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﹁天地人﹂は︑放送開始か

本県が舞台となっている

ベントが展開されます︒
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ドラマ「天地人」のスタート、３年に一度の「大地の芸術祭」、そして１０月には JR グループ

受入態勢の充実図り

業界も厳しい状況にあるが、こうした追い風を生かし、全国に新潟の魅力を発信する。

再訪につなげる

新潟
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豪農の館﹁北方文化博物館﹂は登
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イベント列

上杉軍の出陣の際の言い伝
えにちなんだ料理も提供す

大地の芸術祭

という芸術祭の精神のも

地域にあるものを生かす

３年に一度開催
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募総数約６２０点︶から選

渡って実施された公募︵応

ートが展示される︒２回に

旧合わせて約３００点のア
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ック＆パフォーマンスなど

ーカス︑ワールドミュージ
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周囲に目をやると至る所に

間

分ほど︒山道からふと

が当たるのも魅力だ︒

まではゆっくり歩いて１時

整えている︒
ゆかりの各地を案内する

後雪割草街道で結ばれ︑連
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︑
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平均視聴率は

っている︒ゆかりの地では

白押しだ︒
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米どころの新潟、ぬか釜で
炊くご飯はまた格別（写真
左）。写真下は兼続と上杉
景勝が少年期に学問を学ん
だ雲洞庵（南魚沼市）
す︒豊かな新潟の自然・歴
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観光協会︶と手ごたえをつ
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は︑様々な機会を通じて全
に︑さらなる地域の魅力向

国に情報発信するととも
上と受け入れ態勢の充実を
図り︑旅行会社などの商品
造成に合わせた企画提案を
行っていきたいと考えてお
ります︒
新潟県の本物の魅力を多
くの方々に知ってもらい︑
地域住民とのふれあいを通
じて心の絆を深め︑﹁また
新潟に来てみたい﹂と感じ

新潟は何と言っても米ど

す︒
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ていただける取り組みを進

新潟県旅館組合理事長

（社）新潟県観光協会
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まのご理解とご協力をお願

米どころ酒どころ
そして四季の喜びが

!

国土交通省北陸信越運輸局長

豊かな自然と
食材の宝庫
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いします︒
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１月１日には「観光立県推進条例」も施行し、県全体での取り組みも宣言した。NHK 大河

新潟県知事・泉田裕彦

特別
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今年は︑ＮＨＫ大河ドラ

ョンキャンペーン︵ＤＣ︶
﹂

らこれまで﹁篤姫﹂を上回

マ﹁天地人﹂の放送をはじ

﹁トキめき新潟国体﹂﹁大

る高視聴率を維持してお
り︑ゆかりの地をはじめと

地の芸術祭﹂など︑新潟県

した本県への誘客につなが
るものと期待しておりま
す︒
また︑﹁うまさぎっしり
新潟﹂をキャッチフレーズ
に開催する新潟デスティネ
ーションキャンペーンで

幸司
野澤

靖子
後藤

新潟県は今年を「大観光交流年」と位置づけ、観光立県実現へ大きな一歩を踏み出した。

地域の魅力向上と
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と連携し「新潟デスティネーションキャンペーン」
（新潟ＤＣ）
も始まる。不況の影響で観光

