買ってしまったエンディングノート。
糸をただ「ちくちく」。

けれど、それは一頁も埋まることなく
そして、生まれ変わったものに

春からずっと時折見つめているだけの
に出会うのが楽しみ

のエンディングノート。

・食べ歩き

・１人あそびを模索中です。

夕方ワイド新潟一番(5/9放送)「上古町」
5月16日 取 材

諸橋紘一

新潟映像政策ボランティア
6月 5日 取 材

羽賀五郎

第四銀行

“きらら” 夏号(7月下旬発行)「ガイドさんと
ある<西大畑のお屋敷町コース>
6月 7日 取 材

深澤一彦

BSN

Nスタ新潟(6/21放送)「沼垂小路めぐり」
6月 8日 取 材

八木洋

新潟日報
6月17日 取 材

渡辺博 田村裕子

新潟日報
6月19日 取 材

八木洋

ＢＳＮ

水曜見ナイト(7/17放送) 「古町・花街特集」
7月17日 講 演

八木洋 加藤文夫

新潟県高齢者大学

合同講義「新潟シティカン゛イド・活動紹介」
7月25日 取 材

渡辺博

新潟日報

゛ふむふむ”(8/8掲載)
８月１日 取 材

渡辺博 相田敏之介 新潟日報

゛ふむふむ゛（水戸教公園平和祈念碑等)
８月６日 取 材

渡辺博

終戦記念日特集（水戸教公園平和

「えんでこ」後期日程は九月二
十一日か らの予 定です 。ゆ っく
り歩いて みるこ とで気 づく 中央
区の魅力 を、さ らに多 くの 方に
感じてい ただけ るよう 、引 き続
きご協力 をお願 いいた しま す。
先程のア ンケー トでも ご指 摘が
ありまし たが、 街の印 象や 感じ

ＮＯ．１７
ＮＯ．１７号
１７号

≪編集発行≫
編集発行≫

新潟シティガイド
新潟シティガイド

≪発行人≫
発行人≫

八木 洋

範囲で迷惑をかけぬ様に教えて頂き学びながら
活動に参加させて頂きたいと思います。

イベントに参加し体験を通して学びたい。 これからも経験を積んで行

第三期 生とし て、昨 年四 月か
ら実働十 一回を 経験し まし た。
毎回楽し みに、 自分な りに 準備
をして臨 みます が、結 果の 満足
度はいま いち、 反省点 が多 く残
ります。
当面 「参加者からもっと聞
く」 「最後の挨拶を気持ちよく
迎える」 ことを 心掛け 、状 況に
合わせた ガイド ができ るよ う努
めたいと 思って います 。
少ない 経験で すが、 先日 こん
なことが ありま した。 県外 から

新新新新 潟潟潟潟 船船船船 方方方方 節節節節
日和山か ら沖眺 むれば
沖にはか もめの 夫婦ず れ
足を櫓櫂 に身を 船に
羽を帆に して船 遊び
私の心も その通 り
夫婦仲良 く
トコ兄ち ゃんそ のよう に

編編編編 集集集集 後後後後 記記記記
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広報誌 トップ は、毎 回、 我々の活 動に、
日頃から 、ご指 導・ご 支援 を頂いて おり
ます、会 員以外 のＶＩ Ｐの 方々より ご投
稿をお願 いして おりま すが 、この度 は、
「えんでこ」で大変お世話になっており
ます、中 央区地 域課長 様か ら、ご投 稿を
頂きまし た。
内容は、これまでの 「えんでこ」を総
括するも ので、 我々の 今後 の活動に 励み
となる内 容でし た。特 に、 参加者同 士の
「輪」が出来ている事は興味深いです。
九月には、後期 「えんでこ」も始まり
ますが、 これら のご意 見を 参考に、 更に
精進し皆 様のご 期待に 応え るべく努 力し
て参りた いもの です。
我々が 「シティガイド」を目指した理
由には夫 々区々 だと思 いま すが、只 一つ
共通している所と言えば 「新潟の素晴し
さを大勢 の人に 伝えて 行き たい」と 言う
事だと思 います 。その ため には、初 心を
忘れず、 常に好 奇心を 旺盛 にして、 新潟
の素晴し さを更 に発掘 して 自らの知 識の
巾を広げ て行く 事が必 要か と思いま す。
〇その意 味でも 会で主 催す る研修会 等に
も積極的 に参加 し、会 員同 士のコミ ュニ
ケーションの 「輪」を広げ、お互いの
「知っていることのやり取り」を活発に
展開する ことが 、ひい ては 、新潟シ ティ
ガイド全 体のレ ベルア ップ に繋がっ て行
くものと 思いま すが、 如何 でしょう か。
勝見 進進進進

●

広報担当
●
広報からの
お願い
・投稿をお
願いします
。
・ホームペ
ージに新し
〇い機能を
追加しまし
〇た。大い
に利用しま
〇しょう。
・心温まる
ホ
〇楽しかっ ットな話、
た話、厳
し
‥かった話
を
〇報共有し 、皆で情
ましょう。

・観音様めぐり

を開始し て、五 年を経 過し てい
ることも あり、 新潟市 民の 皆様
始め、多 くの地 域から 注目 され
ている証 だと思 います 。
〇我々は この現 状を認 識し 合い、
更に、技 術・内 容・お 客様 対応
等の面に おいて 、お互 いに スキ
ルアップ を図る 様に勤 めて 参り
ましょう 。

ＴｅＮＹ

新潟市中 央区地 域課長

●

きたい。
バス)模型収集と乗車

左の表 は、テ レビ局 、ラ ジオ
局、新潟 日報等 の報道 機関 から
四月～八 月の間 に取材 があ った
ものです。 「まち歩き」は、各
地で最近 ブーム になっ てい る様
ですが、 当シテ ィガイ ドは 活動

斉藤勝子

みんなで広広広広げよう
「「「「えんでこ」」」」のののの輪輪輪輪！！！！

5月 １日 取 材

のご夫婦 を案内 したと きで す。
初初初初めての『『『『マンガ・・・・アニメ
雰囲気も 良く、 いまが チャ ンス
満喫コース』』』』
と、お許 しを得 て湊稲 荷神 社で
「新潟甚句」日和山で 「新潟船
方節」の 民謡を 聞いて いた だき
ました。
船方節 は山陰 の出雲 節が 日本
海を北上 、新潟 に伝わ った もの
で、酒田 ・秋田 にも、 全国 的に
六月八 日、二 瓶芳枝 さん と小
有名な唄 として 残って いる 。節
参加さ れた方 のアン ケー トで 方はガイ ドさん の説明 で大 きく
回しは安来節とそっくり。など 生が 「えんでこ」まち歩き『に
は、 「ガイドさんがとても丁寧 異なるようです。皆さまの更な
いがたマ ンガ・ アニメ 満喫 コー
とお話し しまし た。
で楽しかった」 「ガイドさんの るスキルアップを期待していま
ガイド終了時に奥様が 「今日 ス』のガイドを担当した。参加
説明がわかりやすく、大変ため す。これからも 「えんでこ」ま
は唄を聞けて、気持ちの良い時 者が九名 （男性六名、女性三
になりま した」 など高 い評 価が ち歩きを 一緒に 盛り上 げて いき
間を過ご せまし た」と 言っ て下 名）で、 二、三 十代が 二名 、あ
寄せられ ました 。また 、繰 り返 ましょう 。
とは五十 代後半 から六 十代 、七
さいまし た。
し参加さ れるリ ピータ ーも 多く、 最後に なりま すが、 新潟 シ
「お世辞にも上手」と言えなく 十代の方々であった。リピー
ガイドさ んを中 心とし た参 加者 ティガイ ドの皆 さまの 今後 ます
同士の交 流も見 受けら れる など、 ますのご 活躍を お祈り 致し ます。 ての表現 とも思 います が、 うれ ターがほ とんど で、み なさ んは
このコー スが新 コース なの で参
しい言葉 でした 。
年々 「えんでこ」の輪の広がり
新潟に は船方 節をは じめ 、新 加したと いう感 じであ った 。
を感じて いると ころで す。
ガガガガ イイイイ ドドドド 日日日日 誌誌誌誌
古町エリアにある 「マンガの
潟おけさ ・越後 追分、 新民 謡と
も言われ る新潟 小唄・ 四季 の新 家」と万 代地区 に新規 オー プし
潟など、貴重な文化財がありま た 「マンガ・アニメ情報館」を
ガイド一年をををを過過過過ぎて
す。ガイ ドでも 紹介し 、楽 しん 含んで二 時間で 回ると いう こと。
でいただ ければ と思っ てい ます。 エリアチ ーフの 意見も 参考 に、
コースは 以下の ように 設定 した。
ＮＥＸ Ｔ → 版画通→マ ン
ガの家 → マ ンガス トリー ト →
鍛冶小路 → 東掘通 → 加賀 屋小
路 → 本町五 番町 → 人情横 丁 →
旧他門川 → 礎町通 → 萬代 橋 →

日和山展望台より

－ ４ －
－ １ －

電話で生放送

「人も楽しく
・「書いておくべきなんだろう」と思って
・手芸「ちくちく」、ずっと働き続け

たくさん勉強して引き出しを多く持ちたいです。
・旅行
西区小新
平野 マサ子

“ふれっぷ”9月号「下町まち歩き」

ＦＭポート

自分も楽しく」
ボロボロになった布にカラフルな
西区寺尾
皆川 久枝

・乗り物（鉄道・電車・
西区上新栄

・広域都市新潟の歴史・文化(観光)
松永 昭義

“ふむふむ”(7/2掲載) 「地域の“お宝”探そう」

斉藤勝子

中央区 の見ど ころや 、み なと
まち新潟 の歴史 ・文化 など を、
新潟シテ ィガイ ドの皆 さま の案
内で楽しんでもらう 「えんで
こ」まち 歩きは 、中央 区の 特色
ある区づ くり事 業のひ とつ とし
て平成二 十二年 度から 始ま り、
これまで に市内 外から 延べ 二千
二百人も の方々 からご 参加 をい
ただきま した。
これも ひとえ に事業 開始 当初
から、案 内役で あるガ イド を務
めていた だいて いる皆 さま のご
協力の賜 物だと 思って いま す。
紙面をお 借りし て、心 より 御礼
申し上げ ます。
今年度前期の 「えんでこ」で
は、 「沼垂小路巡り」や 「学校
町・関屋 エリア 」の新 規コ ース
のほか、 「ランチ付き」、 「懇
親会付き」、 「ミニコンサート
付き」な ど、新 たなお 楽し み企
画付きコ ースも 追加し 、九 日間
で十八コ ースを 実施し まし た。

新潟市マンガ
新潟市マンガ・
マンガ・アニメ情報館
アニメ情報館

上村 勇

平 成 ２ ５ 年 （4 月～8 月） 取 材 ・ 講 演 等 の 活 動

「お客様に学ぶ」をモットーに、
・古民具(骨董)の収集と活用

・聞いたことは忘
いたことは忘れる
・見たことは思
たことは思い出す
・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
・発見したことは
発見したことは身
したことは身につく

(自己の) 身の中で出来る事を出来る時に出来る
・老化、ボケ防止対策、
・山城・古城探訪

社会参加、好奇心
・ゴルフ(芝刈り程度)
西区西有明
月橋 邦典

新潟シティガイドとしての抱負
関心のあること
味
趣
所
住
名
氏
写 真

DVD「新潟島坂巡り」

4月11日 取 材

星 恵士

祈念碑・宇品丸慰霊碑等 ）

「えんでこ」
えんでこ」まち歩
まち歩き風景

容
内
対 応 機 関
対 応 者
活 動
付
日

新潟日報

平成２５年８月
新潟シティガイド
第１７号
平成２５年８月
新潟シティガイド
第１７号

メディア シップ → やすら ぎ堤右 『新潟町 と新潟 医学の ルー ツを
巡るコー ス』を 希望さ れた お客
岸→マン ガ・ア ニメ情 報館 であ
る。
様の担当 になり ました 。そ の方
は東京の 人です が新潟 に出 張中
〇途中 「マンガの家」と 「メ
で週末に 新潟に ついて 勉強 をし
ディアシ ップ」 では中 に入 り見
たいとい う四十 代後半 の男 性。
学した。 但し、 この間 の途 中の
〇最初の 予定日 は悪天 候で 四月
一時間強 はマン ガ・ア ニメ に関
十三日 （土）に延期。さて当日、
するもの がなく 、はた して これ
待合せ場 所に着 いたと ころ すぐ
が 「マンガ・アニメ満喫コー
ス」と言 えるの か疑問 に感 じた。 に声をか けられ ました 。よ くお
分かりに なりま したね と答 えま
せめて萬 代橋に 着くま でに もう
したがお 客様は ホーム ペー ジの
一つぐら いマン ガ・ア ニメ に関
ガイドス タッフ 紹介覧 をチ ェッ
係する施 設かな にかが あれ ば、
クされて いまし た。と いっ たこ
コースと しても 納得す るも ので
とでまち 歩き開 始です 。
あるよう な気が した。
挨拶を し、簡 単な新 潟の 歴史
ほとん どの参 加者は マン ガ・
を話し、 県政記 念館、 白山 神社
アニメよ り途中 の建物 ・通 り等
を過ぎ市 役所前 の通り の信 号待
に関心を 持って おられ た。 それ
ちでお客様より 「このコースの
らに関す る説明 等に興 味を もっ
人気はど うです か」と こち らが
て熱心に 耳を傾 けてく れた 。ま
聞きたい ことを 先に問 われ まし
た萬代橋 からの 景観は すば らし
た。花街 を含ん でいる コー スに
く感動し ていた 。小生 の勉 強不
人気があ ります 。この コー スは
足・説明 不足も あるが 、コ ース
お医者さ んが中 心で固 い話 が多
名に一考 を要す るよう に思 われ
いですが 西洋医 学が新 潟に 入っ
る。マン ガ・ア ニメ情 報館 の入
てきた歴 史がつ まって いる コー
口までで ガイド が終了 する ので
スですと 話し『 いこい 公園 』へ。
あるが、 情報館 は有料 とい うこ
ここで竹山屯 （たむろ）新潟病
ともあっ て、そ の後、 館に 入場
院長が北 陸巡幸 中の明 治天 皇よ
したいと いう参 加者は たっ た一
り新潟に 多かっ た目の 病気 の治
名で、あ とは見 学しな いで 帰る
療、及び 予防に 努め患 者を 減ら
というこ とであ った。 最後 のあ
しなさい と千円 頂いた エピ ソー
いさつの とき、 年配者 の方 から
ドを紹介 。
楽しかっ たと声 を掛け てく れた
〇道を歩 きなが らお客 様に この
が、自分 として はすっ きり しな
コースを 選んだ 理由を 尋ね たら
いガイド であっ た。
マイナー 狙いと の事。 一人 で歩
出張中のののの週末利用のお客様をををを
けば判る ような 所でな く、 普通
ごごごご案内
の新潟の 人が知 らない よう なこ
とが知り たい。 広島、 札幌 も
行ったと の話。 お客様 は好 奇心
旺盛で合 図打ち がうま く質 問上
手。つい つい乗 せられ て普 段は
省略する ような 事まで 説明 。

らも機会があったら必見 （残念
な事に非 公開で す）で す

廻りまし た。 お店 を廻っ てい
る内に、 ふっと それが とて も楽
しいこと に気が つきま した 。私
が楽しい 事は、 お客様 にも 楽し
んでいた だける かもし れな いと
思い、ス タート 地点で 次の よう
に説明します。 「皆様、゛うん
めいもん コース ゛にど んな イ
澤田先 生の所 で新潟 医科 大学
メージで 参加し ていた だい たの
の学長を やられ た方で すが 、岐
でしょう か。ラ ンチの おい しい
阜の人で 苦学生 で先ほ どの 竹山
所を紹介 しても らえる のか しら、
屯翁より 大学三 年のと き月 十二
あるいは 、何処 かへ食 べに 行け
円の資金 援助を 受け卒 業後 は翁
るのかし らと思 ってい ます か。
の竹山病 院で働 く約束 で新 潟に
もちろん お奨め のラン チや 会食
やって来 ました 。荻野 先生 も竹
のお店も 、その 前へ行 った ら詳
山病院の 勤務医 でした と説 明。
しく説明 します 。その 他に 今日
といった ことで 屯翁が 新潟 医学
は千円く らいか けて゛ 一ヶ 買
のキーマ ンだっ たので すと 話し
い゛のお 試しツ アーを しま せん
ながらゴ ールの ＮＥＸ Ｔ へ。
か。下町 には普 段買っ てい る商
勉強し たいと いうお 客か ら、
品の製造 元や本 店が色 々と あり
こちらが 勉強さ せて頂 いた 思い
ます。買 った物 を家に 帰っ て食
のガイド でした 。新潟 のフ ァン
になって もらえ たら嬉 しい です。 べてみて 気に入 り、そ こで しか
買えない 物につ いては 、お 渡し
した地図 を見な がら、 後日 買い
下下下下 町町町町 うううう んんんん めめめめ いいいい もももも んんんん
に来るの もいい ですね 。」 と。
コース
〇新聞、 雑誌に 紹介さ れた お店
について は、そ の都度 記事 を見
てもらい ます。
〇お客様達は 「お奨めの一品は
どれです か。」 とお店 の人 と直
接会話し て、楽 しんで いる よう
です。少 し歩き 疲れた かと 思わ

招魂社 （（（（前編））））

公益財団法人 「にいがた文化
の記憶館 」は、 新潟日 報メ ディ
アシップ 五階に 、六月 四日 、
オープン しまし た。
新潟県 にゆか りのあ る文 化人
を一堂に 紹介す るとと もに 、県
内の文化 人顕彰 施設と 連携 し新
たな新潟 文化ネ ットワ ーク の構
築を目指 すとし ていま す。
開設に 当たり 、広く 個人 ・団
体に寄付 金が募 られま した が、
当会とし ても、 設立の 趣旨 に賛
同する事 とし、 団体と して 寄付
をさせて 頂いた 関係で 、会 を代
表し加藤 さんと 二人で 、見 学し
て参りま したの で、報 告し ます。

勝見 進進進進

新新新新 潟潟潟潟 文文文文 化化化化 のののの 記記記記 憶憶憶憶 館館館館

コースの勉 強をは じめた 頃、
お客様を 案内す るにつ けて は、
自分でも お店の 味を確 かめ たい
と思いま した。
それでコー ス内の お店を 一軒
ずつ尋ね 、買い 物をし まし た。
お肉やさ んでは コロッ ケが おい
しいと聞いたので 「コロッケ
一ヶ下さい。」別の店では 「モ
ナカ一ヶ 下さい 。」少 し恥 ずか
しかった けど、 一ヶ買 いを して
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最近、 常磐ケ 丘と言 って もほ
とんどの 人は知 らない と答 える。
旭町高台 の新大 本部跡 とか 有任
記念会館 のある 場所と 言う とだ
いたい分 かって もらえ るが 、そ
の昔何が あった かが全 く忘 れら
れている 。

現在の 新潟が 江戸時 代か ら明
治の新時 代の転 換期を 迎え た重
要な出来 事に関 わる史 跡の 一つ
である 「招魂社」が置かれてい
た場所で あった ことを 。
〇この場 所は昭 和の初 め頃 まで
は新潟一 の高台 にあり 、眼 下に
雄大な信 濃川の 流れを 前に 、遠
く越後の 山々を 見、西 に弥 彦、
角田山の 背景を 見渡せ 新潟 市街
が眺望で きる市 内随一 の風 光明
媚な名所 と言わ れた。
〇慶応四 年七月 二十五 日か ら始
まった戊 辰新潟 戦争が 、七 月二
九日の東 軍総督 色部長 門の 戦死

により新潟町が西軍 （官軍）の
支配下に おかれ て終結 した 。
だがこ の戦い におい て新 潟町
で戦死し た人々 は東西 両軍 を合
わせて約 百名位 と言わ れて いる
が、東軍 の米沢 藩だけ でも 色部
長門を含 め約三 二名の 戦死 者が
おり、他 の会津 や庄内 、仙 台藩
の戦死者 の数は 二十数 名と 言わ
れている が、数 は全く わか らな
いのが実 情であ る。勝 てば 官軍、
負ければ 賊軍と 言う言 葉通 りこ
の戦いで 勝った 西軍は 東軍 の戦
死者の埋 葬を許 さず、 放置 され
腐敗し、 鳥や犬 に喰わ れ死 臭

れるころ 、ある お店に 立ち 寄り、
百円のソ フトク リーム をみ んな
でいただ きます 。お店 の中 には、
買い物客 がちょ っと休 める よう
にと椅子 を用意 してく れて ある
のがうれ しいで すね。 うん めい
もんコー スと云 えども 買い 物だ
けではありません。 「みなとぴ
あ」では 、開港 の歴史 や建 物、
敷地の説 明をし ます。
「湊稲荷神社」では 「高麗犬」
を回して もらっ たり、 神社 にま
つわる話 もしま す。買 い物 をし
たりお店 を紹介 しなが ら横 七番
町を通っ て本町 に入る 所ま で来
ます。こ こでは かって の女 性達
の話など もさせ てもら い、 ひい
てはおも てなし 文化の 芸妓 さん
達の写真 へとつ なげま す。
〇ガイドは 「一期一会 」の出
会いです がデパ ートや 駅ビ ル、
あるいは 街で買 い物を する 時に、
「町歩きで行ったけど本店はあ
そこだったよね。」 「製造元で
製造過程 の話を きいた よね 、と
思い出や 製品知 識の付 加価 値を
つけて買 い物を しても らえ たら
うれしい です。

立立立立 ちちちち 寄寄寄寄 りりりり

ぷんぷん として 酸鼻を きわ めた。
〇そうい う状況 の中で 町民 は賊
軍とはい え累々 と横た わる 野晒
しの遺体 を気の 毒に思 い、 官軍
のお触れ にもか かわら ず夜 間
こっそり と運び 、この 高台 に埋
葬したも のと思 われる 。そ れが
八月の終 わり位 までで はな いか
と推察さ れる。 ところ があ ろう
ことか明 治政府 は東軍 の戦 死者
を埋葬し たこの 場所の 上に 、明
治元年と 改正し た九月 末に 突如、
関屋村や 平島村 の人々 を使 って
地均しを し、県 内で亡 くな った
西軍の戦 死者四 百十八 名を 埋葬
し、墓碑を建て 「招魂場」とし
て同年十 月末に 慰霊祭 を行 った。
〇さらに 明治八 年招魂 場改 め
「招魂社」と改称し、明治十年
には社殿 を建立 し以後 、官 営
（国立）神社として明治の錦絵
にある 「越後真景・招魂場」の
ような盛 大な慰 霊祭典 を執 行し
てきた。
それか ら七十 数年後 の昭 和十
四年招魂社改め 「護国神社」と
改称。昭 和二十 年現在 の浜 手に
移転遷宮 した。
その際 護国神 社の一 隅に 西軍
の墓碑を全て移設し 「戊辰の役
殉職者墓 苑」を 建立し た。
その後 この招 魂社跡 地は 昭和
二十四年 国立大 学法に より 総合
大学とし て新潟 大学が 誕生 し、
国有地か ら新潟 県に移 管さ れた
後、新潟 大学に 寄付さ れ、 昭和
二十六年 ここに 新潟大 学事 務局
本部庁舎 が建設 された 。こ の本
部庁舎も 昭和五 十年代 の五 十嵐
キャンパ ス移転 統合後 も医 学部
各種学校 で使用 されて いた が昭
和五十九 年取り 壊され た。
（つづく）

「今代司酒造」の脇には、亀田
郷から沼 垂へ流 れた長 さ十 二㎞、
川幅四十ｍの 「栗の木川」が
あった。 「栗の木川」は昭和

酒蔵 「「「「今代司酒造」」」」

雄
山崎

－ ２ －
－ ３ －

佐藤お
佐藤お菓子屋
招魂社跡の階段

田村 裕子

表面入口

マンガのののの家家家家

「新潟市マンガの家」は古町通
五番町商 店街の マンガ スト リー
トにある、 「マンガ・アニメの
まち」を いつで も体感 でき る施
設です。 新潟市 ゆかり のマ ンガ
家の作品 世界に 触れ、 いつ でも
マンガを 描くこ とがで きま す。

いくつ もの常 設展示 コー ナー
がありま すが、 中でも お気 に入
りは、赤塚不二夫先生 「おそ松
くん」の イヤミ と同じ ポー ズを
とって写 真撮影 ができ るブ ース
や、ミラ ーで自 分が六 つ子 にな
れる撮影 ブース です。
まち歩 きの際 に視点 を変 えて
立ち寄っ てみて はいか がで しょ
うか。新 しい発 見があ るか も知
れません 。

深澤 一彦

四十三年 に埋め 立てら れ、 四十
六年には バイパ ス道路 にな り
すっかり 変わっ てしま った が、
かつては 北前船 ととも に新 潟湊
の醸造の 町とし て隆盛 を極 めた
所に、現 代も息 づく全 量純 米仕
込みにこだわる蔵元 「今代司酒
造」があ る。
「今代司酒造」には九代目蔵
元を継がれた 「山本平吉」さん
がおられ 、蔵元 の笑顔 に酒 造り
一筋の人 柄が感 じられ ます 。
かつて 酒どこ ろ新潟 に数 ある
酒蔵の中 で全量 純米仕 込み の酒
蔵は 「今代司酒造」だけでした。
蔵元から 清掃が 行き届 いた 酒蔵
を案内 （事前予約をお薦め）し
て頂く、 そして 見学後 は昔 は台

所だった 場所を 改装し た売 店へ
直行。
純米酒は 香“りがつきにくい ”
と言われ るが、 香り、 味、 風味、
更に透明 度、飲 んだ時 の切 れ、
それらを 試飲で 確認、 本当 のお
酒を求め る男に はたま らな い一
瞬。うま い！
又、母 屋は昭 和四年 ごろ 先先
代が細部 にまで こだわ り二 年も
掛け建て た数寄 屋風建 物。 こち

試 飲 所 ：売 店

加藤 文夫
マンガの家

芳郎

阿部

平成２５年８月
新潟シティガイド
第１７号
平成２５年８月
新潟シティガイド
第１７号

