）→一ノ木戸商店街→
三条東映（観劇）→キネマ・カンテツ座
（鑑賞）→みんくる（解散）

コース内容

大衆演劇のバックステージでは、作品を作る
ものづくりの裏側を見ることが出来ます。
観劇等のため、長時間のコースとなりますが、
昔と今の娯楽を一緒に楽しみましょう。

ナビゲーター 近藤 雅哉さん

ナビ
ゲー
ターから一言

おやつ

※雨天決行

JR北三条駅（集合）→迷宮→本
町→迷宮→JR北三条駅（解散）

コース内容（詳細は当日のお楽しみ）

地図を片手に
入り組んだ小路の
迷宮を散策しよう！

大衆演劇と
ショートムービーの
観劇、鑑賞と

バックステージツアーが
魅力です

秋風の爽やかな頃
に中秋の風情を味
わいながらお庭巡り
を楽しんで下さい。

ナビゲーター 長谷川 美幸さん

ナビ
ゲー
ターから一言

モミジが色づくころに企
画した「オープン・ガー
デン巡り」です。是非
参加してみてください。

ナビ
ゲー
ターから一言

●時 ①下保内コース（往路車両使用2時間半）
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保内公園周辺コース（2時間）
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

●定 午前、午後とも各コース20人程度（最少催行人数：1人）
●所 保内公園 第一駐車場脇総合案内前 集合●料 300円

●P 保内公園 第一・第二駐車場および
臨時駐車場（無料）

秋の風情を
味わって
みませんか

レトロな雰囲気の
落ち着いた空間

しんさん



まちあるきイベント

※雨天決行

徒   歩
レベル

徒   歩
レベル

●定 10人（最少催行人数：2人）

●所 JR東三条駅交番側出入り口前 集合
●P わいわい肴屋 海老勢（無料）

●料 2,000円（食事代込）
※電車賃は各自負担
※500円の追加で弥彦温泉みのや
　の温泉に日帰り入浴できます。

食の技

華園駐車場（集合）→宝華→華
園→華園駐車場（解散）

コース内容

●所 華園 集合

●P 華園駐車場（無料）

店の看板メニューでもあるラーメン。
是非この機会に！！ 参加お待ちしております。

10月22日［水］
店主こだわりの「ラーメン探訪」

主催者：三条飲食店組合

●定 13人（最少催行人数：7人）

●時 19：00～21：00

●料 1,200円（食事代込）

今回はチョット歩く距離が長くなりそうです。その分、歩く先
には美味しいラーメンがあります。

ナビゲーター 阿部 成基さん

ナビ
ゲー
ターから一言

17 食事

※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。

車窓から見える
のどかな景色に
心癒される

まちあるきと同時期開催 イベントのご案内
人情と伝統・歴史にふれあうイベントが目白押し！

※イベントの詳細は各主催団体にお問い合わせください。

ご当地のこだわりの逸品をキーワードにし
た展示・即売会です。
カレーやラーメンのほか、こだわりの食を
集めたグルメ屋台村や燕三条ならではの

製品の展示即売、その他各種ベントを屋内外で開催します。２１日は自衛隊カレーの
振る舞いも行います。ぜひご家族でご来場ください。

燕三条食の陣2014
主催：燕三条食の陣実行委員会

●問 燕三条地場産業振興センター

●時 11:00～16:00

●時 10:00～16:00

●所 燕三条地場産業振興センター

●電 0256-32-2311

9月20日［土］
9月21日［日］

市場特有のゆったりとした空気の中で開催される「二･七の市×三条マルシェ」は、
温かくアットホームな雰囲気に包まれたイベントです。三条マルシェからは10店舗ほど、
二･七の市からは80店舗ほどが出店します。場内に設置された休憩所に腰をかけ、
おいしい食べ物に舌鼓を打ちながら、リラックスした休日を秋晴れの空の下で過ごしませ
んか。皆様のご来場をお待ちしております。

～三条マルシェ～ごった市＠ホコテン
主催：三条マルシェ実行委員会

●問 三条マルシェ実行委員会事務局（三条市地域経営課内）

●時 10:00～15:00

●所 三条鍛冶道場周辺

9月のテーマは「シルバーマルシェ」。敬老の日にちなんで、お年寄りにもお楽しみいただける
企画をしています。三条鍛冶道場周辺では、三条マルシェの他にも、子ども大名行列、子ども
フリーマーケット、まんなかフェスが同時開催します。ご家族そろって、会場にお越しください。

●電 0256-34-5511（内線746）

二・七の市×三条マルシェ
主催：三条市

●問 三条市地域経営課　中心市街地活性化推進室
●所 中央市場

●電 0256-34-5511（内線428）

9月15日［月・祝］

11月2日［日］

10月のテーマは「大“集”穫祭」。開始から
5年目を迎えた集大成として、地元三条は
もちろん、県内外からの交流出店や国際
ストリートなどが集結！ステージイベントも
盛りだくさん！最大級の三条マルシェを
ご体験ください。

～三条マルシェ～ごった市＠ホコテン
主催：三条マルシェ実行委員会

●問 三条マルシェ実行委員会事務局（三条市地域経営課内）

●時 10:00～15:00

●所 一ノ木戸商店街～中央商店街～昭栄通り商店街～三条別院

●電 0256-34-5511（内線746）

10月13日［月・祝］

JR東三条駅（集合）→車内→弥彦駅
→弥彦公園→釜めし弥彦（解散）

コース内容

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？

10月26日［日］
弥彦線の車窓から

主催者：燕三条まちあるき連絡協議会

●時 9：30～13：00

全長17.4kmの弥彦線。その車窓から見える風景は燕三条
の暮らしが濃縮されています。普段は見落としていたものが
車窓から見ることができるかも！？

ナビゲーター 藤井 芳輔さん

ナビ
ゲー
ターから一言

18 食事

燕三条のものづくりの全てが分か
る、ビジネスマッチングのための展
示会として、本年度初めて開催す
る産業見本市です。
燕三条地域の企業を中心に200
社以上が、機械加工、プレス、精
密板金などの加工分野や作業工具、鍋などの民生品、各種加工機械を展示し商談を
行います。
燕三条地域の企業と取引を考えている方だけでなく、燕三条のものづくりに強い興味を
もっている、みなさまの来場をお待ちしております。

燕三条ものづくりメッセ 2014
主催：(一財)燕三条地場産業振興センター

●問（一財）燕三条地場産業振興センター　産業振興部

●時 10:00～17:30

●時 10:00～16:00

●所 燕三条地場産業振興センター

●電 0256-35-7811

10月1日［水］
10月2日［木］●問「燕三条 工場の祭典」実行委員会事務局

●所 新潟県 三条市・燕市全域

●電 三条市商工課 電話：0256-34-5511（内線216）
燕市観光振興室 電話：0256-77-8233
(一財)燕三条地場産業振興センター企業支援課 電話：0256-35-7811

「燕三条 工場の祭典」とは、燕三条地
域の名だたる工場が、10月2日から5日
まで、一斉に工場を開放し、訪れた方々
に工場でのものづくりを体感していただ
くイベントです。
工場を見学してみたい方、ものづくりに
興味のある方、職人と話してみたい方、
そして、職人になりたい方など、多くの
方々に楽しんでいただけるよう、職人が
普段は閉じている工場の扉を開いて、みなさまのお越しをお待ちしております。
ぜひ、燕三条の工場へ足をお運びください。

燕三条 工場の祭典
主催：「燕三条 工場の祭典」実行委員会10月2日［木］～5日［日］

「つばめ」といえば、ステンレスやチ
タンなど金属複合加工のまちです。
この産地が自信を持って皆様にお送
りする、年に一度のビッグイベント。
商品はスプーンなどの金属洋食器を
はじめ、鍋、包丁などの台所用品や
家庭雑貨、伝統工芸品として有名
な茶筒などの鎚起銅器製品が当日限りの破格値で販売されます。ぜひご家族と、また
友人とお誘いあわせてお出かけ下さい。
※雨天決行

燕青空即売会
主催：(協)つばめ物流センター

●所 燕市物流センター内
●問 (協)つばめ物流センター

●時 9:00～16:00

●電 0256-63-7660

10月5日［日］

日本三大妖怪の一つ、酒呑童子。
その酒呑童子が誕生した地、燕市にて最
強の鬼・酒呑童子にあやかり、５００名近い
人々が鬼仮装をして行列し、所願成就を祈
願します！また、特設ステージでは鬼にまつ
わるイベントを実施します。行列に参加して
もよし！行列やステージを観覧するもよし！

第十回 越後くがみ山 酒呑童子行列
主催：酒呑童子実行委員会（燕市観光協会）

●時１0：００～ ※行列出発は14：00～

●所 道の駅国上周辺

●問 燕市観光協会事務局

●料

●電 0256-64-7630

9月28日［日］

 [　   ]：ちょっとあるく    [　　      ]：あるく    [      　　　   ]：かなりあるく徒   歩
レベル

燕市ならではの産業体験ができるイベント。
1枚の銅板から作る芸術、「鎚起銅器」。おなじく、
1枚の銅板をタガネをつかって手彫りで作る芸術、
「彫金」。
それぞれ地元の職人が教えます。鎚起銅器では、
小皿を作ります。彫金体験では木の葉をモチーフ
にしたブックマーク、キーホルダー、箸置きの中から
一つを作ります。
作った作品は、それぞれお持ち帰り頂きます。

芸術の秋に、伝統工芸を体験！ 要予約

主催：燕市観光協会

●時 鎚起体験：１０：３０～１２：３０　彫金体験：１３：３０～１５：３０
●所 燕市産業史料館
●定 各回ともそれぞれ５人（最少催行人数：１人）

●問 燕市観光協会事務局
●電 0256-64-7630

●料それぞれ￥1,500（いずれも、燕市産業史料館入館料込)

10月18日［土］11月15日［土］12月20日［土］

ご当地ラーメンも
店それぞれの
熱いこだわりが。
食べ比べてみよう！

ブランキングアートとは、商品や部品生産などの製
造工程で排出される事業排出物（ブランク材）を用
い、創意工夫と技術によって再び生まれ変わらせ、
燕三条に代々息づく「モノづくりの心と技」を表現し
ようとする取り組みです。素敵な作品がお待ちして
おります。ぜひ、会場へ足をお運びください。

ブランキングアート展 2014
主催：ブランキングアート展実行委員会

●所 燕三条Wing、燕三条地場産業振興センター
●問ブランキングアート展実行委員会事務局

燕三条ブランド推進室内

●時 10：00～17：00

●電 0256-36-4123

9月20日［土］～10月30日［木］

観覧無料。行列参加の場合は、参加費として500円(参加特典として缶
バッジ、おまけ付き）、または1,000円(参加特典としてTシャツ、缶バッジ、
おまけ付き）いただきます。ただし、参加特典を必要としない小学6年生以
下は参加無料です。いずれも鬼メーク無料、保険加入あり。
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