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～ 7
5/

（土・祝）

（日）

「味噌なめたか」
で有名な
関興寺で開催

春の特別拝観

みなみうおぬま

１ ～7
（月）

カタクリウィーク

鎌倉・室町戦国時代の古文書、上杉家ゆかりの仏像・
仏画・墨蹟・茶器など、普段見ることのできない貴重
な寺宝の数々をご覧いただけます。
春の花や新緑がまぶしいこの季節に、普段とは違う関
興寺の魅力に触れてみませんか？

【会】南魚沼市山口／八海山ロープウェー

【時】
9:00〜16:30

【時】ロープウェー運行8:20〜16:20
通常２０分間隔（毎時００分、２０分、４０分）

※通常は無料

「浦佐毘沙門堂裸押合大祭」で有名な普光寺境内におい
て、来場されたお客様に地元ボランティア「おせった
いの会」がお茶などを振る舞います。
※毎週土・日曜日に開催予定（なお、予告なしに中止
になる場合もあります）
【会】南魚沼市浦佐／毘沙門堂
（普光寺）

【会】南魚沼市永松／五十沢キャンプ場
【時】開会式 10:00〜、
餅まき大会

お茶をどうぞ

5/

清らかな渓流、五十沢川を囲む3.5haの広大なキャン
プ場は、オートキャンプサイトをはじめ、林業体験実
習館、炊事場、アスレチックなど充実した施設が完備
されています。

【問】八海山ロープウェー ☎025-775-3311
http://www.princehotels.co.jp/amuse/hakkaisan/

【問】関興寺 ☎025-783-2111
http://kankouji.coolblog.jp/

13（土）～１０月下旬
毘沙門堂おせったいの会

キャンプ場は４月２８日（金）
よりオープンしています

（木・祝）

五十沢キャンプ場
オープニングイベント

ロープウェー山麓付近で一面薄紫色に染め咲き誇る、
カタクリの群生は圧巻！
４日（木・祝）は地元城内観光協会による「塩ちゃん
こ」や「イワナの塩焼き」などの飲食販売を行います
（なくなり次第終了します）
。

【会】南魚沼市上野／関興寺
【費】￥300

４

可憐な「春の妖精」
がお出迎え

（日）

今年のゴールデンウィーク何をしよう？
自然いっぱいの南魚沼で、思い出いっぱい作っちゃおう！

【問】大和観光協会

富岡惣一郎

「五色沼・春Ａ」1991年

「The four seasons」
また、５月のラウンジ展では長森新田と麓の歴史を紹介して

【費】無料

【問】五十沢キャンプ場 ☎025-774-2142
http://www.ikazawa-camp.jp/

（火）まで

富岡惣一郎が出会った四季折々の白の情景を展示。

【時】10:0０〜15:00

11:00〜

～７/18

いる「城内さんぽ〜歴史編〜」や、市民ギャラリー「第２回佐藤

☎025-777-3054

幸子展」を開催します。
【会】南魚沼市上薬師堂／南魚沼市トミオカホワイト美術館
【時】
9：00〜17：00（最終入館16:30）
【休】水曜日
【料】一般￥500 小・中・高校生￥250
※ラウンジのみのご観覧は無料です。
【問】
南魚沼市トミオカホワイト美術館 ☎025-775-3646

普光寺
【時】拝観受付 9:30〜16:30
【費】内陣参拝及び寺宝館1人￥300
15人以上1人￥250
【問】普光寺 ☎025-777-2001

5

５/

（金・祝）

28

駅前が歩行者天国になるよ

花まつり

八海山登山マラソン＆
新緑ウォ―キング大会

おもちゃすくい大会、水ヨーヨーつ
り大会、輪なげ大会、大抽選会など
子供も大人も楽しめるイベントが
いっぱい！手づくりの楽しいおまつ
りです。飲食店や、フリーマーケッ
トもあります。
【会】
南魚沼市六日町／
「ララ」
・南魚沼市図書館周辺
【時】
10:00〜15:00
【問】
六日町観光協会

２日間開催！

与六市

☎025-770-1173

（日）

残雪と新緑の霊峰八海山を舞台にしたヒルクライムレース

5/10（水）まで
エントリー受付中！

距 離15ｋｍ・高 低 差965ｍを 駆
け上がるレースです。南魚沼産
コシヒカリのおにぎりや塩ちゃ
んこの屋台でおもてなしも。苦
しくても楽しいレースです。

展示体験コーナーなどイベント盛りだくさん！
みんなの広場では飲食店や色々なお店が並びます。
【会】南魚沼市／イオン六日町店専門店館前
【時】10:00〜15:00
【問】与六市実行委員会事務局 ☎025-772-2055
http://www.uoyomi.jp/yorokuiti/yorokuiti.html

八海山大倉口火渡り祭
斎場中央に積み上げられた杉の
木が燃え尽き灰になった上を素
足で渡り、罪や汚れを減却し家
内安全・無病息災などを願いま
す。当 日 は 修 行 者 の 後 に、一 般
の方も参加できます。

塩沢宿牧之通りの商店街を中心
とした約２０軒で、明治時代か
ら伝わる古いものから平成に至
るまでの武者人形や、塩沢織布
で 作 っ た「塩 沢 お 召 し」の 木 目
込み人形なども見学できます。

【問】
大和観光協会

【問】
八海山登山マラソン大会実行委員会 ☎025-775-3311
http://www.princehotels.co.jp/amuse/hakkaisan/

つむぎ通り

軽トラ市

「雪国アート回廊」開催中！

開催中～6/5（月）
三国街道塩沢宿武者人形かざり

（日）

八海山の麓にある大倉火渡り斎場で行われる火渡り祭

【会】
南魚沼市大倉／
八海山大倉口里宮前広場（坂本神社）
【時】9:30〜12:00

【会】
南魚沼市／
城内中学校〜八海山ロープウェー山頂駅
【時】
9:30〜

3（水・祝）～4（木・祝）

28

http://www.6bun.jp/white/

【会】
南魚沼市塩沢／牧之通り周辺
【時】
9:30〜16:30
※各家によって開催期間や休日、時間が
異なります。

☎025-777-3054

7（日）

【問】
射干の会

今年も開催します！

六日町温泉朝市

新鮮な山菜、
野菜、民芸品、工芸品、食べ物など
様々なお店が出店します。お楽しみに！

参加店舗入り口には目印看板があります

☎025-782-1116

毎週日曜日

10月までの毎週日曜日に開催します。
朝収穫したばかりの
新鮮野菜や手作りパンなど並ぶ大人気の朝市です。

【会】
南魚沼市塩沢／つむぎ通り
（塩沢駅通り）
【時】9:00〜13:00
【問】
つむぎ通り町づくり実行委員会 ☎025-782-1206
http://tsumugidoori.o-mec.com/

【会】南魚沼市坂戸／銭淵公園入口駐車場
【時】
6:00〜８:00
（売り切れ次第終了となります。）
【問】六日町温泉朝市の会 ☎025-774-2683

025-782-1133

Tel.

http://www2.enekoshop.jp/shop/shiobei/

雪国アート回廊

ナナシのマルシェ
〜ほくほく列車の市〜

28（日）

ほくほく線を貸し切り電車の中でパンなど美味しいお店
が沢山並ぶ特別なナナシのマルシェです！
【会】ほくほく線 虫川大杉〜十日町〜六日町
【時】
六日町駅13:30頃着
（60分間停車）
【問】ナナシのマルシェ 田村 ☎090-4943-6128
http://uonumarche.com/

Facebookも更新中
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〒949-6408
新潟県南魚沼市塩沢 309-6

下記の参加施設でチラシを提示していただくと、優待を受け
ることができます。
※優待内容は各施設で違います。
※チラシは参加施設などに置いてあります。
１、池田記念美術館
２、南魚沼市トミオカホワイト美術館
３、棟方志功アートステーション
４、直江兼続公伝世館
５、塩沢つむぎ記念館
６、鈴木牧之記念館
７、外山康雄 野の花館
８、今泉記念館アートステーション
９、雪国の宿 高半
「かすみの間」
１０、
湯沢町歴史民俗資料館
「雪国館」
１１、
きり絵 関口コオミュージアム・湯沢
１２、
奥清津発電所ＯＫＫＹ
【問】湯沢町観光協会 ☎025-785-5505
今泉記念館アートステーション ☎025-783-4500

営業時間 5月〜11月 10：00〜18：00

12月〜4月 10：00〜17：00

（ラストオーダーは30分前）
定 休 日 元旦を除き年中無休
電
場

話 025-783-3770

所 道の駅 南魚沼内（四季味わい館となり）

検索

