カラオケ

若い人が高齢者になっ
たら日本の社会や経済
がどうなっているか心
配

初心忘れずの言葉をモッ
トーにしてがんばって行き
たいと思っています。

ウクレレでソロを
弾くこと

湊町の歴史とともに、新
聞・市報より仕入れた現在
の町ネタもお伝えできるガ
イドになりたい。

念 仏 寺

福山 忠利

新潟シティガイド

≪編集発行≫

八木 洋

鶴木 達夫

中央区上所

来ましたが、今ひとつ具体性に ります。信濃川ウォーターシャト
欠ける様な気がします。それは ルから見た街の風景は普段、私た
金沢のように町の歴史を表すよ ちが見ている風景とちょっと違っ
うな物が少ないからかもしれま て見えます。朱鷺メッセにある、

西区小針

万代島ビルと花絵

阿部 芳郎

編編編編 集集集集 後後後後 記記記記

広報担当
勝見

進進進進

それは平成二十二年七月十七日
の 「予約のいらない町歩き」のこ
とでした。お客様は一組、男女二
名の方でした。西堀ローサの受付
場所で待機していた時、受付時間
終了間際に男性がやってきました。
町歩きをしたいがレンタサイクル
を返してくるまで待ってもらえる
かとのお話でしたので、大丈夫で
すよと返事をして待っていました。
十五分ほど経過したころ、その人
は若い女性と一緒にお見えになり
ました。
早速受付をすませ、町歩きに出
発しました。歩きながら話を伺う
と、大阪から夜行寝台特急 「日本
海」で来られたとのこと、途中の
日本海がとてもきれいだったと感
動されていました。新潟に着いて
から、午前中はレンタサイクルを

大阪からきたお客様

いって階段を上る。七合目あたり
でお客様が叫ぶ。 「あった、あれ
です。」確かに船でした。私は船
だから横になっていると思ってい
ましたが、これは立ち上がってお
り 「海難者招魂之碑」とありまし
た。お客様は大満足。お客様の喜
びはガイドの喜びといったことを
体験した楽しい街歩きでした。

広報か
報からのお願い
！！
・投稿をお願
いします。
・ブログへ投
稿して
〇下さい。
（メー〇
〇ル・ＦＡ
Ｘで広報
〇担当へ）

●

この度、機関紙の編集を担当する事にな
りました。
十五号の編集を担当し、初めてその重要
性と編集の難易性を痛感している昨今です。
この度は、トップ記事として、新潟市市
民活動支援センター運営協議会 会長
森本 利さまから、ご投稿を頂きました。
誠に有難うございました。
これまでのトップ記事を拝見しますと、
我々の活動に対しまして、貴重なご意見や
期待が記載されており、身の引き締まる思
いがします。
また、会員の皆様からも鋭意投稿を頂い
ており、 「機関紙」は大勢の皆様に支えら
れていることを痛感致した次第です。
機関紙は会員相互の情報交換の場として、
また、外向けには、当会の活動状況をア
ピールする有効な手段だと思っています。
この度の編集に当たりましては、前任の
「ケイボウ」さんから全面的にアドバイス
を頂き発行することが出来ました。
今後におきましても、会員皆様からのご
協力により更なる充実を目指して参ります
ので、ご協力の程、宜しくお願い致します。

●

お客様かなと思うまもなくガイ
ドの申込み。花街・西大畑を回
るコースで十時出発と返答。と
ころがお客様は行きたい所があ
り、親と行った船を見たいとの
こと。 「どんな船ですか」下町
の方にあった。この道をずっと
行くと海に出るといわれた。そ
の船は金属で出来ていた。 「そ
の船をいつ頃見られたのです
か」小学生の頃。現在七十歳。
連れの女性が補って六十年前だ
ね。 「私は見当がつきません。
下町としたら日和山の展望台辺
りですか」海岸ではない。 「そ
れでは日和山の住吉神社という
のもありますがその辺りです
か」それが分からない。ガイド
さんなら詳しいから分かるだろ
うと思って来た。さあ困ったど
うしましょうか。こんなやり取
りで十時近くになった。他にお
客さんもなさそうですから船を
捜しに出かけましょうか。但し
私は下町に詳しくはありません
が迷子にならないくらいの道順
は知っています。それでよかっ
たら花街・下町巡りといった
コースでいかがでしょうか。船
の見当がつきませんのでお客様
の記憶が頼りです、といった事
で出発。太田木甫、平出修の碑
を説明。かつて新堀東堀の交
わった所にあった 「四つ橋」を
説明。お客様は足腰軽やか口も
軽やか一言説明すると二言くら
いの返答。天気もよく快適な街
歩き。花街を抜け広小路を越え
て下町地区へ。最近のテレビ番
組でお店紹介に登場した佐藤菓
子店に寄る。その話題で盛り上
がりお客様はお土産購入。古町
をどんどん下って第一目標の日
和山を目指す。あれが日和山と

日帰り温泉に
行く事

一日一万歩を歩く
こと

ウォーキング・
始めたばかりの
ウクレレ・時代
小説（佐伯泰英
ほか）
中央区親松
若杉 明

西区平島
小林 竹志

寺町あるき③③③③

指名されるようなガイドに
なりたい。
健 康

近藤 正雄

立立立立 ちちちち 寄寄寄寄 りりりり

森本 利

船型の碑

美 容
・発見したことは身につく

健 康

・体験したことは理解する

美 容
・聞いたことは忘れる

くのり

・見たことは思い出す

町の様子や人物 を
10問クイズにする事
(萬代橋と曾津八一を
完成)

出会いを求めて新しいこと
を知ること。
旅行

テニス

新潟シティガイドの抱負
関心のあること
趣 味
住 ま い
氏 名
写 真

≪発行人≫

介 ‥‥
紹
員

九里 浩之

第四国立銀行家屋旧図

当市新潟の地方銀行である第四
銀行本店脇のホール棟四階に 「だ
いし金融資料室」がある。そこで
は、現存する日本の銀行の中で最
真宗大谷派
念仏寺
も永い歴史を有する第四銀行の
「歩」を中心に県内金融の変遷や 関屋砂丘の麓に敷地が約５千坪の
明治から このお寺はあります。越前浜から斎
現在に至 藤家の分家が天保十二年 （一八四
るまでの 一）ころ、この地に来て無住の荒れ
世相の移 寺を転派して斎藤家の菩提寺にした
り変りを と言われています。
パネルで
一村一ケ寺の風習により村民に布
展示して 教し最初に檀家になった石川 （屋
いるほか、号：きぜんどん）さんは色部長門の
開業免状 遺体を預かっていると米沢藩へ使い
や国立銀 にだされた人とのこと。ご子息はと
行紙幣を ても品があり少し寂しそうだったこ
始めとす と、後日親族が礼を尽くし遺体を引
る資料や 受にこられたことなどを話していま
貯蔵品も展示している。
す。
開館は平日のみで、九時三十分
今も命日の七月二十九日には米沢
から十六時三十分まで。 （銀行休 市より大勢の方が来られ、上杉太鼓
業日は閉館）入館は無料で、どな を奉納し藩士の墓を供養しています。
たでも観覧できる。時代の変化と 今年は旧高鍋藩からの参加がありま
金融の移り変わりを見ながら、楽 した。
しく歴史に思いをはせるひととき
を満喫できる。小学生対象の夏休
みの
「銀行
見学
会」の
行事も
大好評
だ。

新潟のまち歩歩歩歩きの魅力とは？？？？
新潟市市民活動支援センター

とおる

－ ４ －
－ １ －

だいし金融資料室

せん。 「水と土の芸術祭」に象
運営協議会 会長
万代島ビ
徴されるように新潟は自然が育
ル三十一
んだ歴史風土に特徴が有るので
階 「ばか
はないでしょうか。
うけ展望
明治維新直前には開港五港の
室」から
ひとつになり、一八八０年頃、
見た夜景
市内には最大二十六本もの堀が
も美しい
日頃より市民活動支援センター ありました。現在はその面影は
ですね。
をご利用頂きありがとうございま 有りませんが、歴史遺産として
横浜の山
す。新潟シティガイドさんの活躍 の旧新潟税関庁舎など見るべき
下公園の
は普段より古町のガイドなどで良 所が数多く有ります。
ように信濃川左岸の緑地がデート
くお見受けしています。
私は一九八七年からＮＰＯ法
私と新潟市の関わりは新潟大学 人新潟水辺の会の会員として新 コースになったら良いなとも思っ
に入学した昭和四十七年からです。潟市内や県内の様々な水辺を見 ています。早く 「水都新潟」が誇
（それまでは東京に住んでいまし て来ました。そこで感じたのは、れるよう、新潟シティガイドの皆
た。）その年に、関屋分水路が完 まだ知られていない （気がつか さんと一緒に考え、行動してゆき
成し、学生時代には万代シティや ない）魅力が数多くあるという たいと思います。
西堀ローサなど次々と町中に新し ことです。関東から来た方は、
い施設が出来ました。確か、その 中心市街地にあるホテルから数
頃、駅前の 分で海水浴が出来る海岸に行け
る事や、町を流れる信濃川や阿
看板には
「音楽都市 賀野川の豊かな水量に驚きます。
船船船船 をををを 捜捜捜捜 しししし にににに
新潟」と書 実は、萬代橋すぐ上流の直壁護
いてあった 岸では 「ナゴヤサナエ」という
ように記憶 トンボの幼虫 （ヤゴ）が育って
しています。います。また、今の時期 （十月
末）は数多くのサケが遡上して
その後、
います。都市にある河川でこの
「水都新
五月十九日、今日はローサの当
潟」など町 ように自然度の高い川はあまり
をアピール 聞いた事がありません。観光面 番日。席に座ったら早速二人ずれ
する様々なキャッチフレーズが出 から見ても、数多くの魅力が有 の女性がこちらにやって来た。
やすらぎ堤

・心温
温ま
まるホットな話
、
〇楽しかった
た話
話、厳し
‥‥‥
‥か
かった
た話
話を、皆
‥‥‥
‥で
で情報
報を
を共有
有し
‥‥‥ましょう。 し
う。

赤塚 正明

ＮＯ．１５号

会
‥‥

平成２４年１２月

新潟シティガイド

第１５号
平成２４年１２月
新潟シティガイド
第１５号

１６２名 ５５名 １０７名

１４名

３０名 １２名

１８名

９月２９日（土）

歌いながら散策

３４名

２名

３２名

１０月２５日（木）

他門・礎界隈と古町演芸場

１８名

５名

１３名

１１月 １日（木）

学校町・関屋旧北国街道をたどる

２１名

８名

１３名

１１月 ８日（木）

北国浜街道と松崎の薬師庵

２３名 １２名

１１名

１１月１４日（木）

沼垂寺町散策と座禅体験

１０名

４名

６名

取 材

新潟市観光政策課国際広域観光室
新潟市観光ガイドブック「新潟市旅手帳」

7月12日

講 演

新潟県高齢者大学
合同講義「活動の紹介」加藤文夫さん同行

7月21日

交流会

「新潟下町めぐり」

亀田福寿大学探訪部

下町エリア
チーフ

9月12日

取 材

ＮＳＴ新潟総合テレビスマイルスタジアム
「新潟検定の勉強」

10月15日

会 議

中央区地域課・評価会議
砂丘館指定管理者選定会議

11月22日

ヒアリ 中央区建築課まちづくり係
「新潟島海岸賑わい創出アクションプラン」
ング

新潟シティガイド

八木 洋 代表

〇ったら等、斬新な企画
・今迄のガイドの仕方でお客様に
〇楽しんでもらっているのか
・新潟に行くと面白く、楽しい
ガイドがいるそうだ等、
〇話題になる企画など来年度は会
員の皆様より意見を出していただ
き企画を楽しむ部会を立ち上げた
いと思っております。多数のご参
加をお待ちしております。
尚、この企画にご協力とご理解
をいただいた会員と当日ガイドの
皆様に感謝いたしております。

中央区社会福祉協議会

斉川 健一

6月27日

－ ２ －
－ ３ －

クロフィルム故、色こそ画面に出
てきませんが黒い点になって現れ
おおおお勧勧勧勧めスポット
た女性、その時から 「アント
ン・カラス」のチターの音色が彼
新潟のイチョウ並木
女の心情をかもし出すように情熱
的に、そして甘く背中をずうっと
追いかけていく悲しいラストシー
ン。チターの音色と共にいつまで
も目から耳からも離れません。
○バスからの眺めや、マイカーで
の車窓からも良し。されど この
秋も一段と深くなり特に中秋 通りはゆっくりと首をすくめなが
から晩秋にかけて是非歩いて頂 ら歩き、 「第三の男」のヒー
きたい所、そこはガイドマップ ロー・ヒロインになって下さい。
にもない市内の観光案内にもな オーストリア・ウィーンのイチョ
い通り、浜浦町辺りを起点に金 ウ並木を歩いている主人公になれ
衛町、松波町そして水道町へと ます。
ゆっくり歩いてみて下さい。貴
白山エリアや下町エリアも楽し
方はもう映画 「第三の男」 の むと同時に一度お客様をお連れし
ヒーロー・ヒロインになり、
てみては如何でしょうか。ここが
あっという間にオーストリアの、シティガイドの腕の見せ所です。
ウィーンの住人です。悪徳商人 新潟のイチョウ並木をダイナミッ
ハリーライム役の 「オーソン・ クにエキサイテングに！
ウェルズ」その友人であるアメ
スキルアップ研修をををを終終終終えて
リカの三流文士役 「ジョゼ
フ・コットン」 そしてハリー
ライムの恋人役 「アリダ・
各エリアチーフを中心に実施さ
ヴァリ」 この三人の競演での れたスキルアップ向上研修につい
モノクロフィルムでの映画
て二回に分けて報告します。
「第三の男」 この三人の俳優
それぞれに主役を張れるだけの
下町エリア研修をををを終終終終えて
大スター
達です。
○その圧
巻はヒロ
インが殺
された恋
今年前半のまち歩き 「えんで
人ハリー こ」で市に寄せられたアンケート
ライムの の中に、ガイドによって 「当たり
お墓にお 外れ」があるとの意見が寄せられ
別れをし た。少々残念であるが確かにこの
ての帰り、イチョウ並木をコツ 中には初心者マークの方もおられ
コツと歩いて来るシーン、モノ たので慣れない案内にこのような

鉄道と「水と土の芸術祭2012」鑑賞ツアー

協力もあり、表の様な実績を残
すことが出来ましたことを報告
致します。
○この企画に係われたことはガ
イドとしても、とても勉強にな
りましたが、今後のガイド活動
にも課題が見えてきました。
・参加される方々の立場に立っ
〇た企画
・お客様の大切な二時間が楽し
〇いと感じてもらえる企画
・こんなまち歩きがあれば、あ
〇
〇

新潟市サポーターズ倶楽部

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、左表の様な部外
活動を行いましたので、報告
します。参考として下さい。

「新潟今昔物語・古町再発見」

イチョウ並木

取 材

利用して市内を観光されたとの 新潟へお越し下さいと言ってガイ ゆっくり歩いたことはないと言う。
ことでした。 （この町歩きはイ ドを終了しました。私にとっては お二人は控え目な話し方をされ物
思い出に残るガイドとなりました。静かな雰囲気で歩いている。新潟
ンターネットで知ったそうで
町の 堀の話をした時、奥様から
す。）鍋茶屋からかき正、市山
「車で萬代橋を通って来ましたが、
家を巡り、 「花嫁人形」の歌碑
「「「「
なななな
方方方方
がががが
」」」」
色
々
川の水が多いですね。あんなに多
を説明したとき、最初は二人と
￤￤￤￤ 実実実実 働働働働 かかかか らららら 学学学学 ぶぶぶぶ ￤￤￤￤
くて洪水にならないのですか？」
もこの歌は知らない様子でした
と聞かれたの で、水害や大河津分
ので、最初の一節を歌ったとこ
水等信濃川との闘いについて簡単
ろ、男性は思い出してくれまし
にお話をした。以前秋田市の藤田
たが、女性の方は分からないと
嗣治美術館を訪ねたことがあり、
のことでした。思わず年齢の
そのことを 伝え 「新潟市は湊を中
ギャップを感じてしまいました。
心に発展して来た庶民の町ですが、
行形亭を案内して齋藤家別邸
シティガイドになって 「予約の 秋田は城下町ですね。やはりお城
に着いたとき、是非見物したい
とのお話があったので時間をと いらない町あるき」二回目の当番 を中心に町が造られ、発展してい
りました。二人とも （特に女性 日。初めての前回は四月でまだ寒 るのでしょうね？」
は）、部屋から庭を見ながらく かったこともあるのか、お客様は と、問いかけると 「秋田はまだ短
つろいでいる様子でした。その なく、ホッとする反面少し残念な いので・・・・。実は岩手県の宮
後、庭を散策しながら感想をお 思いも。今日はお天気はいいし、 古なんです。震災で被災して秋田
聞きすると、大阪にもこんなす 歩くには良い日だなーと思いなが に来ているんです。秋田のことは
ばらしいものはないと感激して ら開店準備完了。早速ご夫妻から 良く分からなくて・・・。
私達は秋田に来ましたが、母は
いました。その後のコースは午 申し込みを戴く。 出発直前に女
前中回ったとのことでしたので、性が一名駆けつけ、三名のお客様 宮古で仮説住宅に住んでいるんで
荻野通りへ直行し、荻野公園へ で出発。途中の会話から、女性は すよ」と、思いがけないお話。
案内しました。荻野博士の名前 市内北区の方で、町あるきは初め 「そうですか、大変でしたね」と
はお二人とも知っていましたが、てとのこと。俳句をやっていると しか言えない。日曜日 なのでカト
屋敷跡の狭さに驚いていました。言って 「かき正」の説明に大変興 リック教会は、説明と内部の写真
有名な先 味を示し、喜んでおられた。ご夫 を、お見せするのみでしたが、ほ
生なので 妻は秋田から来られ、ご主人は何 ぼ予定通りの時間で終わる。楽し
んで頂けたのではないかと思う。
もっと大 度か新潟に来たことはあるが、
お帰りになる後ろ姿に 「早く元
きな屋敷
の生活に戻れますように」と、声
だと思っ
には出さず祈った。お客様の話
たそうで
す・歩くペースに合わせることの
す。実は
大切さを感じ、お客様の 興味に合
お二人の
わせて、お話できる柔軟さや、引
来新の目
き出しが増やせたらいいなと思う。
的は、全
「信濃川の水が多いことと、津波
国でここ
が川を逆流することでも思い出 さ
しかない新潟競馬の一千メー
れたのかな・・・」と、
ター直線のレースでした。別れ
際に馬券が的中すると良いです
もうご案内してから四～五ヶ月
ねと言った時の二人の笑顔が印
経つが時々思い出すお客様です。
象的で、機会があったら、また

２6名 １２名

瑞光寺ご開帳

たが、三年前からは、新潟市中央区
「えんでこ」の企画で市報に大きく
載ることにより、多くの市民の方々
に 「まち歩き」の存在を知っていた
だくことが出来た反面、 「えんで
こ」と新潟シティガイドの区別がつ
かない参加者もおられたり、また、
「えんでこ」の担当者からは、この
企画は今年で終了かもの声もあり独
自企画を実施していない当会として
危機感を感じ、特別企画の計画を立
て、委員会でも賛成してもらい実施
しました。企画し、実施することは
コース・内容・応募方法・日にちの
決定・参加者に喜んでもらえる内容
か等を考え、チラシの作成・コラボ
する内容先へのお願い等々の前準備
が大切で時間と気持ちの安らぐこと
がなかったのですが、月橋さんの

宝亀院ご開帳

７月１０日（火）

オギノ公園

意見が出されたのだろう。誰で
も最初は初心者であるが、お客
様はこのことを知らない。知ら
ないからこそ失礼が無いよう頑
張らなければならないと思って
いる。
ところで当シティガイドは発
足から五年、今では市や観光業
界等からも信頼され全国からの
ガイド申込みも数多く、発足当
時では考えられないほど取り巻
く環境は大きく変化している。
○その結果、責任も重くなりガ りする場所も魅力的なスポッ
イドとしての資質の向上が求め ト」 「ガイドは点 （スポット）
られていることから、かなりの と線 （道中）の結びつき、線を
知識とガイド技量が必要になっ どう生かすか」 「視点を変えれ
てきている。
ば景観 （説明も）も変わる」
この環境変化に対応するため、 「エリア内の協力者、スポット
先輩後輩の垣根を乗越え、お互 を大切に」最後に 「お客様との
いに持てる力を出し合い、教え 言葉のキャッチボール」等を実
合ってガイド技量向上に努めな 践に結びつけたいと努力してい
ければならないと考えている。 るのだが。
今回、下町グループの 「えん
しかし 「言うは易く、行うは
でこ」研修もその一環として実 難し」の情けない状況が現状で
施したもので、特に新人ガイド ある。今後もお互い切磋琢磨で
さんは大変だと思う。厳しい様 頑張りましょう。
であるが研修で即応できるほど
甘くはなく、一つ一つの積み重
平成二十四年度 部外向けけけけ
ね、そして数多くの経験により
自主企画のののの実施について
始めて初心者マークが外れると
思っている。
私はガイドに必要なことはま
ず 「自己研鑽」そして何よりも
「ガイドが楽しい」 「やりがい
を感じる」ことが一番と考えて
いる。この意識さえあれば 「鬼
に金棒」 「成長は間違いなし」
と信じている。
新潟シティガイドが発足して
〇参考までに私は今 「新潟を
から五年となりました。発足当
もっと知りたい、伝えたい」
時は個人の方の申込みやコンベ
「知っているようで実は知って ンション協会等の企画に乗せて
いない新潟の歴史」 「普段素通 もらいながらのガイド活動でし
６月１８日（月）
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5月10日

リコージャパン（株）新潟支社法
人向けネットサイトで下町紹介

女
男

別
男 女

渡辺 博

川岸町3丁目ポプリの会
「新潟の昔」
講 演
11月13日

講 演
9月12日

講 演
8月29日

容
内
活 動
日 程

参加者数
企 画 コ ー ス 名
実 施 日

大河津分水新可動堰

特訓中の渡辺チーフ

大橋 和子

齋藤 勝子

平成２４年１２月

新潟シティガイド
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平成２４年１２月

新潟シティガイド
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