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イベントガイド

月

vol.53

『ブリッジにいがた』は 新潟の力を人へ、企業へ、日本各地へ。そして、世界へつなぐために生まれた架け橋です。
このブリッジにいがたイベントガイドでは、新潟の魅力満載のイベントについて紹介します。

イベントの内容・日程は変更になる場合もございます。ご了承ください。
織 物

10

AM10:00 ～ PM7:00

2（日） 6（木）

（

）

初日は PM1:00 から
最終日は PM4:00 まで

物 産

10

AM10:00 ～ PM6:30

7（金） 12（水） （

越後の染織 ころもがえ展 ～草木で彩る 秋色と冬色～

新潟味めぐり

十日町、 小千谷、 塩澤と同じ越後にありながら異なる 「布」。
衣替えの１０月、 秋色、 冬色の “染織工房きはだ
や” らしい装いをご提案いたします。 「布」 の先にあ
る風景を感じられる５日間です。
また、 ２日 ・ ４日は佐川ヤス子さんによる 『てぬぐ
いづくりワークショップ』 を開催いたします。 お好きな
型紙でオリジナルの手ぬぐい作りをお楽しみいただけ
ます。 （１３:００～ 最終受付１８:００ 参加費１,５００円（税込））
お着物や帯の丸洗いも承りますのでお気軽にご相
談ください。
主催

新潟銘菓の笹だんご （つぶ餡、 こし餡）、
栃尾のジャンボ油揚げ、 柿の種など新潟の
おいしいものを紹介いたします。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

株式会社きはだや
〒948-0082 新潟県十日町市本町２丁目
TEL.025-757-1511 URL.http://www.kihadaya.com/

物 産

10

14

（金）

）

初日は正午から
最終日は PM4:00 まで

主催

10/14 AM11:00 ～ PM6:00
10/15 AM10:00 ～ PM6:00
（日） 10/16 AM10:00 ～ PM4:00

16

物 産

10

18

（火）

株式会社第四銀行

10/18 正 午 ～ PM6:00
10/19 AM10:00 ～ PM6:00
（木） 10/20 AM10:00 ～ PM4:00

20

新米！十日町産魚沼コシヒカリを食べる、 究極の朝ごはん えちごせきかわ 温泉･観光･物産まつり
平成の名水百選に選ばれた清流 「荒川」 が中
央を流れる関川村は、 周囲を朝日磐梯国立公園
内の山々にかこまれた、 山紫水明の農山村です！
新潟の地酒や行者にんにくの瓶詰、 杵つきモチ
などの村の特産品や、 今回も収穫されたばかりの
新米関川産 「コシヒカリ」 をご用意いたします。
また、 荒川の上流部にある、 高瀬、 鷹ノ巣、
雲母、 湯沢、 桂の関の五つの温泉で構成される
「えちごせきかわ温泉郷」 のお宿も紹介いたします。
この機会にぜひご来場ください。 皆様のお越しを心よりお待ちしております。

十日町市では今年も美味しいお米が実りました。
十日町の自然が育んだお米は、 炊き上がりだけで
なく、 冷めてからもおいしいのが特徴。 ふっくらし
てつややかな輝きはまるで宝石のよう！
さらに今回は、 ご飯に合う最高のおともとして、
和歌山県田辺市の梅干しや、 「希望の缶詰」 で有
名な木の屋石巻水産の缶詰など、 全国からご飯の
味をより際立たせるおかずを用意しました。 強いこ
だわりを持って作られたおかずは調理に手間がかか
らないものばかりで、 朝食の献立にも最適！究極
の朝ごはんをお試しあれ！
主催

新潟県十日町市
〒948-8501 新潟県十日町市千歳町 3-3
TEL.025-757-3139 URL.http://www.city.tokamachi.lg.jp/

物 産

10

21（金） 23（日）

主催

10/21 AM11:00 ～ PM6:30
10/22 AM10:00 ～ PM6:30
10/23 AM10:00 ～ PM5:00

関川村観光協会
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関 912
TEL.0254-64-1478 URL.http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/

物 産

10

AM10:00 ～ PM6:00

24（月） 28（金） （

）

初日は正午から
最終日は PM4:00 まで

雪の里 秋の味覚フェア

「伝えたい新潟食彩の会」 ｉｎ 日本橋

特Ａランク 最高品質魚沼産コシヒカリの
新米と雪下人参の甘味が特徴のストレート
『雪下人参ジュース』 をメインに、 地元十
日町から選りすぐりの美味しいモノをド～ン
とお届けいたします。 どれも十日町の自慢
の品々です。
期間中は新米の試食や雪下人参ジュー
スの試飲などご用意し、 皆様のご来場を
お待ちしております。

新潟ラーメンブームの火付け役になった、 素材
にこだわり味に妥協を許さない 「がんこ屋」 が会
場内でその美味しさをご提供いたします。 また、
米は新潟が誇る魚沼産コシヒカリの新米、 日本酒
は上越 「よしかわ杜氏の郷」 より旬の美酒、 塩
引き鮭、 笹だんご、 五泉市の里芋 「きぬ乙女」、
３種類の味をお楽しみいただけるわらび餅などな
ど、、、 新潟のうんめいもんがイッパイです。
皆様のご来場を一同お待ちしております。

主催

有限会社井上商店
〒948-0102 新潟県十日町市山谷 1132-7
TEL.025-757-3335 URL.http://www.yukimachi-onigiri.com/

日本橋に生まれた、新潟の橋

ブリッジにいがた
コンサルティング推進部
ＴＥＬ.025-229-8180

主催

有限会社がんこ屋
〒950-2024 新潟県新潟市西区小針西 3-15-1
TEL.025-233-8888 URL.http://gankoya.co.jp/

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-6-5 だいし東京ビル 1･2 階
TEL 03-3243ｰ2840 FAX 03-3243-2860
http://www.daishi-bank.co.jp/business/bridge/index.php
■開館時間 / ＡＭ１０:００～ＰＭ７:００
■休館日 / 8月13日～ 8月16日、12月29日～1月3日
■交通アクセス / 東京メトロ銀座線･半蔵門線｢三越前｣駅 (A1) 出口すぐ

ブリッジにいがた

