えちごトキめき鉄道㈱が
鉄道事業許可申請書を提出しました
昨年12月６日
（金）
に、
えちごトキめき鉄道㈱が北陸信越運輸局へ鉄道事

新潟県並行在来線広報紙

だより

した。

越妙高駅」
にすることを発表しました。

する
「あいの風とやま鉄道株式会社」
（富山県）、
「ＩＲいしかわ鉄道株式会
社」
（石川県）及び「しなの鉄道株式会社」
（長野県）
も、同日に申請書を提
出しました。

ぜひ鉄道でお出かけください!!

さい

小正月の行事で賽の神を奉り、正月のお飾り、書初め等を持ち寄り、
それを
燃やすことによって、家内安全、商売繁盛、五穀豊穣を祈願します。妙高の
夜空を彩る花火も打ち上げられます。
日
・
日 1月18日(土)18:30〜
会 杉野沢温泉特設会場
（杉野沢温泉駐車場近く）
（妙高高原駅からバスで25分）
料 入場無料
問 杉野沢観光協会 ℡0255-86-6000

日本海糸魚川荒波あんこう祭り

迫力満点のあんこうのつるし切り、
あんこう汁の販売、海鮮網焼き、地元の
特産品の販売などが、
３会場で行われます。
◇糸魚川本町通り特設会場（糸魚川駅から徒歩3分）
日 1月26日
（日）
10:00〜14:00
料 あんこう汁500円
（1,000杯限定）
ほか
◇親不知ピアパーク（親不知駅から徒歩15分）
日 2月2日
（日）
10:00〜14:00
料 あんこう汁500円
（500杯限定）
ほか
◇マリンドリーム能生（能生駅から車で5分）
日 2月9日
（日）
10:00〜14:00
料 あんこう汁500円
（1,000杯限定）
ほか
問 ３会場とも糸魚川市観光案内所 ℡025-553-1785

レルヒ祭-日本スキー発祥103周年

日本にスキー術を伝えたレルヒ少佐を顕彰するイベント。テーマは
「音楽」
「雪」
「 食」
とし、前夜祭ではミュージックフェスティバル、
ミュージックスターマイ
ンの打上げ等を開催。
本祭はレルヒ少佐が伝えた一本杖スキーの披露やスノーモービル体験を
行います。両日とも屋台でご当地グルメが楽しめます。
日 前夜祭：2月1日
（土）
12:00〜19:00
本 祭：2月2日
（日）
9:30〜15:00
会 金谷山スキー場、
本町商店街
（高田駅から徒歩５分）
ほか
料 不要
（イベントによって有料）
問 レルヒ祭実行委員会事務局
（上越観光コンベンション協会内）
℡025-543-2777

新赤倉かまくら祭り

かまくらとロウソクの灯りで幻想的な情景をお楽しみいただけます。おしるこ
や地酒のサービスのほか、豪華賞品が当たるガラポン抽選会などを予定して
います。
日 2月上旬 19:00〜21:00
会 赤倉観光リゾートスキー場駐車場
（妙高高原駅からバスで16分）
料 入場無料
問 新赤倉観光協会 ℡0255-87-2700

平成26年1月

昨年10月31日
（木）
に、
えちごトキめき鉄道㈱が、開業後５年間は運賃水準を据え置くことと、開業後の「脇野田駅」の名称を
「上

また、
北陸新幹線の金沢開業に伴い、
えちごトキめき鉄道㈱と同時に開業

杉野沢どんど焼き・大花火大会
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えちごトキめき鉄道㈱が運賃水準の据え置きなどを発表しました

業法第４条に基づく国土交通大臣あての鉄道事業許可申請書を提出しま
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第16回全日本山岳スノーシューイング・レース
in妙高高原

スノーシューイング・レースは、
スノーシュー
（歩きやすい「かんじき」）
を履き、
雪上を走って順位を競う大会です。経験や技術は必要なく、走れる方なら誰
でも楽しむことができます。
日 2月15日
（土）
・16日
（日）
会 池の平温泉地区
（妙高高原駅からバスで15分）
料 15㎞：9,000円、
5㎞：6,000円
（当日軽昼食、保険料込み）
（※事前申し込みが必要です。下記にお問い合わせ下さい）
問 日本スノーシューイング連盟 ℡050-3659-5855

「とまと」ひなまつり
農家のお父さんお母さんが作った手作りおかきや雪蔵出し野菜の販売を
行います。
また、
あま酒を無料で振る舞います。
日 3月1日
（土）
〜3日
（月）
10:00〜14:00
会 妙高山麓直売センターとまと
（関山駅からバスで15分）
料 入場無料
問 妙高山麓直売センターとまと ℡0255-82-2760

水族博物館ナイトツアー

消灯後の水族博物館で、飼育担当職員の説明を受けながら夜の生きもの
たちの様子を観察するツアーです。お昼のときと色や動きが違う生きものたち
がたくさんいます。普段味わえない夜の水族博物館で楽しい発見がいっぱい！
お子様から大人まで楽しめるツアーです。
日 3月15日(土) 17時〜20時
会 水族博物館
（直江津駅から徒歩約15分）
料 一般
（高校生以上）
：900円 、小中学生：400円 、
幼児
（3歳以上）
：200円
（※往復はがきにて申込が必要です。定員30名
（多数の場合は抽選）
）
問 上越市立水族博物館 ℡025-543-2449

開業後５年間は運賃水準を据え置きます

北陸新幹線開業後の「脇野田駅」の名称は
「上越妙高駅」とします

運賃水準については、
開業後５年間はＪＲの運賃水準に据え置

新幹線利用者の乗り換え等の利便性を考慮し、
北陸新幹線開

くこととしました。

業後の「脇野田駅」の名称を新幹線駅と同一の「上越妙高駅」
と

運賃を据え置くことによって利用者数を維持するとともに、利用
促進に向けた取組を通じて、
更なる需要の拡大を図っていきます。

名については、すべて同一名称であり、地元脇野田地区の代表

見通しを基本に利用者数の動向を踏まえて検討することとします。

者との意見交換会においても、
同一名の「上越妙高駅」
とすべきと

なお、
利用促進に向けた取組については、
地域の皆様からマイ
レール意識を持って積極的に活用していただくなど、地域や行政
と一体となって進めていきます。

編集・発行／新潟県並行在来線開業準備協議会（構成団体：新潟県、上越市、糸魚川市、妙高市、えちごトキめき鉄道㈱）
〔事務局 新潟県 交通政策局 交通政策課内〕
〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１ ℡025-280-5974 ホームページ http://www.pref.niigata.lg.jp/koutsuseisaku/1345064482496.html

また、
今後、
新しい「上越妙高駅」の駅舎内に「脇野田駅」に関
するメモリアルパネルの設置などを検討していきます。

えちごトキめき鉄道㈱が、昨年10月に行われたなおえつ鉄道まつりと、第20回「鉄道の日」記念イベントに参加し、平成27年３月
に迫った開業をＰＲしました。

なおえつ鉄道まつり

第20回「鉄道の日」記念イベント

直江津駅にて、昨年 10 月 5 日（土）、6 日（日）に「な
おえつ鉄道まつり」が開催されました。
ＳＬが運行したことも
あり、会場には多くの方が来場されました。えちごトキめき
鉄道もブースを出展し、マスコットキャラクターのぬり絵を実
施しました。
表情豊かなキャラクターは大人気！たくさんの子どもたち
に参加していただき、色とりどりのぬり絵ができあがりました。

昨年10月13日
（日）
に、新潟駅南口広場で第20回「鉄道
の日」記念イベントが開催されました。
県内外の鉄道会社が
一堂に会して様々なイベントが催され、鉄道ファンを中心に
大盛況となりました。
えちごトキめき鉄道は、
マスコットキャラクターの名前募集
コーナーのブースを設置しました。
このイベントでえちごトキ
めき鉄道とマスコットキャラクターを初めて知ったという方も
多かったようです。
えちごトキめき鉄道を皆様にもっと知っていただき、
愛着を
持っていただけるよう、
これからも広くアピールしていきます。

■ えちごトキめき鉄道㈱のマスコットキャラクター
▼できあがったぬり絵の数々
▲ぬり絵の様子

運賃水準の据え置きなどが発表され、鉄道事業許可申請書も提出されて、開業に向けた準備が着実に進んでいます。
今後も、並行在来線に関する情報をお知らせしていきます。皆様から、
ご意見・ご感想をお待ちしています。

の意見が多かったことから、
新幹線駅と同一の名称としました。

えちごトキめき鉄道の開業をＰＲしています

春を祝うイベント
『春一番まつり』
を行います。春分の日
（お彼岸）
にちなみ、
手づくりの牡丹餅や彼岸だんごや、
もち米や小豆を販売します。
また、春の訪
れを告げるふきのとう、雪割草等の販売を予定しています。
日 3月21日
（金）
〜23日
（日）
会 四季彩館ひだなん
（あらい道の駅内）
（新井駅からバスで16分）
料 入場無料
問 四季彩館ひだなん ℡0255-70-5252

日時 会 会場 集 集合場所 料 料金 問 お問い合わせ先

現在開業中の新幹線と私鉄を含む在来線が交差している駅

また、
６年目以降の運賃につきましては、経営基本計画の収支

「ひだなん」春一番まつり

日

します。

ト キ

列車と朱鷺を融合
させたキャラクターです。
みんなに愛される
人なつっこい男の子。
昨年10月に実施しました名称募集につきましては、全国から
多数の応募をいただき、ありがとうございました。

