
●基本的な感染予防対策をお願いします。
●人との距離（2m以上を目安）が確保できる場合や、会話をほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要はありません。
●熱中症予防としてマスクを外す、こまめな水分補給、暑さをさけるなどの対策をお願いします。

会場ではこのような感染対策を実施します

従業員の体調管理徹底
Staff’s Health Closely 
Monitored

Hand Sanitizer
Available Here

消毒液常備
We Wear Masks When
On Duty

スタッフマスク着用義務化

※ご来場の際は厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」のインストール、新潟県新型コロナお知らせシステムへの登録をお願いします。
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身障者用トイレ
駐車場P

雁木通りプラザ

イレブンプラザ

（７/１９・24・29・8/4・9・14・19開催）
時間 8:００頃~11：00頃
（７/１９・24・29・8/4・9・14・19開催）
時間 8:００頃~11：00頃

（７/１7・22・27・8/2・7・12・17開催）
時間 8:００頃~11：00頃
（７/１7・22・27・8/2・7・12・17開催）
時間 8:００頃~11：00頃

 高田まちかど交流館
（旧第四銀行高田支店）
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観光ボランティアガイドがご案内します

7/16・17・23・24・30・31
8/3・4・6・7・13・14
【時間】 8：00~１１:３０

【ガイド待機場所】２カ所
・南堀お休み処隣　・西堀橋東側袂

日程

P

高
田
駅
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7/16~８/21の土・日・祝日
【時間】10：00~16：00

旧金津憲太郎桶店
一般公開

【時間】10：00~17：00
※事前予約優先（1回５００円～）

旧金津憲太郎桶店旧金津憲太郎桶店

高田世界館高田世界館レンタサイクルやってます！

１０：３０～16:30（L.O.16:00）

上越市立歴史博物館内
ミュージアムカフェ御母家

観蓮会期間
中高田城址公園＆周辺エリア

guide map

１０：0０～16:00

オーレンプラザ内
カフェ イロハニ堂

観蓮会期間中

高田本町百年商店街 
絵看板めぐり・蓮めぐり

お水に花などを浮かべます
～お水鉢展示～

ハスウォッチングと
「はちす花」体験

高田城址公園観蓮会の期間に合わせ、本町商店街「百年商店街絵看板めぐり・
蓮めぐり」を行います。百年商店街の絵看板があるお店を回り、歴史ある商
店街の魅力を知ろう！また、百年商店街店舗 5 店舗よりクイズを出題する予
定です。百年商店街店主の出すクイズに答えて、蓮商品をゲット！

高田本町商店街とオープンガーデン
愛好会自宅などに「お水鉢」を展示
します。水鉢に思い思いの物を浮か
べ、夏のお花見である「観蓮会」の
風情を感じてください♪

蓮の植え付けの歴史、蓮の豆知識、
蓮の楽しみを記載したパンフレット
を見ながら、園内の蓮の観察会を行
います。また、テント内では「はち
す花」づくりの体験会を実施します。

開催日 7月31日（日）、8月6日（土）、7日（日）

開催日 8月6日（土）

時間 10：00~12：00

時間 観察会　　　　 9：00~9：50
はちす花体験　10：00~11：00

集合 場所…本町5丁目あすとぴあ前　時間…9：30

集合 場所…西堀橋東詰
時間…9：00

会場 上越市本町2丁目～本町5丁目

会場 観察会会場

申込 電話、FAX、メールにてお申し込みください。　【申込期間：7月26日（火）まで】
（TEL 025-522-1829／FAX 025-525-8719／MAIL sun2003@vesta.ocn.ne.jp）

申込 不要

参加費 2,500円（蓮味弁当、ゆめカード満点券、和菓子冷抹茶付き）

参加費 300円（はちす花一材料代）

定員 30人（3日間で）

定員 20人

問合せ 高田本町百年商店街プロジェクト委員会（大杉屋）（TEL 025-525-2501）

開催日 8月7日（日） 時間 10：00~13：00

集合 場所…イレブンプラザ広場　時間…10：00 会場 高田本町商店街、寺町、長養館

申込 電話またはメールにてお申し込みください。
【申込期間：7月4日(月)～定員になり次第締め切り】
（公社）上越観光コンベンション協会　（TEL 025-543-2777／MAIL jtca@joetsu.ne.jp）

参加費 5,000円（体験料・昼食代・ガイド料・保険料）　※キャンセル料：8月1日(月)以降全額

定員 15人 特典 雨天の場合は「雨の日特典お土産」がつきます
（基準：上越市高田の気象予報で雨マークがついていること）

期間 7月16日（土）～8月15日（月）
※個 に々展示日時は異なります

期間 7月2日（土）～8月28日（日）
※観蓮会期間中《7月16日(土)～8月21日(日)》は無休

会場 高田本町商店街、オープン
ガーデン愛好会会員宅（約15軒）

問合せ 花のまち高田プロジェクト
（TEL 025-523-2517）

問合せ 花のまち高田プロジェクト（TEL 025-523-2517）

問合せ（公社）上越観光コンベンション協会（TEL 025-543-2777）

城下町
夏のお花見ツアー

城下町である高田本町で水鉢見学やショッピン
グ、歴史あるお店で蓮にちなんだ御膳をいただ
く。愛でて楽しむ、食べて華やぐ夏のツアーに
参加して、高田の魅力や歴史を感じよう！

問合せ エコ・グリーン 鈴木敏男
（TEL 090-3314-6749）

企画展
「森成麟造―上越考古学の先覚者―」

夏目漱石の主治医としても知られている森成麟造の生涯と、医業の傍らで
取り組んだ上越地域の考古学研究の業績などを紹介します。

時間 9：00~17：00 会場 上越市立歴史博物館

入場料 一般 510（410）円、小中高生260（210）円
※（　 ）内は20名以上の団体割引料金
※幼児および上越市内の学校に通う小中学生は無料

問合せ 上越市立歴史博物館（TEL 025-524-3120）

期間 7月2日（土）～9月25日（日）
※観蓮会期間中《7月16日(土)～8月21日(日)》は無休

生誕100年 
斎藤真一展 瞽女と郷愁、さすらい

当市ゆかりの油彩画家、斎藤真一の生誕 100 年を記念した展覧会を開催しま
す。当館コレクションを中心に瞽女を描いた作品や吉原の遊女を描いた作品
など、初期から晩年までの作品を紹介します。

時間 9：00~17：00 会場 小林古径記念美術館

入場料 一般 510（410）円、小中高生250（210）円
※（　 ）内は20名以上の団体割引料金
※幼児および上越市内の学校に通う小中学生は無料

問合せ 小林古径記念美術館（TEL 025-523-8680）

期間 7月1日（金）～8月31日（水）

高田おもてなしクーポン付  
街歩きガイドマップ

城下町高田の街歩きに便利でお得な「おもてなしクーポ
ン付高田散策マップ」を市観光施設等に配置します。お
もてなしクーポンは市観光施設・お食事処・蔵元・菓子店・
酒店・蒲鉾店・味噌醬油店・お茶店・高田世界館・瞽女ミュー
ジアムで使えますので、観蓮会及び城下町高田の観光に
お使いください。

配布場所 観蓮会会場、市内観光施設、上越妙高駅、高田駅、直江津駅
問合せ 越後高田おもてなしの会

※コロナ感染拡大防止対策のため、1グループ少人数で、マスクの着用をお願いします。

観蓮会期間中
絵看板あります

※クーポンは「高田おもてなしの会」HPから
　ダウンロードできます

上越市仲町4-5-2 025-523-5428

上越市寺町2-1-8

提供時間　１１：３０～１４：00提供時間　１１：３０～１４：00/１7：0０～21：30

025-523-5481

上越市夏の風物詩 蓮の御膳「夏のお花見」と「蓮の朝粥を食す」
～朝から歩いて食べて心も体も大満足～

７月３１日（日）（予定）高田城址公園の蓮をガイドの案内で
ゆったりと鑑賞したあと、朝粥を食し、老舗の和菓子屋さんな
どを見学します。

高田ターミナルホテル

紅蓮の膳　3,000円

蓮の御膳
縁高弁当二段
+水菓子+蓮茶

5,210円
白蓮の膳　2,000円

期間／7月1日（金）～8月31日（水）

長養館

蓮根を使った
お料理を

ご堪能ください

お土産付き

●２日前１８時までにご予約が必要です。●２名様よりお受けいたし
ます。●日本庭園にのぞむ畳の個室にイス席でご用意いたします。

●「紅蓮の膳」は2日前までに要予約。「白蓮の膳」は、予約なしで
もお召し上がりいただけます。

平 日

土日祝
4,000円

（個室料税金込み)

イベント情報の詳細は
上越観光Navi を
ご覧ください

＃気分上々じょうえつ
＠joetsu_kanko

＃上越もよう
@kenkenzu_joetsu_niigata

Instagramで
上越の魅力発信中！

上越観光コンベンション協会

上越忠義隊けんけんず

期間／7月1日（金）～8月31日（水）

※解散場所の高田城址公園までタクシーでお送りします。

旬魚料理と
地酒の店 大黒屋

「クリス形石剣」（森成家所蔵）

ツアー


