
海 の 大 花 火
うみ おお    はな      び

みなさんも知っている「ぎおん柏崎ま

つり海の大花火大会」！  毎年7

月26日に行われて、約20万人もの

お客さんが訪れます。
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柏崎 シティセールス

シンボルマークの説明
せ つ め い

このシンボルマークは、たくさんある柏崎の魅力をまとめたマークです。

柏崎に住んでいる人も住んでいない人もこのマークを見ることで、柏崎の魅力や楽しさが伝わり、

柏崎を好きになってくれる人が増えることを願っています。

みなさんもこのマークをどんどん使って、ふるさと柏崎を楽しみ、好きになってください。

かしわざき

かしわざき

かしわ ざき

かしわざき

かしわざき み  りょく たの つたす

す ふひと

つか たの すかしわざき

ねが

すひと ひと み

み  りょく

じ  ぶん まち し し

かんが

ものづくりを中心とした産業
ちゅう  しん さん  ぎょう

柏崎には、工場が多くあり、製造業（ものづくり産業）

が盛んです。自動車の大切な部品などが柏崎で作られ

ています。
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荻ノ島茅葺集落
高柳町荻ノ島集落は、田んぼを囲

むように茅葺の家があり、日本の昔

の風景をそのまま残している貴重な

集落です。
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紅葉（松雲山荘）
こう   よう しょう  うん  さん  そう

柏崎には松雲山荘をはじめ、紅葉

がきれいな場所がたくさんあります。

松雲山荘は、秋にライトアップさ

れ、幻想的な美しさです。
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海水浴場（シーカヤック）
かい  すい よく  じょう

柏崎には15の海水浴場があり、マリ

ンスポーツ・ビーチスポーツが盛んです。
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お い し い  お 米
こめ

柏崎の豊かな自然の中、きれいなお

水で育ったお米はとてもおいしいです。
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約500年前から伝わる柏崎にしか

ない伝統芸能で、国の文化財に

なっています。
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日本海に沈む夕日
に   ほん  かい しず ゆう   ひ

柏崎の海岸は、フルマラソンとほぼ

同じ42㎞あって、きれいな夕日をみ

ることができます。
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米山と米山大橋
よね   やま よね   やま おお   はし

米山の緑と米山大橋の赤が、美しく

重なる柏崎の代表的な景色です。
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鯛 の 名 産 地
たい めい　   さん　    ち

柏崎の海では魚の王様「鯛」がた

くさん獲れます。この鯛は全国的に

有名な柏崎のご当地グルメ「鯛茶

漬け」にも使われています。
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企画エリア
季節やイベントなど特色ある

柏崎を描き加えよう !!
かしわ ざき よ さが

かしわ ざき

さん がい ぶし か　 し れん そう き　いろ

え ち ゴ ンえ ち ゴ ン
越後柏崎のPRキャラクターだゴン！

三階節の歌詞から連想される黄色

い小鬼だゴン！ いろんなイベントに出

没するゴン！

しゅつ

ぼつ

おにこ

えち   ご
かしわ ざきかしわ ざき かか くわくわ

き    かく

き   せつ とく しょく

柏崎の良いところを探して

自分たちの街を知り、知ってもらうための

デザインを考えよう!!


