「東アジア文化都市2015新潟市」主要事業一覧
事業名

概要

会場

期間

主催者
新潟市、食と花の世
界フォーラム組織委
員会（新潟市食文化
創造都市推進会議）、
「東アジア文化都市
2015新潟市」実行委
員会

食文化創造都市にいがた
シンポジウム

新潟市の食と花の総合アドバイザーである料理研究家の服
部幸應氏による基調講演をはじめ、「食文化が世界を結ぶ」
をテーマにシンポジウムを行い、東アジア文化都市の食文化 ホテルイタリア軒
を紹介するとともに、「東アジア食の共演」として、日中韓の
料理を味わいながら国際交流を深める。

千の風音楽祭

「千の風になって」をさまざまなジャンルで表現するコンサー
ト。第１部は、全国公募団体から選ばれた5団体のパフォー りゅーとぴあ新潟市民芸
マンス、第２部は、新井満さんと日本・中国・韓国のゲストを 術文化会館 コンサート 2月21日
迎えた「東アジア文化都市2015新潟市」スペシャルライブを ホール
開催。

千の風音楽祭実行委
員会・「東アジア文化
都市2015新潟市」実
行委員会

ハルビン交響楽団公演
（新春日中文化交流フェスティ
バル）

中国の旧正月「春節」に合わせて、友好都市ハルビン市の
新潟市民プラザ、
交響楽団による公演を実施。100年以上の歴史を誇る由緒
2月26日・28日
新潟市江南区文化会館
ある楽団が友好都市35周年の祝賀ムードを盛り立てる。

新潟市、 「東アジア
文化都市2015新潟
市」実行委員会

新潟市、青島市、清州市の芸能団やアーティストらによる公
演を実施し、広く「東アジア文化都市2015新潟市」の開幕
や3都市の文化を発信するとともに、芸能団相互及び市民と
東アジア文化都市2015新潟市
の交流の機会とする。また、開幕式典のほか、東アジア文化
オープニングイベント
都市の意義や取り組み内容などに関するシンポジウムを実
施し、開催都市間及び市内外の関係団体と知見の共有を
図り、事業推進に資する。

新潟県民会館 大ホー
ル、りゅーとぴあ新潟市
民芸術文化会館 能楽
堂

2月14日

2月27日

「東アジア文化都市
2015新潟市」実行委
員会、新潟市

アート・ミックス・ジャパン2015

一流を気軽に楽しむ和の祭典。普段は敷居の高い和の伝
アートミックスジャパン
統芸能を、お手軽な価格で気軽にはしごできる。今年は東ア りゅーとぴあ新潟市民芸
4月25日〜26日
ジア文化都市プレミアムステージなど、東アジア文化都市の 術文化会館、ほか
2015実行委員会
特別プログラムも実施。

みなと新潟春フェスタ2015
〜光の響演〜

みなとまち新潟の歴史と文化を象徴する建造物や水辺空間
を活用し、プロジェクションマッピングほか光や映像の演出
を、ラ・フォル・ジュルネ新潟などの文化イベントや、Noism2 新潟市歴史博物館みな 4月29日〜5月
10日
をはじめとする地元アーティスト、さらに東アジア文化都市企 とぴあ、ほか
画として日中韓アーティストによるステージなどと連動して実
施。

新潟市

ラ・フォル・ジュルネ新潟2015

赤ちゃんからクラシックファンまで、誰でも楽しめるクラシック
5月8日〜10日
コンサート。まち全体が音楽一色のお祭りムードとなり、新潟 りゅーとぴあ新潟市民芸
※プレ公演4月
の食と花も満喫。中国・韓国の要素も加え、さらに国際色豊 術文化会館、ほか
26日
かに。

ラ・フォル・ジュルネ新
潟「熱狂の日」音楽祭
実行委員会

にいがた国際映画祭

映画を通じて多文化共生・異文化理解を進めることを目的
に、市民ボランティアの企画・運営により開催される「にいが
新潟・市民映画館シネ・ 6月20日・21日、
にいがた国際映画祭
た国際映画祭」の中で、中国・韓国をはじめとする東アジア
ウインド、
6月27日〜7月5
実行委員会
の名画を取り上げることで、東アジアの文化に触れる機会を
新潟市民プラザ、ほか
日
増やし、映画を通じて東アジアへの理解を深め、連帯感を醸
成する。

水と土の芸術祭2015

「水と土」をテーマに、「市民プロジェクト」、「こどもプロジェク 4つの潟（鳥屋野潟、福
7月18日〜10月 水と土の芸術祭2015
ト」、「アートプロジェクト」、「シンポジウム」などを実施。芸術祭 島潟、佐潟、上堰潟）及
12日
実行委員会事務局
全体を通して「潟・食・おどり」の要素を取り入れて開催する。 び市内各所

新潟ジャズストリート

古町エリアを中心に、市内の店舗やコンサート施設など約30
か所でジャズライブを繰り広げる。今年は中国・韓国の出演
市内各所
者を招へいし、日中韓の出演者によるジャムセッションを含
む公演を行う。

7月18日〜19日

NPO法人新潟ジャズス
トリート実行委員会

東アジア＜書の美学＞
企画展覧会及び
国際シンポジウム等

藤井有鄰館の所蔵する中国の書を中心とした展覧会と、東
アジア文化都市市民交流書道展として「薄田東仙と仲間の 新潟市會津八一記念
刻字展」を開催。また、東アジアにおける「書の美学」の伝統 館、りゅーとぴあ新潟市
と変容について、中韓を含む海外の研究者を招聘し研究発 民芸術文化会館、ほか
表と共同討議を行う。

展覧会 8月1日
〜9月9日
国際シンポジウム
9月3日・4日

「東アジア＜書の美学
＞」実行委員会、「東
アジア文化都市2015
新潟市」実行委員会

中国・韓国の東アジア文化都市である青島市・清州市の文
NEXT21 1F アトリウム、
「東アジア文化都市」文化ウィー
化を紹介するため、各都市の作品展示を行うとともに、新潟
新潟まつりお祭り広場
ク新潟開催
まつりで実施するステージとブース出展に参加してもらう。

作品展示 8月2
「東アジア文化都市
日〜9日
芸能団公演、PR 2015新潟市」実行委
ブース出展 8月 員会
8日・9日

事業名

概要

会場

期間

主催者

日中韓「わたしは未来」
合唱交流

共通の歌詞を3か国語の言葉に訳して創作され、本市など りゅーとぴあ新潟市民芸
で行われた第9回日中韓文化交流フォーラムで初めて披露 術文化会館 コンサート 8月14日
された「わたしは未来」の歌唱や歌を通じた交流を行う。
ホール

NlDF2015 ‒
新潟インターナショナル
ダンスフェスティバル

日中韓それぞれの国で、同時代の作品創造を行う初のプロ
公演 8月21日、
フェッショナルカンパニーとして創設された3団体が、りゅーと りゅーとぴあ新潟市民芸
新潟市、公益財団法
28日、9月4日
ぴあに集い、公演を実施。合わせて各舞踊団の芸術監督に 術文化会館 劇場、
人新潟市芸術文化振
日中韓文化鼎談
よる文化鼎談を開催し、互いの国での舞踊活動や文化理念 新潟県民会館
興財団
8月23日
を話し合う。

モンゴル友好書道展

北東アジアの広大な高原の国、モンゴルの書道作品を展
示。同国書道家のパフォーマンスやワークショップも開催す
る。

日中韓踊りと食の文化交流

中国・済南市、韓国・ウルサン市の文化団を招へい。「にい
がた総おどり祭」で演舞を披露するとともに、中韓両国の食
市内万代地区、
文化を体験できる機会を提供する。また、市民の方向けに
江南区文化会館、ほか
中韓公演団の特別公演を開催し、新潟からも文化公演団を
派遣して、市民交流を促進する。

にいがた☆MlNATOPlKA

プロジェクションマッピング国際コンペティションとして世界各
地から作品を募集し、一次審査を通過した応募作品を上
新潟市歴史博物館みな
映。来場者投票や公開審査により最終審査を行う。韓国ほ
9月19日〜23日 新潟市
とぴあ
か、国外クリエイターを交えたトークセッションや、ダンスと光
や映像とのコラボレーションも行う。

2015
ＮＩＩＧＡＴＡオフィス・アート・
ストリート

新潟市のメインストリートである柾谷小路と東大通に面したオ
フィスビルのショーウインドー等に、「みなとまち新潟〜東アジ
アとつながるまち〜」をテーマに、公募により選考したアート 柾谷小路、東大通
作品を展示。まちなかのにぎわいを創出し、湊町新潟の歴
史や文化が感じられる賑わいの空間として魅力を高める。

知足美術館

日仏の創造都市が参加して行ってきた「日仏都市・文化対
話」を、東アジア文化都市に選定されたことを契機に中韓の 朱鷺メッセ新潟コンベン
日仏中韓都市・文化対話2015
都市も交えて開催し、さらなる知見の交換と交流の拡大を図 ションセンター
る。

新潟市、「東アジア文
化都市2015新潟市」
実行委員会

9月12日〜30日 新潟市

9月19日〜21日 新潟市

NllGATAオフィス・アー
9月26日〜10月
ト・ストリート実行委員
25日
会

10月22日〜23
日

新潟市、文化庁

にいがた
アニメ・マンガフェスティバル
「がたふぇすVol.6」

「新潟市がマンガ・アニメ一色に染まる2日間」として、ステー
ジイベントや原画展、コスプレパレードや痛車展示など、数多 市内万代、古町、白山エ 10月24日〜25
くのイベントを実施。今年は東アジア文化都市の特別企画と リア
日
して、青島市、清州市のマンガ作品の展示も行う。

にいがたアニメ・マンガ
フェスティバル実行委
員会

中国・韓国陶磁展

愛知県陶磁美術館が所蔵する中国陶磁、韓国陶磁の名品
から約100点を展示し、展覧会を開催する。中国・韓国の美
意識や技術を通じて、東アジアの魅力を広く紹介する。
新潟市新津美術館
合わせて北方文化博物館とも連携し、同館所蔵品による中
国陶磁展などを開催する。

10月24日〜12
月6日

新潟市

11月23日

「東アジア文化都市
2015新潟市」実行委
員会、新潟市

閉幕式典に合わせてシンポジウムを実施し、3都市が1年間
の取り組みで得られた経験、知見を共有して、活動を総括
東アジア文化都市2015新潟市 する。また、クロージングイベントとして、青島市、清州市の芸 朱鷺メッセ新潟コンベン
能公演を本市芸能と交えながら行うほか、本市の芸能団・ ションセンター
クロージングイベント
アーティストによるステージを多数展開するなどして、「東ア
ジア文化都市2015新潟市」の締めくくりとする。

韓国舞踊家
レジデンス・プログラム

韓国で活躍する舞踊家を選考しNoismに招へい。専属舞踊
りゅーとぴあ新潟市民芸
3月〜12月
者としてNoismの活動に参加し、イベント、ワークショップなど
術文化会館、ほか
に出演する。

公益財団法人新潟市
芸術文化振興財団

シニアはつらつにいがた
総おどり事業

本市の踊り文化を生かして制作した「総おどり体操」につい
て、体験会の開催や指導者の派遣、「にいがた総おどり祭」
などへの参加を実施する。東アジア文化都市に係る取り組
みとして、制作するPR動画に文化交流の要素を取り入れる
とともに、関連イベントにおける体操の披露や交流を実施す
る。

新潟市

おもてなし交流事業

市内中心部などで東アジア文化都市のシンボル掲示物や
特設インフォメーションブースの設置など「おもてなし」を行
市内各所
い、来訪者を迎える環境整備と機運醸成を図る。また中
国、韓国の作家と市民との交流事業を実施し、日中韓の文
化交流を推進する。

市内の文化施設、公民
4月〜12月
館、コミュニティ施設など

4月〜12月

「東アジア文化都市
2015新潟市」実行委
員会

