新潟のののの妖怪伝説をををを歩歩歩歩くくくく
所長

八木 洋

・聞いたことは忘れる

・見たことは思い出す

・体験したことは理解する

から追い 出され た大蛇 を祀 った
社ですし 、本町 市場の 白龍 権現
の祭神は 、長野 県千曲 川か ら到
達した御 祭神で す。こ のよ うな
神さまが いらっ しゃる のも 新潟
ならでは 。なか なか語 りつ くせ
ない新潟 の不思 議スポ ット 。気
軽に回れ ますの で、ぜ ひご 覧に
なってく ださい 。

新潟シティガイド
≪発行人≫

私私私私のお勧勧勧勧めスポット

〇 「海は荒海 向こふは佐渡よ
すずめ啼 け啼け もう日 はく れ
た」北原 白秋が 新潟の 浜辺 を詠
んだ砂山 です。 この詩 は昔 日の
浜辺の風 景を思 いださ せて くれ
ます。林 の中を 進んで 行く と、
詩人や文 学者の 碑や像 がた って
います。 しばら く歩い て行 くと
「ドン山」といわれ、時計が普
及してな かった 新潟で 大砲 で空
砲を打ち 、正午 を知ら せて いて、
人々に親 しまれ ていた そう です。
「ドン山」をすぎて二葉中学校
の脇を下 り西大 畑の地 獄極 楽通
りへ出ま す。通 りの左 側に 西大
畑公園が ありま す。か って 公園
内には、 火葬場 があっ たと いわ
れており ました 。
料亭と 旧斎藤 家のお 座敷 が続
く白壁通 りをす ぎ、坂 口安 吾
の生誕地の碑を見学して 「ドッ
ペリ」坂 に向か います 。旧 制新
潟高校か ら古町 へ通じ る異 人池
の、五十 九段の 階段は 、い つの
頃からか 「どっぺり」坂と呼ば
れていたそうです。 「ドッペリ
ン」とは 留年と 言う意 味だ そう
です。こ の坂を 頻繁に 往来 する
なと言う 事です 。柾谷 小路 から

原

神

社

「ドッペリ坂」に向かう道沿い
に県知事公舎、副知事公舎 （レ
ストラン ）があ ります 。大 正か
ら昭和初 期にか け洋館 風の 住宅
が多く建 てられ た、こ の界 隈に
新潟の人 たちは 高級住 宅地 とい
う印象を 持って いたそ うで す。
柾谷小 路に向 かう左 側に 赤い
二つの尖 塔を持 つ新潟 カト リッ
ク教会が ありま す、ド イツ 製の
オルガン やステ ンドグ ラス に囲
まれた内 部はと ても美 しい もの
です。こ の教会 を建て る際 に
掘った井 戸から 水が湧 き出 して、
「異人池」となったそうです。
これから は、ど このコ ース でも
案内出来 る様に やる気 を大 きく
持ちがん ばろう と思い ます

蒲

私は沼 垂生ま れの沼 垂育 ちで
す。沼垂 町はと ても愛 着を 持っ
ています 。特に 蒲原祭 りで す。
昭和五 十六年 迄は蒲 原神 社が
「五社神社」だった事に驚いて
います。 神社の 所在地 一帯 が蒲
原と云わ れてい たから だそ うだ
です。私の周りの人でも 「五社
神社」を 知って いる人 はい ませ
ん。蒲原 神社な ら皆知 って いま
す。
蒲原神 社と云 えば御 託宣 ・祭
り・新潟 県三大 高町の 一つ で、
一㎞に渡 り四百 店余り の露 天、
そして何と云っても 「笹団子・
ちまき」 です。

－ １ －

Ｎｏ．１８号
≪編集発行≫
西海岸公 園と西 大畑付 近

裕江

渡辺

新潟妖怪 研究所

参拝させ ていた だき、 過去 の時
代にタイ ムスリ ップし たよ うな
感覚に襲 われま した。
〇また、 大円寺 さんは 、こ のた
びは外観 のみの 見学で した が、
実は建物 の中に 観海上 人様 の祭
壇があり 、復顔 したお 像が 祀ら
れていま す。さ らに、 土中 入定
した石室 も拝見 させて いた だけ
ます。こ の観海 上人、 真言 宗の
教えに従 って入 定した ので すが、
お墓を暴 いては いけな い、 とい
う法律が できて 掘り出 され ずに
いたもの を、昭 和時代 のテ レビ
企画で掘 り起こ された 方で す。
残念なこ とに新 潟地震 で石 室が
崩れ、湿 気によ りかな り傷 んで
いたとの こと。 篤い信 仰心 と
人々の幸 せを願 う思い から 即身
仏になろ うと決 意した 、高 い志
を持った 方と今 、柳都 大橋 のた
もとの寺 でお会 いでき るの です。
新潟なら ではの ありが たい 場所
です。
新潟湊 は江戸 時代か ら繁 盛し
ていまし たので 、多く の文 人が
往来しま した。 中でも 橘崑 崙は
「北越奇談」の中で新潟のミス
テリーを 何編か 紹介し てい ます。
圧巻は新 潟湊に 姿を現 した 龍。
そして寺 町界隈 の不思 議で す。
また、大 河信濃 川を流 れて きた
神さまも 存在し ます。 白山 神社
の蛇松明 神は、 五泉市 の慈 光寺

どっぺり坂

新潟湊の龍
北越奇談

郁丸さん
高橋
十月十 九日、 新潟シ ティ ガイ
ドさんに誘われて、 「妖怪伝説
を歩く会 」に参 加しま した 。
〇私個人 では、 伝説を 尋ね るこ
とはある のです が、み んな で歩
いてみる とどう なので しょ う。
興味しん しんで した。
〇 「往生院の石亀」、こちらは
いろいろ な書物 で紹介 され てい
ますが、 やはり 実際に 目の 当た
りにする と珍し いです し、 不思
議な話で はあり ます。 なぜ 、住
職が石の 亀を封 じ込め るこ とが
できず、 山忠さ んには 封じ 込め
られたの か。そ もそも 、な ぜ山
忠さんは 長岡藩 からこ のよ うに
立派な亀 を拝領 したの か。 何も
語らない 亀の目 が、も の言 いた
げに見え てきま す。
〇 「蒲原浄光寺」さんも、実は
逆竹伝説 の本家 のよう です し、
「地蔵院」さんや 「入船地蔵
尊」さん は、実 際お堂 の中 まで

竹志
小林
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・発見したことは身につく

女性二人 をご案 内しま した 。
お天気が 心配だ ったの で集 合
場所を県 政記念 館にし まし た。
〇雨が降 った場 合は館 内の 展
示物を見 ながら 白山や 新潟 の
歴史につ いて説 明し、 公園 ・
神社内で はあま り時間 をか け
ないで上 古町ア ーケー ドに 行
き、なる べく雨 に当ら ない よ
うな経路 を考え ました 。幸 い
にその心 配がな い位の 秋晴 れ
になりま した。
祭りに なると 何処の 家で も手
作りをし ました ので笹 の葉 の匂
いが漂っ ていま した。 祭り 見物
は遠方か ら栗の 木川を 船で 来て
寝泊まり し、笹 団子・ ちま きを
食べなが ら祭り 見物を 楽し んだ
そうです 。
時節柄 、笹が 防腐剤 の役 目を
し、日持 ちした からだ そう です。
今、笹団 子・ち まきを 手作 りす
る家はあ るのか な？
私自身 作らな いし子 供の 頃は
一日に何 回も祭 り見物 に行 き母
の作った 笹団子 ・ちま きを 食べ
とても美 味しか った。
今にな れば懐 かしい 母の 味と
匂いです 。
御託宣 によっ てその 年の 作物
参加女 性は二 十代と 連絡 を受
の植え付 け迄も 左右し たと の事。 けていま したが お出で にな った
歴史を感 じます 。
のは六十 代の方 でした 。一 人は
米沢市の 上杉神 社のそ ばに お住
まいで、 上杉神 社でボ ラン ティ
ガガガガ イイイイ ドドドド 日日日日 誌誌誌誌
アガイド をされ ている とい うこ
とでした 。県政 記念館 で副 館長
のＹ氏と 会った 時に、 上杉 神社
でＹ氏ご 夫婦の ガイド をし たこ
とがある 、と言 って偶 然再 会で
きたこと を大変 驚き喜 んで いま
した。も う一人 は二年 前に 米沢
市から新 潟市に 転勤し て来 られ
た方で、 出身は 私と同 じ埼 玉県

九月二 十七日 木曜日 の午 後、
白山公園 ・白山 神社・ 上古 町に

立立立立 ちちちち 寄寄寄寄 りりりり

. 市陸 上競技 場
新潟

は私ばか りでし ょうか ？
〇クラシ カルで 、落ち 着い た風
情の寺院 、ダイ ナミッ クで エレ
ガンスな 萬代橋 。エピ ソー ドと
ドラマを 併せて のガイ ドを 楽し
みたいと 思って います 。

まち歩歩歩歩きコース受賞報告

「千の風・市民の会」から、
まち歩き コース の募集 があ りま
した。多 数の応 募の中 から 、当
会からは 「千の風大賞」に田村
裕子さんが、 「千の風ふるさと
賞」に山 本逸郎 さんが 受賞 され
ました。 お二人 の喜び の言 葉を
紹介しま す。

「千の風大賞」をいただいて

平成二 十五年 七月二 十八 日の
「市報にいがた」に 「千の風に
なって～ 私の散 歩みち ま ち歩
きコース を募集 」の記 事が 載っ
ていました。内容は 「千の風に
なって モニュ メント 」を ス
タート、 通過点 または ゴー ルに
したまち歩きコース （最長一時
間程度） と、コ ースへ の想 いを
綴った作 文を募 集」と 言う もの
でした。
新井満 さんが 最終審 査を して
くれ、賞 も三つ あると の記 事で
した。

私はこ れに応 募しま した 。

－ ２ －

とのこと 。私も 上杉神 社を 訪れ
たことが あり、 お互い 自己 紹介
をご挨拶 代わり にスタ ート しま
した。
公園・ 神社で の説明 には 大変
熱心に耳 を傾け て下さ り、 明暦
の町建や 新潟湊 の繁栄 の話 、信
濃川の変 化には 特に関 心を 寄せ
て下さい ました 。神社 のパ ワー
スポット にも大 感激さ れて いま

後年、上京 して、 いろん な方
の話を聞 いてみ ると、 日本 陸連
の一連の 行為に は敬服 した もの
です。白 山競技 場を空 中庭 園か
ら、ガイ ドして みたい と思 うの

新潟市陸上競技場

裕子

田村

健一

斉川

した ！
ヘルシ ンキオ リンピ ック で、
上古町 に入っ てお二 人は 歴女
日本の三 段跳の 四連覇 を阻 んだ、
から買物 女子に 変身し まし た。
ブラジル のアデ マール Ｆダ シル
斬新でお洒落なお店を見て歩き、 バー、短距離で 「ジャマイカの
買物して お茶飲 んで。 それ にお
旋風」と あだ名 された マッ キン
付き合い しなが ら一緒 に楽 しみ
レ、そして 「人間機関車」と言
ました。 女性は これを 望ん でい
われ、長 距離三 種目を 制覇 した、
ます。
エミール ザトペ ック、 その 彼と
死闘をく りひろ げた西 ドイ ツの
シャーデ 。これ 等アス リー トが、
今、眼の 前、白 山競技 場に いる。
夢の様な 話が、 昭和二 十七 年、
極東の敗 戦国日 本、そ して 新潟
にいる事 自体エ キサイ ティ ング
な話です 。

ちなみ に以前 ご案内 した 女性
のご希望 は、燕 三条の 爪切 りを
買いたい 、ノー ベル賞 晩餐 会の
カテトリ ーが見 たい、 月岡 温泉
の入浴剤 を買い たい、 どこ で買
えますか ？でし た。
米沢の お二人 からそ の後 、ご
丁寧なお 手紙と 写真を 頂き まし
た。大変 喜んで 頂いた こと に感
謝すると 共に達 成感が あり まし
た。今度 は私が 上杉神 社に 行っ
てガイド をお願 いしよ うか と
思ってい ます。

上古町のcafé店

社

神

原

蒲

芳枝

二瓶
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県政記念館と空中庭園

散歩だ からブ ラブラ 歩い て楽
しめたら いいな と考え まし た。
港の景色 が大好 きなの で、 ここ
を歩くこ とにし ました 。一 時間
という時 間を考 え、モ ニュ メン
トを出発点にし 「みなとぴあ」
前からウ ォータ シャト ルに 乗り、
左岸から 右岸へ 渡りま す。 そし
私
生
ま
れ
も
育
ち
も葛 飾柴 又で
て佐渡汽 船から 右岸を 歩き 、柳
す
。
帝
釈
天
で
産
湯
をつ かい
都大橋の 階段を 上り、 橋の 上か
‥
‥
‥
。
」
あ
の
「男はつらい
ら港をな がめる ことに しま した。
よ
」
の
「
車
寅
次
郎」さ んと は違
その後、 橋を下 り左岸 を歩 きな
い
、
新
潟
市
東
区
の生ま れで も育
がら浚渫 船の動 きや港 の様 子を
ち
で
も
あ
り
ま
せ
ん。 「市報にい
楽しみな がら再 びモニ ュメ ント
が
た
」
の
「
シ
テ
ィガイ ド講 座」
に戻りま す。十 一時五 十三 分の
に
応
募
し
ま
し
た
のがス ター ト。
上りウォ ータシ ャトル に乗 って
●
新
潟
の
地
理
、 歴史な ど全 く
このコー スを歩 くと、 港に 動き
「
ゼ
ロ
」
の
状態 でした 。終 了後、
のある時 間帯で した。
●
本
会
の
一
員
とな りまし た。 西大
「おけさ丸」が入港するのを見
畑
の
リ
ー
ダ
ー高 橋敬文 さん とは
れるし、 十二時 三十五 分発 の出
同
期
で
い
ろ
いろ 教えて いた だき
港も見れ ます。 私は船 が旋 回す
ま
し
た
。
「千の風になって」と
る光景が とても 好きで す。
の
出
会
い
は同じ グルー プの 稲村
●このコ ースを 考えた のは 、実
孝
夫
さ
ん
が 「千の風のモニュメ
はガイド の研修 と、実 際の ガイ
ン
ト
」
設
立に向 けて尽 力さ れ、
ド経験に 基づい ていま す。 信濃
そ
の
カ
ン
パをし たのが はじ まり
川左岸の 研修を 受けた 時に 橋の
で
「
碑
の
序幕式 」も参 加さ せて
下を見る のも面 白いも のだ と思
も
ら
い
ま
した。 以後カ ラオ ケ
いました 。又、 朱鷺メ ッセ で泊
「
遊
楽
会」では 「千の風になっ
まった方 に下町 を案内 した 時、
て
」
を
歌い続けています。 「千
ウォータ シャト ルを利 用し たこ
の
風
に
な ってし まうぞ ‥‥ 。」
とがあり ます。 以上の よう な経
と
冷
や
かされても歌う度に 「永
験から考 えたコ ースで す。
遠
の
生
命 」を感 じさせ る歌 詞で
● 「千の風大賞」をいただき、
す
。
「スキルアップ研修」 「研
色々と素 晴しい 体験を させ てい
修
旅
行」 「セミナー」 「各地の
ただきました。 「千の風・市民
ま
ち
歩き 」にも 出来る だけ 参加
の会」の 関係者 の方々 や研 修を
し
て
、い たゞく 資料か ら多 くの
して下さ ったシ ティガ イド の先
事
柄
を修 得出来 ました 。
輩方のお かげと 思い、 とて も感
●
「下町グループ」 「白山グ
謝してい ます。 ありが とう ござ
ループ」 の皆さ んから もご 指導
いました 。
をいただきました。 「市報にい
がた」に碑を 「スタート」 「中
継点」または 「ゴール」とする

「千の風ふるさと賞」始末記

「千の風になって」の 「私の散
歩道」募 集の一 周年記 念行 事を
研修をををを振振振振りりりり返返返返って
見ての応 募で、 私のコ ース は三
つ重要文化財と 「白山公園」か
ら信濃川左岸の 「やすらぎ堤」
越前浜発 祥の謎 を解く
を 「みなとぴあ」まで歩きます。
〇途中の 風景や 流作場 の発 展、
先人の残 した偉 業、歴 史を 回想
しながら 「千の風の碑」でゴー
ルとなり ます。 応募原 稿の 中か
ら受賞候 補作が 選ばれ 新井 満先
生の最終審査で私の作品が 「千
の風ふる さと賞 」に選 ばれ まし
た。皆さ んの力 を借り ての 受賞
九月二 十二日 、新潟 シテ ィガ
であり、私の 「ふるさと公認証
イ
ド恒例 のバス ツアー 研修 が行
書」でも あると 思って いま す。
わ
れまし た。
〇今年の 「イイ思い出」になり
目的地 は岩室 周辺で すが 、途
ました。 「猛暑の夏」は 「厳寒
中
越前浜の 「鳥の子神社」に寄
の冬」になると言います。 「カ
り
たいと いうの が企画 担当 の考
ゼ」は 「千」どころでなく 「萬
え
でした 。
病の元」とも言います。 「カ
私は、 鳥の子 神社を 見学 する
ゼ」をひ かない ように ‥‥ ‥。
の
であれ ば、至 近距離 にあ る 「
〇広報担 当から 原稿の 依頼 があ
西
遊寺」 にも寄 ってみ たら どう
り書きま した。 新しい 年が 来ま
か
と提案 しまし た。
す。新潟 を訪れ る人に 新潟 の
理由は 、この 二つを セッ トで
「よいトコロ」を感じとれるガ
見
学すれ ば越前 浜発祥 の謎 が解
イドにチ ャレン ジして いき ます。
け
るから です。
結果、 「西遊寺」にも寄るこ
とになりましたが、 「鳥の子神
社」も含 めて私 が案内 する よう
にと仰せ つかり ました 。
「鳥の子神社」では、織田信
長に敗れ た越前 の戦国 大名 ・朝
倉義景の 家臣た ちが、 義景 の愛
児・愛王 丸を守 りなが ら小 舟で
逃避行を 続け、 鶏の鳴 き声 をた
よりに角 田浜に 上陸し たこ と。
角田山の山中 （宮の平）に身を
隠し、鶏 を祭神 として 建て た神
社が現在 の地に 移され たこ とを
話しまし た。
「西遊寺」では、成人した

満さんと喜びのお２人

新井

愛王丸が 「宮の平」から下り、
「永尊」と称して初代住職と
なったこ と。現 在の住 職も 朝倉
姓である ことを 話しま した 。
私が案 内した のは、 越前 浜の
ほんの一 部で時 間も限 られ てい
ました。
越前浜 には朝 倉義景 の側 近で
あったと される 金子・ 小川 ・斉
藤姓の末 裔が多 く住ん でい る御
三家通り もあり ます。
古民家 が残る 農村風 景を 楽し
みながら 、歴史 ある村 をゆ っく
りと散策 してみ てはい かが でし
ょうか。

昭和六 十年一 月医学 部創 立七
十五周年 記念事 業とし て有 任記
念会館建 設に伴 い基礎 工事 の際

招魂社 （（（（後編））））

一彦

深澤

－ ３ －
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「鳥の子神社」奉納の鶏

逸郎

山本

に戊辰の 役の東 軍戦死 者の 遺骨
四六体が 発見さ れた。 同年 七月
建物周辺 の駐車 場工事 に先 立ち
発掘調査 を行っ た結果 、再 び四
六体の遺 骨が出 土し、 合計 九十
二体とな り、い ずれも その 都度
医学部で 丁重に 祭祀し た上 で護
国神社の 「戊辰の役殉難者墓
苑」に埋 葬し、 新たに 慰霊 碑を
建立した 。しか し、常 磐ケ 丘と
呼ばれた この招 魂社跡 地全 体の
内、有任 記念会 館の左 右両 側の
敷地には まだ未 発掘部 分が あり、
掘り残し の東軍 戦死者 の方 々が
埋葬され ている 可能性 が大 であ
り、新潟 大学や 新潟市 はな ぜそ
のまま放 置して おくの だろ う
か？
〇
〇合わせて敷地北面 「しょうこ
ん坂」側 の正面 の古い 階段 とそ
の右側石 垣の一 部及び 前面 の松
の木数本 を景観 として 史跡 保存
出来ない ものな のか願 って いる
一人であ ります 。
〇なお、 昭和二 十年の 現在 地移
転時の常 盤ケ丘 には戊 辰の 役の
英霊を祭る 「招魂社」と警察や
消防の殉職者の霊を祭る 「太平
神社 （常盤丘神社）」の二社が
あったと 言われ ている 。消 防関
係の墓は 新潟大 神宮へ 。警 察関
係は小新 の警察 学校の 慰霊 碑と
なってい ると言 う。
〇又、過 去にお いて東 軍と 推定
される遺 骨の出 土につ いて 古く
は、昭和 五年新 潟市関 屋金 鉢山
に新潟盲 学校の 建設の 際に 遺骨
が出土し 、招魂 社に埋 葬し たと
いう記録 があり 、昭和 三十 二年
金鉢山公 園造成 の際、 整地 した
場所から 小さな 墓碑や 錆付 いた
刀剣類が 出土し たのを 、当 時の
村田市長 が隣接 する智 月寺 に集
めて無縁 塔を建 立して いる 。
〇信濃川 対岸の 寺山や 上木 戸地
区にも戦 死した 米沢藩 士九 名前
後の墓碑 や塚が あると 言わ れて
いる。そ れ以外 にも個 人的 に新
潟大学に ついて 昭和二 十六 年旧
招魂社跡 地に大 学本部 庁舎 を建
設した際 と昭和 三十九 年の 新潟
国体に昭 和天皇 来学に 備え 、本
部庁舎左 側に学 長室を 増設 し右
側屋外に 旭町通 りより 本部 玄関
に入るス ロープ を取り 付け た際
になんら かの出 土があ った ので
はないか と疑問 に思い 、い ろい
ろと調べ てみた が、そ れが 分か
る資料類 は一切 無く、 当時 工事
に関わっ た人に 聞いた とこ ろ多
少の出土 は無か った訳 でも ない
が、大学 側で処 理した ので はな
いかとの 話で具 体的な 根拠 まで
は至らず 終わり ました 。
以上、 私が定 年退職 後ボ ラン
ティアガ イドに なって 、い ろい
ろ得た知 識の中 で現職 時代 には
関心の深かった 「招魂社」につ
いて思う ことを とりと めも 無く
記してみ ました 。

少しづつ色々な智識を吸収し女性
ならではの視点でガイドをする事

演劇鑑賞

サイクリング

の発見等、新潟の

ウォーキング

地下に眠る歴史

－ ４ －

報道関係 等部外 対応状 況

NPO研究室

（担当：澤村明准教授、学生：横木剛）

「古町まち歩き」新潟一番サンデー（10/13放送）

ＮＳＴ

「料亭の味と芸妓の舞・古町まち歩き」

左表の 通り、 代表は じめ 、会
員の皆様 が、報 道機関 等と 対応
されまし たので 、報告 しま す。

編 集 後 記
「スマホで妖怪探し」の記事が
掲載され ました が、こ の新 しい
今年を 締め括 る第十 八号 は、
取
り
組
み
は
、
高
橋様の 企画 と知
新潟妖怪 研究所 所長、 高橋 郁丸
り
ま
し
た
。
「
ま
ち歩き」と 「ス
様にご投 稿を頂 きまし た。 当会
マ
ー
ト
ホ
ン
」
と
のコラ ボレ ー
に対する ご指導 ・ご鞭 撻に 紙面
シ
ョ
ン
は
、
Ｉ
Ｔ 時代の 新し い
を借りて 厚く御 礼申し 上げ ます。
「
ま
ち
歩
き
」ス タイル とし てと
〇新潟日報 （十二月十二日）に
て
も
参
考
になり ました 。
お蔭様 で、今 年も関 係
機関、各 種団体 様のご 協
力により 、ガイ ド活動 も
とても有 意義な ものと な
りました 。また 、お客 様
からのア ンケー ト調査 結
果も、具 体的な 内容で 取
りまとめ られま した。
〇寄せら れたご 意見は
我々がお 客様の ご期待 に
お応えし て行く 上での 貴
重な財産 となり 、今後 の
活動にも 反映さ れて行 く
ものと考 えてお ります 。
今年も中学生の 「まち
歩き」が あり、 私も担 当
させて頂 きまし たが、 生
徒さんか らの礼 状の中 に、
「ＮＥＸＴ
で、 新潟の
電話発祥 の碑を 見つけ た
のが、と ても興 味深か っ
た」とあ りまし た。私 に
とりまし ても、 とても 嬉
しい便り でした 。

●

（仮）牡丹山遺跡

東

進

21

広報か
らのお ●
願い
・次の
投稿者
は、
あなた
です！
ご協力
宜しく
お願い
●
します
。

スイミング

有史以前から、「水と土」の恩恵と
脅威の中で、先人達が培った痕跡を
辿り、新潟の素晴しさをＰＲできる
ガイドを目指し自己研鑽に務めたい。

新潟について

区

仏像鑑賞

内

堀のあった頃の

湊町にいがたを新潟市民にもっと
知っていただきたい。北陸新幹線後
の観光、食文化を探求してみたい。

ウォーキング

明子 市

江戸時代の歴史

旅行

新潟シティガイドとしての抱負

雅子 江南区

新潟の今昔

勝見

ＴｅＮＹ

高橋敬文

味

趣

所

住

旅行

高橋

福山、若杉、

取 材

関心のあること

横野

「まちかど歴史探訪・王瀬長者の五輪塔」（9/4掲載）

11月30日

名
氏
写 真

新潟日報

10月3・9日 取 材

新潟シティガイドの資料提供及び聞き取り
八木洋

新潟大学経済学部
取材
8月22日

諸橋紘一
取 材
8月29日

容
内
機 関
対 応 者

対 応
活 動
付
日

取材等・
取材等・活動状況
平成２５
平成２５年
２５年（８月～１１月
１１月）
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八木

スーパーニュース（12/2放送）

