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取 材

オフィスカイ（上田浩子）「しんらんさん歩」まち歩き
1月30日

出 張

中央区地域課・長崎出張に同行（2泊3日）「長崎さるく」視察
3月 7日

講 義

国際ボランティアガイド養成講座

〇開港五 港の一 つであ る本 市の
魅力は、 特定の 観光地 を訪 問す
るのでは なく、 地域が 育ん だま
ち全体の 歴史や 風土を 体感 して
こそ活きてくるものです。 「ま
ち歩き」 はそう した状 況に 最適
であるの はもち ろんの こと 、新
潟本来の 姿を知 ること で、 訪れ
た方々に 新たな 関心を 引き 起こ
してくだ さるも のと思 いま す。
新潟シ ティガ イドは 設立 から
五年が経 ち、多 くの来 訪者 のガ
イドをさ れてい ますが 、そ うし
た方々に とって 皆さま との 出会
いは新潟 滞在の よい思 い出 にな
るととも に、本 市のイ メー ジを

●

老化防止、自然環境保全、
箸墓古墳の解明

人生は常に青春。出会いふれあい喜び、
好奇心を持って、共に学ぶこと。

中央区京王

旅行、ゴルフ、
国際交流

各地のまち歩き
二瓶 芳枝

まだまだ学習中ですが、一期一会が、
二期二会になるようなガイドを目指す。
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新潟市 観光政 策課 山口 課長様は じ
め、会員 皆様か ら積極 的に 投稿して 頂
きました ことに 、心か ら感 謝いたし て
おります 。
さて、 前回、 広報紙 十五 号を皆様 の
ご協力に より無 事発行 する ことが出 来
ました。 会員皆 様にお かれ ましては 、
色々のシ チュエ ーショ ンの 中で、と て
も有意義 で充実 したガ イド 活動を行 っ
ている事 を知る ことが 出来 ました。 こ
の素晴し い活動 を、よ り多 くの市民 の
方々にも っと知 って頂 きた いと思い 、
今回以降 は次の 様な考 え方 で、この 広
報紙を配 布して 参りま すの で、会員 皆
様のご協 力をお 願い致 しま す。
・各関係先へ （広報担当で）
・ガイド 夫々が 日頃お 世話 になって い
〇るお店や個人 （各エリア担当で）
・賛助会員等へ配布 （広報担当で）
なお、 十五号 は、古 町老 舗各店舗 様
へ私から 出向き 配布し まし たが、皆 様
とても喜 んでお られま した 。
今年も 本格的 な観光 シー ズンを迎 え
ますが、 お客様 の多様 なニ ーズに応 え、
臨機応変 に対応 して行 く場 面も出て く
ると思っ ていま す。そ の意 味からも 会
員相互の 情報交 換のツ ール として広 報
紙を有効 に活用 されま すこ とをお願 い
致します 。
進進進進
広報担当
勝見

小野塚 昭美
新潟に 豪雪波 浪警報 が出 た日
に宇都宮 からの お客様 二名 、古
町の花街 と本町 市場を ご案 内し
ました。 前日、 下田の 嵐渓 荘に
一泊され ての新 潟観光 との 事。
お客様と は何回 かのメ ール や携
帯でやり 取りを して、 その 中で
ランチ場 所を紹 介して くだ さい
との事で したの で、加 島屋 さん
を紹介し 加島屋 さんの 店先 で待
ち合わせ しての ガイド スタ ート。
〇以前の 下町研 修の時 、八 木代
表の鍋茶 屋さん の裏側 から のガ
イド説明 の印象 が強く 最初 のガ
イド説明 は鍋茶 屋さん の後 ろ姿
からさせ て頂き ました 。

自分らしいガイドをををを

ガガガガ イイイイ ドドドド 日日日日 誌誌誌誌

「まちなみ」これらは立派な観
光資源で す。一 方、ま ちの 中の
なにげな いもの に興味 を持 つお
客様が多 いこと に気が 付き まし
た。私た ちガイ ド自身 が面 白い
と思うも のに共 感して もら える
こともわ かりま した。 自己 満足
はガイド の強力 なエン ジン です
が、 「いかにしたらお客様に楽
しんでい ただけ るガイ ドが でき
るか。」 このこ とこそ 、私 たち
の永遠の 課題で はない かと 考え
ます。初 心に帰 って、 とも に新
たな一歩 を踏み 出すこ とを 願っ
てやみま せん。

広報からのお知
らせ！
・ホームペー
ジが
〇 新しくなり
ました。
・ブログへ
投稿
〇 下さい。（ して
メー〇
〇ル・ＦＡＸ
で広報
〇担当へ）
・ホームページ
利用者
19,366人（開設
より ）
・申込者・問合
せ

新潟シ ティガ イド、 八木 代表は、
関連する 各機関 からの 要請 により、
左表の様 な活動 を行い まし たので、
報告しま す。参 考とし て下 さい。

新名所「
新名所「メディアシップ」
メディアシップ」

（平成二十四年十一月～
平成二 十五年 三月 ）

11月28日

新潟シティガイド
新潟シティガイドの
シティガイドの抱負
関心のあること
関心のあること
味

ｶﾞｲﾄﾞ仲間のみなさまの心熱き研修&実
践の日々が素晴しく大きな励みです。
ｶﾞｲﾄﾞ力向上をめざします。
Noismのﾀﾞﾝｽｶﾝﾊﾟﾆｰ活動
のすべて
新潟の四季の風・緑・人
との出会いを求めて自転
車に
お気に入り喫茶探し
ドカベン・犬夜叉号で
景観を楽しむ
中央区西堀通
横山 幸子

九時三 十分か ら十二 時ま での二
時間半で 、コー スは石 川町 駅から
横浜山手 を回り 赤レン ガ倉 庫のあ
る港まで 約四キ ロメー トル でした。
市内を一望 できる 高台か らの眺
めも素晴 らしい もので した 。
コース 内で少 しでも 新潟 に関連
する人物 があっ たりす ると 、書物
などを示 して説 明して くれ ます。
外国人墓 地での ことで す。 偶然
「ウィリアムコープランド墓前
祭」に出 会い、 関わり のあ る人多
数が参列 してい ました 。こ の人、
ノルウェー人で 「日本ビール産業
の祖」だ そうで す。
私たち が新潟 から来 たこ とを知
ると 「遠来の人」ということで、
墓へのビ ールか けを体 験さ せてく
れました 。
目的地 には予 定時間 ピッ タリに
到着し、 午後か らの行 事に もゆと
りを持っ て参加 できま した 。
「まち歩き」ガイドの初心者で
あった私 たちに とって 、ガ イドの
お手本に なるよ うな心 に残 るガイ
ドでした 。
感想
…歴史遺産の取得・保
存・公開 これが 横浜の コン セプト。

新潟市のののの観光における
「「「「新潟シティガイド 」」」」

新潟市観光政策課国際広域観光室

活 動

内

hospitalityを心掛け新潟まちにこんな歴史
と文化が有ったのかと新たな発見と興味を
お土産話として戴ける様なｶﾞｲﾄﾞが目標
健康
地域貢献
自己企画の長距
離ﾄﾞﾗｲﾌﾞ旅行
江南区曽野木
羽賀 五郎

容
日 程

新潟シティガイド
新潟シティガイド

・聞いたことは忘
いたことは忘れる

ゴルフスコア100切り

古寺名刹探訪

した。外 部企画 でガイ ドを 担当
させてい ただく 機会が 増え てき
ています し、県 外のお 客様 が
ホームペ ージか ら申し 込ま れる
ケースも 着実に 増加し てい ます。
新潟には 「見るべきものが何
もない。 」との 言葉に 反論 する
ところか ら始ま り、新 潟の 魅力
を発信し ようと 頑張っ てき たわ
新潟市 には多 くの魅 力が あり 構築する 上で欠 かせな いも のと
けですが 、よう やく私 たち の活
ますが、 みなと まち新 潟の 魅力 なってい ると思 います 。こ れか
動が認知 されて きてい ると 実感
を伝えるということに関しては、 らも 「まち歩き」を通して、ガ
できるよ うにな りまし た。 これ
新潟シテ ィガイ ドの皆 さま によ イドの皆 さまが 新潟の 顔と して
もひとえ に会員 一人一 人の 努力
る 「まち歩き」が重要な要素と 様々な魅力を引き出して下さる
と市役所 観光政 策課、 中央 区役
思ってい ます。
ことを期 待して おりま す。
所、新潟 観光コ ンベン ショ ン協
会等関係 する皆 様のご 協力 のお
かげと深 く感謝 いたし ます 。
満五歳のののの
五年間の 「まち歩き」ガイド
「「「「新潟シティガイド」」」」
の活動を とおし て感じ たこ とは、
「新潟市が観光地になり得
る。」と いうこ とです 。北 前船
の寄港と 後背地 の川の 舟運 に
よって繁 栄し、 伝統息 づく 湊町
新潟は全国に誇れる 「まち」で
す。歴史 的建造 物やお いし い料
理と古町 芸妓の おもて なし 文化、
新潟シ ティガ イドは 、こ の四
信濃川、 阿賀野 川と日 本海 に抱
月で設立 満五年 になり ます 。平
かれ、空 が広い と形容 され る
成二十年 、年間 のお客 様の 目標
を百五十 人とし 、会員 二十 五名
で発足し ました 。何か ら何 まで
手探りで のスタ ートで した が、
初年度の ガイド 実績は 個人 、団
体等すべ てを合 わせて 一千 八十
一人でし た。以 来、広 報紙 を発
行し、ホ ームペ ージを 立ち 上げ、
ガイドコ ースを 整備し 、ガ イド
活動と会 の運営 に力を 合わ せて
まいりま した。 現在、 会員 は五
十二名、 平成二 十四年 度の ガイ
ド実績は 二千二 百人程 と予 測さ
れます。 基本コ ースの 充実 を図
り、施設 の見学 や体験 型の ガイ
ドを特別 企画と して取 り入 れま
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「えんでこ」
えんでこ」まち歩
まち歩きフォーラム
に参加の
参加の八木代表

歴史探訪、読書、
考古学、落語観賞

・発見したことは
発見したことは身
したことは身につく

東区中山

八木 洋
シティ
ガイド代表
ガイド代表

新潟市文 化観光 ・スポ ーツ 部
観光政策 課長

・体験したことは
体験したことは理解
したことは理解する
理解する

諸橋 紘一

・見たことは思
たことは思い出す
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人と環境にやさしい交通をめざす全国大会in新潟
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中央区地域課
「えんでこ」まち歩きフォーラム
3月23日 フォーラム
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「コープランド墓前祭
コープランド墓前祭」
墓前祭」の
ビールかけに
かけに参加
ビール
かけに参加
来年四 月～六 月の新 潟デ ィス
ティネー ション キャン ペー ン
（ＪＲ六社と地元の観光関係者
や自治体 が一体 となっ て展 開す
る大型観 光キャ ンペー ン： 以下
ＤＣ）に 先立ち 、今年 三月 ～六
月はその プレイ ベント を実 施し
ています 。その 取り組 みと して、
「食」 「花」 「酒」などをテー
マとした 各種イ ベント の開 催や
おもてな し態勢 の充実 を図 って
いるとこ ろです が、新 潟に 来て
頂いた方 に新潟 のファ ンに なっ
てもらい 、リピ ーター とし て何
度も新潟 に来よ うと思 って 頂く
ことが大 切と思 ってい ます 。そ
ういった ことか らも、 多く の来
訪が見込 まれる 新潟Ｄ Ｃ期 間中
は、訪れ た方々 から、 まず は新
潟市の魅 力を十 分に知 って いた
だくとい う面で 大変重 要な 期間
となりま す。

山口 誠二

平成２５年４月
新潟シティガイド
第１６号

－ ４ －
－ １ －

平成２５年４月
新潟シティガイド
第１６号

およそ 二時間 のガイ ドで 何よ
りも私自 身が新 潟の良 さを 再発
見しまし た。こ れまで も何 回か
県外のお 客様を ご案内 させ てい
ただきま したが 、最後 に楽 し
かったと の最高 のほめ 言葉 と笑
顔をいた だくと 新潟シ ティ ガイ
ドさんに 入れて 頂いて 本当 によ
かったと 思いま す。未 熟ゆ え不
安でいっ ぱいに なりま すが 、ガ
イドした お客様 一人ひ とり の笑
顔を思い だし、 それら を糧 に小
野塚らし いガイ ドを一 生懸 命し
ていきた いと思 います 。会 員の
皆様のご 指導宜 しくお 願い 致し
ます。
「「「「旅市」」」」での奇遇

昨初夏、 「旅市」での出来事。
某日、 「港すし」さん前で待機。
お客様の お名前 は伺っ てい まし
たが、不 安で緊 張をし てい た。
やがて、 痩身の 気品に 溢れ るご
婦人と挨 拶を交 わすこ とに なり
ました。 「長野市から参りまし
た、○○ です。 」この 一言 で大
丈夫、今 日はう まくや れる と笑
みが湧き ました 。長野 市は 私の
初任地、 新婚当 時と七 年間 過ご
した思い 出の地 。会話 の弾 みで
「善光寺裏○○町の○○荘に住
んでいた ことが ありま す」 とお
話したら 、しば し沈黙 の後 、
「私も善光寺の裏です。○○荘
はマンシ ョンに なりま した 。」
時代の変 遷に驚 きなが らも 、

これ以上 の会話 は意図 的に 避け、
古町花街 から下 町へ向 かい まし
た。途中 、お客 様から 時間 が十
分あるこ と、神 社仏閣 は毎 日善
光寺を見 ている から、 余り 興味
がないこ と、新 潟の食 材や お店
が見たい こと、 夕食は 古町 近辺
で新潟の 銘品を 食味し たい など
のご要望 を頂き 、急遽 、古 町界
隈のお店を散策。特に 「八百
重」さん に興味 を持た れ、 店内
をじっく りご覧 になり 、何 かを
お求めに なりま した。
○○荘の 大家の 娘で、 あの 頃は
中学生で した。 余りに も偶 然で、
あの時に 言えま せんで した 。料
理講師を してい ます。 」唐 突な
言葉に私 は硬直 した。 さら に、
「長野市は善光寺に頼りっ放し
ですが、 新潟市 は地域 一体 のガ
イド活動 が盛ん で立派 だと 思い
ます」の ご感想 であっ た。
そうい えば、 ○○荘 の隣 家が
大家で、 ヘヤー バンド の似 合う
少女が、 自転車 を乗り 回し てい
たことを 、遠い 記憶の 中か ら蘇
らせた。

その間 、頭の 中は、 夕食 にど
おおおお勧勧勧勧めめめめスポット
のお店を 紹介す れば良 いか のこ
とばかり 。食通 にほど 遠い 自分
には困った問題。その時、 「田
今代司酒造とととと
舎家」さ んの看 板を見 つけ 、そ
入船地蔵尊のののの係係係係わり
うだ 「わっぱ飯」で決まりだ。
「お酒は何を頂いたら良いか」
のお尋ねがあり、 「今代司・越
の華」を お薦め した。
ガイドの最後は 「みなとぴ
あ」。信 濃川河 口をご 覧に なり、
「ここが千曲川の終点ですか」
と感慨深 い様子 であっ た。 お別
れに名刺 を求め られ、 後日 、丁
下町の 本町通 り十四 番町 にあ
重なメールを頂いた。 「わっぱ
飯もお酒 も美味 しかっ た。 私は る浄信院 に安置 されて いる

立立立立 ちちちち 寄寄寄寄 りりりり

御本尊入舩 （船）地蔵が佐渡か
ら渡来した時の由来が 「古老百
話」 （沢村洋編）に紹介されて
いる。こ の御本 尊入船 地蔵 の渡
海に沼垂 の今代 司酒造 の先 祖が
係わって いるこ とがわ かっ た。

そのき っかけ はガイ ドで 酒蔵
見学をし たとき 案内を して 頂い
た九代目蔵元山本氏が 「当社は
明和四年 （一七六七年）創業の
歴史があ り東堀 十二番 町に 但馬
屋という 屋号で 酒の卸 商を 営み、
北前船を 使い佐 渡や北 海道 方面
に商いを してい た。沼 垂で 酒造
を始めた のは明 治三十 年頃 で
す」この 説明を 聞いた 時、 小学
生の頃、 思案小 路の角 あた りに、
店頭の柱にホウロウビキの 「今
代司」の 看板を 掲げた 老舗 の風
格を感じ させる 酒屋さ んが あっ
たことを 思い出 した。 但馬 屋と
いう屋号も 「古老百話」の入船
地蔵尊の 話に出 ていた 記憶 があ
り、後日 「古老百話」のコピー
を持参し 山本氏 を訪ね 問い 合わ
せたところ 「こんな話があった
ことは初 めて知 りまし た。 ここ
に出てく る但馬 屋はま さし く、
私どもの 先祖だ と思い ます 。最
初の頃は 船宿の ような こと も
やってい たよう です。 」と 言わ
れた。浄 信院の ご住職 関川 氏に
も問い合 わせた が、今 代司 酒造
との関係 は知ら ないが 、入 船地
蔵尊に係 わる古 文書が 出て きた
ので整理 中であ るが見 に来 るよ
－ ２ －

入船地蔵尊
平成二 十年六 月二十 一日 、横
浜市は開 港百五 十年で 湧い てい
ました。 開港五 港の函 館・ 新
潟・横浜 ・神戸 ・長崎 の関 係者
が横浜に 集いま した。
発足間 のない 新潟シ ティ ガイ
ドも観光 ガイド の一員 とし て招
待され、 八木代 表・関 副代 表と
もに参加 させて いただ きま した。
その際に 、横浜 シティ ガイ ド協
会会長の 嶋田昌 子さん が、 私た
ちのため 横浜市 内をガ イド して
ください ました 。記念 イベ ント
で何かと 多忙を 極めて いた 中、
時間を割 いてく ださっ たの です。

心心心心にににに残残残残るるるるガイド

〇
しかし、 筋立て が分か れば 、あ
訪れる 人々の 心を癒 して くれ
とは、ど のよう にスト ーリ ーを
る旧齋藤 家別邸 は、新 潟の 宝物
展開する か、は その人 の脚 本で
に思える のです 。
す。利用 者にと って、 楽し い
「まち歩き」となるか、平凡な
西大畑エリア研修をををを終終終終えて
味気ない ものに なるか は、 その
人の脚本 にかか ってい ます 。
平成二 十四年 度は三 期生 が多
プロロ ーグか らエピ ロー グま
数入会し たこと もあり 、ガ イド
でに、こ こでは こんな こと をく
スキルの 向上を 目指し 、各 エリ
わえれば 、笑を 誘うか な、 こん
アチーフ が中心 に、多 岐に わた
る研修会 が鋭意 実施さ れま した。 な順序で 展開す れば、 これ も入
前回に続 き二回 目を報 告し ます。 れられる ・・是 非、脚 本家 に
なってく ださい 。
「楽しいまち歩き」 「新しい新
潟の発見 を」私 が心が けて いる
モットー です。 でも、 なか なか
ムズカシ イもの ですね 。

「「「「研修」」」」でででで想想想想うこと

平成二 十四年 度にデ ビュ ーを
した方も 多くお られた と思 いま
す。うま く案内 できた 方、 思う
ようにい かなか った方 、人 それ
ぞれと思 います 。自分 の場 合を
かさねて も、当 然と思 いま す。
殆どの方 が、グ ループ 研修 や、
自己研修 を経て のデビ ュー と思
います。
先日役員会で 「研修」のこと
が話題に 取り上 げられ て、 いろ
いろな意見が出され、 「研修」
について の目的 、意義 も人 それ
ぞれですが、それでも、 「研
修」の成 果につ いては 、残 念な
がら、満 点とは いかな かっ たよ
うです。 私は、 研修の 成果 を出
すも出さ れなか ったも 最後 は
各々個人 の努力 だと思 いま す。
初めてで あれば 当然、 その 筋立
てを知る 必要は ありま す。

加藤 文夫

も早々に 解消さ れた。 しか しこ
のわずか 二ヶ月 後に西 軍と 戦っ
て無念の 戦死を すると は予 想し
ていただ ろうか 。

まち歩 きで立 ち寄り たい とこ
ろ、立ち 寄って 頂きた い所 は、
白壁通り の旧齋 藤家別 邸で 、私
の大変好 きなと ころで す。 大正
七年新潟 の大財 閥、四 代目 齋藤
喜十郎さ んが、 お客様 をお もて
なしする ために 建てら れた 夏の
別邸、庭 屋一如 のお邸 、現 在ご
縁がある 事に感 謝して いま す。
あるき っかけ で、最 近新 潟市
を唄った 鉄道唱 歌に出 合い 、
すっかり 気に入 って歌 って いま
したら齋 藤邸の 歌詞が 思い 浮か
びました 。
皆様に 親しん で頂け たら いい
な。なん てかっ てに思 った ので
すが、こ んな詩 になり まし た。

間島 勝利

私の思って いた通 りのお 客様
の反応で 八木代 表に改 めて の感
謝です。
その後 ＮＥＸ Ｔ２１ の展 望階
に。その 日は西 の空に は薄 陽が
差し天使 の梯子 、東の 方は 某映
画会社よ ろしく のテト ラポ ット
への波し ぶき。 異なる 日本 海の
姿に海な し県か らいら っし ゃっ
たお二人 には大 変喜ん で頂 き、
冬の新潟 もまん ざらじ ゃな いと
うれしく なりま した。 お寺 の甍
の波が絵 画のよ うに続 く姿 に感
激してい ただき 、こん な瞬 間は
ガイド冥 利に尽 きます 。本 町の
市場では 冬のブ ランド 野菜 女池
菜や五泉 のサト イモ・ 帛乙 女・
岩船のま んじゅ う麩・ 切干 大根
と新潟の 食文化 の多彩 さに も驚
かれた様 子。

うに言わ れ、下 町リー ダー の渡
辺氏と同 行し見 せても らっ た。
明治、大 正、昭 和初期 の文 書で
入船地蔵 尊の由 来に関 する 文書
は四種類 ほどあ った。
今代司 酒造の 先祖但 馬屋 に関
係する箇 所を抜 粋する と
「（略）享保三年 （一七一八
年）九月八日佐州 （佐渡）羽黒
山ヨリ渡 来シ玉 フト傳 フ地 蔵尊
ハ御丈二 尺八寸 ノ石像 ニテ 佐州
羽黒山覚念ト銘アリ （中略）丹
州ノ国 （丹後、丹波）桶 （フ）
屋船佐州夷港ニ碇泊ノ砌 （ミ
ギ）リ一人ノ僧来タリ、 （中
略）船中 上陸后 問屋但 馬屋 方ヘ
投宿シ地 蔵尊ヲ 當港源 四郎 小屋
（水戸教小屋）ノ傍ラニ安置ス
（略）」とある。
このよう な文言 からす ると 地蔵
尊は今代 司酒造 の先祖 酒問 屋の
但馬屋が 使用し た北前 船で 渡海
したもの と思わ れる。
色部長門追念碑のののの建立

色部長 門が関 屋の地 で戦 死し
てから約 六十数 年後の 昭和 七年
旧関屋村 庄屋斉 藤家の 第十 三代
当主だっ た斉藤 巳三郎 が戊 辰新
潟戦争時 に東軍 総督の 新潟 町撤
退の決断 が町の 民衆を 大き な戦
火の難か ら救う 責任を 果た され
たことと 遭遇戦 でたと え少 数で
あっても 敵に後 ろを見 せず 勇猛
に立ち向 かった 武士道 亀鑑 たる
を惜しん でこれ を千古 に伝 えた
いと自から会長となり 「新潟関
屋戊辰戦 跡保存 会」を 設立 し、
当時関屋 田町の 湿地帯 の埋 立整
地等の事業を行っていた 「関屋
土地区画 整理組 合」が 後援 とな
り、現在 地を戊 辰公園 とし て関
屋地区住 民の勤 労奉仕 で整 備し、
【色部長 門追念 碑】が 昭和 七年
八月建立 された 。
◎碑の石 材は水 戸花崗 岩で 高さ
四．七ｍ 、国文 学者徳 富蘇 峰の
題字が刻 まれて いる。

一、夏の 別邸齋 藤邸
〇〇お庭 は池を 囲みき て、
砂丘 の傾斜 その まま に
四季 折り折 りの 錦の 絵
二、今こ の世の 平安の
〇〇高な るビル のただ 中に
時代 を伝え る お 邸は
大正 時代の おも てな し

－ ３ －

信濃川の
信濃川の終点は
終点は新潟港
高橋 敬文

入山 紀子

諸橋 紘一

鍋茶屋 東堀通り
東堀通り側より
慶応四 年一月 頃江戸 幕府 崩壊
のきざし が見え 始める とと もに
江戸や会 津から 脱走兵 が数 百人
程新潟町 に入り 込み傍 若無 人の
状況とな った。 兵力を 持た ない
新潟町奉 行所は 手の打 ち様 がな
く六月一 日奉行 代理の 田中 廉太
郎は東軍 総督色 部長門 に新 潟町
の全権を 引き渡 し江戸 へ引 き上
げた。こ れによ り新潟 町の 治安

本 町 市 場

長野 善光寺
旧齋藤家別邸

色部長門 追念碑
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