
 １．主　　催 新潟市

 ２．後　　援 国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所

(公財)新潟観光コンベンション協会

(一社)新潟市造園建設業協会

新潟県園芸商協会

にいがた花絵プロジェクト実行委員会

(公財)新潟市開発公社

萬代橋ファン倶楽部

 ３．期　　間 平成３１年４月１２日（金）～４月２５日（木）まで

（チューリップの開花状況により期間は延長する場合があります）

 ４．場　　所 JR新潟駅万代広場から萬代橋西詰まで　

 ５．展示内容 新潟市産のチューリップ約３１，０００本（プランター数：約３，１００個）

 ６．参 加 者 420団体及び個人

 ７．注　　目

スポット

　日　時：平成３1年４月１2日（金）午前１０時～

　会　場：萬代橋西詰（ホテルオークラ新潟前）

　セレモニー内容

萬代橋東詰では（一社）新潟市造園建設業協会のご好意により、

多彩な新潟県生まれのチューリップを展示しております。

オープニングセレモニー

主な参加者：保育園、幼稚園、小学校、中学校、個人、企業、団体等

『萬代橋チューリップフェスティバル』とは
JR新潟駅から新潟市のシンボル萬代橋西詰までを市民の皆さんが育てた
チューリップで彩る、毎年春の恒例行事として開催している行事であり、
今年で３4回目を迎えます。

○ 開　　会　

○ 主催者代表挨拶　　新潟市長

○ 保育園児などによるチューリップ合唱

　セレモニー内容

　日　時：平成３１年４月１２日（金）午前１０時～

　会　場：萬代橋西詰（ホテルオークラ新潟前）

○ 祝　　辞（来賓）　国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所長

○ キッズパレード（萬代橋西詰から東詰へ）

萬代橋

りゅーとぴあ

宮浦中学校

お問い合わせ 新潟市 土木部 公園水辺課

オープニングセレモニー会場

（ホテルオークラ新潟前）

八千代橋

ＪＲ新潟駅

チューリップフェスティバル展示箇所

オープニングセレモニー会場

周辺のみどころ

〒 新潟市中央区学校町通 番町 番地

（直通）

公園の情報をスマートフォンやパソコンで

ご覧いただけます

市内の主な公園や、

その見どころなどを

写真とともに紹介しています。

新潟市 公園の紹介 検索

南万代小学校

上記QRコードからも
アクセスできます

市民の皆様が育ててくれたチューリップ

キッズパレードの様子

新潟県生まれの

チューリップ展示中

※文字色はチューリップの

花の色となってます！！

展示しているのは．．．

昭和大橋

萬代橋からのやすらぎ堤の景色

（左）恋心 （右）ホワイトスワン

新潟港
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新潟駅

常設チューリップ花壇
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何色あるか

かぞえてみてね♪

※ プランターの設置場所は、前後左右する場合がありますのでご了承ください。

記載は古町側からの順番です。

※ この配置図は、個人及び団体名の掲載に同意された方を記載しています。

⑫

保育園＆幼稚園

＆こども園

エリア

参加者プランター配置図（申込参加数： 団体及び個人）

個人・団体

エリア

小学校

エリアＡ

小学校

エリアＢ

団体

エリア

中学校

エリア

チューリップフェスティバルでは保育園・幼稚園・小学校・中学校そして市民・企業の皆様から育てていただいた

チューリップを展示しております。皆様の育てたチューリップは以下の場所に展示しております。

髙﨑　哲夫 NECソリューションイノベータ㈱

濁川地区コミュニティ協議会 坂上　十三栄

長谷川　達弥 （福）新潟慈恵会　萬代やすらぎ

ひまわり幼児教育専門学院 森　みずほ

赤道ケアセンター　　そよ風 水信　幸雄

高橋　博 馬場　せつ子

渡辺　賢一 新潟少年サポートセンター

渡辺　龍輝 新潟県立新潟テクノスクール

大形本町第二自治会 間持　孝治

中央区 ホテルオークラ新潟 間持　亜里沙

秋葉区 長谷川　晶子 間持　悠太郎　

金子　和明

西脇　則子

第15回かかしまつり

富士通コミュニケーションサービス株式会社

長嶺長寿会 （老人クラブ）

個人・団体エリア

③
建物側 道路側

北
区

中
央
区

東
区

コープにいがた　ちゅうりっぷ組 ㈱プレスメディア

村上　はるか 藤田　キミ子

村上　みのり 竹内　誠六

萬代橋ファン倶楽部 小見　祐子

富士通株式会社新潟支社 永田　伸之

（株）富士通マーケティング 永田　梅子

富士通エフ・オー・エム（株） 永田　裕子

富士通コワーコ（株） ㈱本多建設

富士通・ISサービス（株） 本多　ナツエ

富士通ネットワークソリューションズ（株） 藤島　幸

富士通リース（株） 鈴木　りく

（株）富士通エフサス 鈴木　そう

にいがた食育・保育専門学校　えぷろん 一般財団法人　新潟県建設技術センター

上信越東急会 学研　平和台スタディ-教室

新潟市教育相談センター 特別養護老人ホーム　黒埼の里

県立西蒲高等特別支援学校 みんなのおうち　にじいろ

中央区 県立はまぐみ特別支援学校

個人・団体エリア
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道路側 建物側

中
央
区

江
南
区

秋
葉
区

南
区

西
区

西蒲区

かやま保育園 光華保育園 両川保育園 いぶき保育園

すみれ保育園 あがのこども園 ことぶき保育園 割野こども園

早通南保育園 にごりかわ保育園 曽野木保育園 松葉保育園

木崎保育園 青い鳥保育園 第二曽野木保育園 社会福祉法人　勇樹会　よこごしなかの保育園

越岡保育園 豊栄マリア園 大江山保育園 栄徳寺保育園

二葉保育園 学校法人ゆたか学園　ゆたか幼稚園 横越中央保育園 早通保育園

太田保育園 幼稚園型認定こども園　早通みずほ幼稚園 横越双葉保育園 かめだなかの保育園

三ツ森保育園 第二はじめ保育園 横越小杉保育園 社会福祉法人　勇樹会　ＹＯＵなかの保育園

若葉保育園 東明保育園 亀田第一保育園 四つ葉保育園

ちとせ保育園 ナカノスイミング保育園 亀田第二保育園 トキめき保育園

太夫浜保育園 いろは保育園 亀田第三保育園 このはこども園

山木戸保育園 牡丹山ひかり保育園 亀田第四保育園 新津第一幼稚園

大形保育園 ふじみの森保育園 亀田第五保育園 新津第二幼稚園

中山保育園 なかの乳児保育園 亀田カトリック幼稚園 新津第三幼稚園

山ノ下保育園 みつばちこども園 新津東保育園 結幼稚園

桃山保育園 中道山保育園 金津保育園 市之瀬幼稚園

大山保育園 おむすびこども園 新金沢保育園 小合東幼稚園

中野山保育園 新潟県立幼稚園 小須戸保育園 小須戸幼稚園

石山保育園 牡丹山幼稚園 矢代田保育園 新津カトリック幼稚園

第二中野山保育園 恵泉幼稚園　 おぎかわ保育園 にししろね保育園

東中野山保育園 あおい幼稚園 にいつ愛慈保育園 あじほ保育園
みたけこども園 藤見幼稚園 敬愛こども園 月潟保育園

上木戸保育園 コスモス鐘木保育園 小合西保育園 白根はじめ保育園

船江保育園 こどものいえ保育園 白根保育園 ガデリュス・いぶき保育園

松崎保育園 新光町保育園 臼井保育園 あかねこども園

はじめ保育園 ここの実保育園 大鷲保育園 学校法人聖母学園　白根カトリック幼稚園

しょうとくこども園 赤沢保育園 新飯田保育園 社会福祉法人　更生慈仁会　愛慈こども園

下山保育園 隣保館保育園 古川保育園 吉田保育園
物見山はじめ保育園　 白鳥こども園 根岸保育園 スマイルはじめ保育園

入舟保育園 松美保育園 大通保育園 松の実第二こども園

八千代保育園 社会福祉法人　華桜会　はるまち保育園 小林保育園 小針パステル保育園

白山保育園 幼保連携型うまこしこやす認定こども園 内野保育園 あいりす保育園

しなの保育園 ながたゆめのつばさ保育園 上五十嵐保育園 キララさかいわ保育園
敷島保育園 沼垂幼稚園 坂井保育園 アルル保育園
万代保育園 恵光学園第１幼稚園 坂井輪保育園 すいか保育園
流作場保育園 認定こども園　恵光学園第２幼稚園恵光保育園 小針保育園 遊コスモス小新保育園

長嶺保育園 新潟青陵幼稚園 大野保育園 赤塚こども園
宮浦乳児保育園 神宮幼稚園 興野保育園 山五十嵐こども園
沼垂保育園 認定こども園　親松幼稚園 木場保育園 幼保連携型　認定なの花こども園

鳥屋野保育園 蒲原幼稚園 寺地保育園 天鐘こども園
ロータリー保育園 聖ラファエル幼稚園 山田保育園 保育園　るんびぃに
山潟保育園 真人幼稚園 黒埼なかよし保育園 吉田小規模保育園
児童発達支援センターこころん 認定こども園東中通教会附属　みどり幼稚園　 ときめきパステルこども園 旭が丘幼稚園　
新潟保育園 愛泉こども園 木山保育園 坂井輪幼稚園
関屋保育園 認定こども園　京王幼稚園 翠松保育園 認定こども園　坂井輪東幼稚園

栄保育園 有明保育園 認定こども園　寺尾幼稚園

勝楽寺保育園 松の実こども園 認定こども園　ノートルダム幼稚園・保育園

幼保連携型こやす認定こども園 吉田乳児保育園 漆山東保育園

わかくさこども園 岩室保育園 漆山西保育園

こばとこども園 和納保育園 かきの実保育園
網川原保育園 巻保育園 松野尾保育園
笹口こども園 巻つくし保育園 七浦保育園
湖桜保育園 すわ保育園 中之口こども園

新潟南保育園 和光幼稚園

ひのまる幼稚園

曽根保育園

かたひがし保育園

鎧郷保育園

保育園＆幼稚園＆こども園エリア
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道路側 建物側

松浜小学校 岡方第一小学校 山の下小学校 桃山小学校

南浜小学校 岡方第二小学校 大形小学校 下山小学校

太夫浜小学校 豊栄南小学校 中野山小学校 牡丹山小学校

濁川小学校 木戸小学校 東中野山小学校

葛塚小学校 東山の下小学校 南中野山小学校

木崎小学校 江南小学校

竹尾小学校

小学校エリアＡ

① ②
建物側 道路側

北
区

東
区

北区 牛歩園緑化㈱ ㈱日建緑地

㈱グリーン東 ㈱ニューガーデン

㈱景 横木造園㈱

㈱新潟造園土木 秋葉区 ㈱フィールドスケープ

㈱川崎農園 石川緑樹㈱

グリーン産業㈱ ㈱大倉造園土木

石水造園㈱ ㈱トーシス新潟

㈱長生園 ㈱新潟県林業開発

㈱芳樹園 ㈱畠山種苗園

北越緑化㈱ ㈱本間造園

㈱スプラウト ㈲新潟保全サービス

らう造景㈱ 北越農事㈱

江南区 ㈱真緑

中
央
区

西区

西蒲区

団体エリア

⑪ ⑫
江
南
区東

区

道路側 建物側

浜浦小学校 上所小学校 新津第一小学校 小合小学校

関屋小学校 鳥屋野小学校 結小学校 阿賀小学校

鏡淵小学校 笹口小学校 荻川小学校 小須戸小学校

白山小学校 女池小学校 小合東小学校 矢代田小学校

新潟小学校 有明台小学校 新津第三小学校

日和山小学校 南万代小学校 新飯田小学校 大鷲小学校

万代長嶺小学校 上山小学校 庄瀬小学校 大通小学校

沼垂小学校 桜が丘小学校 白根小学校 味方小学校

山潟小学校 臼井小学校 根岸小学校

丸山小学校 亀田小学校 小林小学校

曽野木小学校 亀田西小学校 小針小学校 坂井輪小学校

両川小学校 亀田東小学校 新通小学校 坂井東小学校

内野小学校 西内野小学校

木山小学校 東青山小学校

赤塚小学校 青山小学校

小瀬小学校 大野小学校

笠木小学校 山田小学校

五十嵐小学校

和納小学校 越前小学校

鎧郷小学校 巻南小学校

升潟小学校 巻北小学校
中之口東小学校 漆山小学校

中之口西小学校

西
蒲
区

中央区
新潟日報メディアシップ

㈱新潟日報キャリアコム

小学校エリアＢ

⑦ ⑧
ラブラ側 道路側

中
央
区

秋
葉
区

南
区

江
南
区

西
区

木崎中学校 両川中学校

光晴中学校 曽野木中学校

濁川中学校 新津第二中学校

早通中学校 小合中学校

山の下中学校 臼井中学校

東石山中学校 味方中学校

関屋中学校 五十嵐中学校

鳥屋野中学校 坂井輪中学校

白新中学校 内野中学校

寄居中学校 中野小屋中学校

宮浦中学校 小針中学校

清心女子中学校

西蒲区 巻東中学校

中学校エリア

⑨ ⑩

北
区

江南区

秋葉区

東
区

南
区

中
央
区

西
区


