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（土）～１0/

October

（日）

４

第3回
南魚沼グルメライド

秋の夜長にいかがですか♪

（火）

第8回 関興寺
テリー斎藤JAZZライブ

美しい南魚沼の大自然を自転車で楽しみ
ながら、地元のおいしいものを食べて駆け
抜けるロングライドです。新米南魚沼産コ
シヒカリを十分ご堪能ください！
※お申込みは終了しております。

みなかみ町出身のサックスプレイヤー、
テリー斎藤が昭和の名曲を奏でます！
あの頃の懐かしい思い出が蘇ってくるはず。
特別な夜をお寺で過ごしませんか？

【時】
開場18:00

前売券は今泉記念館でも
販売してます！

【会】南魚沼市上野／関興寺

【会】メイン会場 南魚沼市浦佐／八色の森公園
【時】開会式 6:50
スタート 7:30
【問】下記公式ホームページの問合せフォームから
お問い合わせください。
http://minamiuonuma-cyclefesta.com/

開演18:30

【費】
前売券￥1,500 当日券￥2,000
高校生以下無料
【問】関興寺 ☎025-783-2111

８

（土）～１１/

南魚沼産

２

走って感激 観て感動、
自転車で南魚沼を知り尽くそう！

６

1６

（日）

魚沼きのこ汁＆
新米おにぎりまつり

錦秋に色づく八海山を眺めながら、南魚沼産新米
コシヒカリおにぎりと、旬の食材ブランド魚沼き
のこ（7種類）たっぷりの魚沼きのこ汁で秋を堪能
してください！

【会】南魚沼市山口／八海山ロープウェー山麓駅駐車場
【時】10:30〜14:30（売切れ次第終了）
【問】六日町観光協会 ☎025-770-1173
※団体でのご利用の場合のみ、3日前までに要予約
となります。

城内豊年ふるさと祭り
煙火大会

秋の風情ある街と、和布を使った数々のキル
ト作品がみごとに調和。牧之通り全体が美術
館になり、出迎えてくれます。

鮭のつかみ取り、大抽選会、芸能
ステージなどを予定。

【会】南魚沼市塩沢／牧之通り

【会】南魚沼市上原／城内小学校

【時】
10：00〜17：00

【時】
13:00〜20:00
煙火大会18:30〜予定
【問】城内地域開発センター
☎025-775-2002

【費】無料展示：ふぜいある和のキルト街道
（牧之通りの20店舗）
特設展開場：1.鈴木牧之記念館 2.中島邸
入場料￥500
（2会場共通）
※前売券￥400で鈴木牧之記念館、中島邸、
ちどりやで発売中です。

1５ ・1６
（土）

【問】和のキルト展実行委員会
☎080-2049-3234（保坂）
☎090-7244-2353（中島）
☎090-7410-9078（渡辺） http://shiozawa-quilt.com
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見頃：１０月中旬〜１１月上旬（予定）
途中にある３か所の展望台からは、雄大な
迫力ある３６０度の大パノ
ラマが広がります！

沿道での観戦（応援）
お願いします！！

20

迫力のスポーツ観戦です！
南魚沼特産屋台村では、美味しい特産品が食べられます。
【会】
メイン会場
大和地区、秋の収穫祭です

【費】大人￥1,000

与六市

2（日）

塩沢で育まれた

雪深い越後の郷

海藻をもちいて

http://kankouji.coolblog.jp/

極上のそばつなぎに

検索

１０

全国的に珍しい
菊歓迎アーチは必見です！

（木）

魚沼菊花展・浦佐菊まつり

うおぬマルシェ
〜山粧う市〜

16（日）

約50店舗が参加予定で、
ふれあい広場も使って広く開催
されます。
体験できるコーナーもあり、お楽しみがいっぱい！

タクシー / 福祉タクシー / タクシー代行 / 貸切バス

人員輸送なら・
・
・当社へ！

ྒॱॡ३شઙૄভ

( 税込 )

Tel.
香り高いそばを

関興寺

（月）～１１/

【会】南魚沼市塩沢／塩沢中央公園
【時】
10:00〜16:00
【問】ナナシのマルシェ 田村 ☎090-4943-6128
http://uonumarche.com/

南魚沼市目来田57-1

手打ち風の

詳細は

清流な巻機山水系の

᭗ᲫᲳᲰᲱ᳧

974

￥

丹念に打ち上げました︒

ࠇೞޛ

毎週日曜日

魚沼きのこそば
( 税込 )

３１

【時】
10/29（土）菊審査会
11/9（水）入賞者表彰式
【問】大和観光協会
☎025-777-3054

魚沼きのこ ざるそば

1,082

見頃：１０月中旬〜１０月下旬（予定）
しゃくなげ湖の湖畔を彩る紅葉
を楽しめます。

【会】南魚沼市浦佐／普光寺毘沙門堂

【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）
【問】六日町温泉朝市の会 ☎025-774-2683

￥

しゃくなげ湖（三国川ダム）

南魚沼市をはじめ、魚沼市、十日
町市、小千谷市、湯沢町などから
約1,000鉢の菊が集合し、美し
さを競います。
（入場無料）

地元生産者とふれあいながら、
もぎたて新鮮野菜、手作りパン、
花など
購入できる人気の朝市です。
今年は10月30日
（日）
が最後です。
お見逃しなく！

すべてが調和された

↰ደ
߿߹ߏ
㔕ޓᄤ

六日町温泉朝市

水で冷やした

025-782-0924
025-782-3478
025-782-3403
025-782-3402
025-782-3473

第5回 南魚沼コシヒカリRUN in 石打

自慢の逸品を供します︒
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田長尾家
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2（日）

関東管領上杉家

上
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美しい紅葉と田園風景を楽しみながら走ります！
地元グルメや新米、
特選品などをご用意してます。

（日）

【問】南魚沼コシヒカリRUN実行委員会
☎025-783-2523

【会】
南魚沼市六日町／JR六日町駅前 市役所北分館駐車場
【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

【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/

ኋޓฬ

小学生以下￥500

地元野菜、加工品、フリーマーケットなどのお店が出店したり、
ミニライブも開催します。
お買い物の方に炭火焼きサンマの
無料サービスがあります。

地元の野菜やお米などを購入した後は、屋台で好きな物を
食べ休憩しませんか？工芸品などのお店も出店します。

紅葉

【時】受付7:30〜 開会式8:30〜
ハーフマラソンの部スタート9:30〜
10kmの部スタート9:45〜
トレイル駅伝・ソロの部スタート10:00〜
トレッキングウォークの部スタート10:15〜
ふるまい村オープン11:00〜

【問】八海山麓サイクリングターミナル
☎025-779-3230

【問】八海山大崎社務所
☎025-779-2010

【会】南魚沼市浦佐／八色の森公園
【時】
10：00〜15：30
【問】南魚沼市商工観光課 ☎025-773-6665

３０

南魚沼市舞台／しゃくなげ湖畔開発公社前駐車場

【時】
15日
（土）
第2回JBCF南魚沼タイムトライアル
10:00〜17:00
16日
（日）
第50回JBCF東日本ロードクラシック南魚沼大会
8:00〜16:00
【問】
JBCF事務局 事業部
☎04-7189-0100
※電話による問合せは平日の
9:00〜17:00
http://www.jbcf.or.jp

【会】南魚沼市石打／上関小学校

【時】受付8:00〜 開会式8:30〜
水無溪谷コーススタート8:55〜
おおくらの森コーススタート9:00〜
閉会式13:30〜
（予定）

【時】大祭行列 10:00頃
大火渡式厳修
（ご祈祷他） 11:00
火渡り開始 13:00頃

テント村のブースでは、地元の団体による美
味しいグルメを堪能できます。また、ダンスス
テ ー ジ や 子 供 向 け の イ ベ ン ト 、フ リ ー マ ー
ケットなどイベントも盛り沢山です。

走って食べて、ランナーだけでなく応援の方
も、お楽しみいただけるイベントです！
※申込締切日は9月30日（金）です。

【会】南魚沼市／荒金〜大倉

【会】南魚沼市大崎3746／八海山尊神社

軽トラ市

第8回
水無渓谷リバーウォーク
歩いた後、芋煮やコシヒカリのおに
ぎりもあります！
※申込締切日は10月10日（月・祝）です。

祭壇の前に積み上げられ燃え尽きた、
杉木の墨の上を「家内安全・無病息災」
を念じ信者たちが素足で渡ります。一
般の方も参加できますよ。

つむぎ通り

越後三山の雄大な景色が広がります！
大自然の中、
ウォーキングで心も身体もリフレッシュ

（日）

八海山大崎口火渡大祭

八海山ロープウェー
見頃：１０月上旬〜１１月上旬（予定）
展望台からは佐渡ヶ島まで一望できる大パノラマ！

２３

約200年前からの歴史ある火渡り祭です

（木）

紅葉

人間の力だけで織りなす
究極のロードレース！

（日）

南魚沼サイクルロードレース（2Ｄａｙｓ）

八色の森市民まつり
魚沼スカイライン

煙火大会は稲刈り後の田んぼに
水を張り、
水鏡を演出します

（日）

第1回 塩沢・牧之通りを彩る和のキルト展
こらっしゃい
南魚沼

（日）

紅葉

9

アジア都市景観賞を受賞した牧之通りに、ぜひお越しください

（日）

025-782-1992

ٛইজॲشॖখঝ ٜ

0120ٕ40ٕ2440

ٿ949-6680 ৗඎવຂඖ౽1840

TEL (025) 772ٕ2440

FAX (025) 772ٕ2441

ྒ௴ং५

TEL(025) 772ٕ4545

