
【問】つむぎ通り町づくり実行委員会　☎025-782-1206
　　http://tsumugidoori.o-mec.com/

【時】9:00～13:00
【会】南魚沼市塩沢／つむぎ通り（塩沢駅通り）

今年最後の軽トラ市です。買って食べて、食欲の秋を
思いっきり楽しんでくださいね！

5（日）つむぎ通り

軽トラ市

【問】浦佐地域づくり協議会　☎025-777-4535
　　http://urakyou14.com/index.html

【時】9:30～13:30
【会】南魚沼市浦佐／毘沙門通り特設会場

毘沙門通りが歩行者天国になり、びしゃもん市、軽トラ市、
ストリート芸能など盛り沢山のイベントです！

3（金・祝）毘沙門通り

小さな祭り

市場

【問】ナナシのマルシェ　田村　☎090-4943-6128
　　http://uonumarche.com/

【会】南魚沼市塩沢／塩沢中央公園

毎月開催される人気の市場で、地元野菜、パン、お菓子、
自家焙煎コーヒーなど、個性あふれるお店がいっぱい！

19（日）ナナシのマルシェ
～もの巡る市～

【時】10:00～16:00

つるりん市場
20名の生産者が丹精こめて育てた新鮮な朝採り野菜を中心に、
ほとんどが１袋100円で買えます。開店前から並ぶ方もいて、
人気の野菜はすぐに売り切れますのでお早めにお越し下さい！
今年は11月20日（月）が最後です。

毎日

【問】青木　☎090-5758-5981
【時】14:00～17:30
【会】南魚沼市芹田／JR上越線の跨線橋近く

魚沼市と南魚沼市塩沢地区の加盟店計14店で開催されるスタンプラリーです。南
魚沼市からは「やぶそば」「田畑屋」「中野屋」「上田の郷」が参加しています。自慢の
そばを食べ比べてみてください。

美味しいおそばを食べて温泉宿泊券を当てよう！開催中～１１/3（金・祝）

第3回 魚沼そば・塩沢そばスタンプラリー

【問】魚沼市観光協会　☎025-792-7300
【会】魚沼地区（魚沼市）と塩沢地区（南魚沼市）

絵画・版画・彫刻・工芸・書道・写真の５部門からなる公募美術展です。入場無料です
ので、お気軽にお越しください。

気軽に美術鑑賞をしませんか？3（金・祝）～5（日）

第38回 南魚沼市塩沢美術展
ふれあい鍋、越後上布織物展示など楽しい催しを予定しています。ステー
ジイベントではブラスバンド演奏会や、ダンスパフォーマンスなども行
われます。
模擬店やフリーマーケットもありますので、ぜひお越しください！

お楽しみがいっぱいの秋のイベントです！3（金・祝）

第6回 しおざわ秋の収穫祭

【会】南魚沼市下一日市／道の駅 南魚沼
【時】10：00～15：00
【問】南魚沼市商工観光課　☎025-773-6665

加盟店でそばを食べると、１食につき
スタンプを１つ押してもらえます。
スタンプを３つためて応募すると抽選
で温泉ペア宿泊券が当たります！

１0/21（土）～H30.８/３１（金） 嬉しい特典つき！！

Do 湯 Know? 南魚沼温泉郷
温泉めぐりスタンプラリー

【問】南魚沼市観光協会　
　　☎025-783-3377　http://m-uonuma.jp/

【会】南魚沼市内

スタンプラリー対象施設で入湯
し、スタンプをGET！！またパン
フレットを見せると嬉しい特典
もあります。５湯巡るとオリジナ
ル手ぬぐいがもらえます！さあ、
全湯制覇に挑戦してみよう。

第10回 つむぎ語りリレー作品展
開催中～１１/１２（日） 皆で一つの作品を織り繋ごう！

【チケット取扱販売店舗】
FMゆきぐに（南魚沼）
エンゼルグランディア越後中里（湯沢）
だんろの家（湯沢）
パティスリー・スフェール（湯沢）
パティスリー・シュクレ（南魚沼）

MATSUMOTO（南魚沼）
お菓子工房ヴィシー（南魚沼）
八海山泉ヴィレッジ・パン工房コネレテ（南魚沼）
福井屋菓子店（南魚沼）
パティスリーカフェいけだや（南魚沼）

【対象施設】
石打ユングパルナス
古城館
名月荘
中の湯
舞子高原ホテル
幽谷荘
金城の里

ひいらぎ山荘
いろりあん
むいか温泉ホテル
ゆもとかん
幸栄館
たもん荘
てじまや

ほてる木の芽坂
越路荘
越前屋旅館
金誠館
日章館
坂戸城
龍氣本館

今年5回目!！

雪国スイーツFESTA

18（土） 美味しくて甘～いイベントです♪

【問】FMゆきぐに　☎025-778-1500

【会】湯沢／エンゼルグランディア越後中里
【時】オープン11:00　クローズ15:00
　　（最大滞在時間６０分）
【費】大人￥2,000（8店舗のスイーツ+ドリンクバー）
　　小人￥500（特製キッズプレート+ドリンクバー）
　　※チケット販売期間11月12日（日）まで

市内と湯沢の人気洋菓子店8店舗が自慢
の限定スイーツを持ち寄る特別なイベン
トです。どれを食べようか迷ってしまいそ
う？もちろん全て食べることができます
よ。お楽しみに♪

※写真はイメージです

【会】南魚沼市塩沢／塩沢公民館　講堂
【時】9：00～17：00（最終日16:00まで）

機織り体験（有料）をされたお客様は無料でご参加できます。つむぎ語り専用の織
機で前の方の色のバランスを考え、お好みの色のヨコ糸を選び、お一人様３ｃｍま
でリレー織りをし、一つの作品を織り繋いでいただきます。また、抽選で豪華賞品
をプレゼントします。完成作品は塩沢つむぎ記念にて永久展示いたします。
【会】南魚沼市塩沢／塩沢つむぎ記念館
【時】9：00～17：00
【休】年末年始
【問】塩沢つむぎ記念館　☎025-782-4888
　　http://tsumugi-kan.jp/

２０１７年作品 ２０１６年作品（完成品）

【問】南魚沼市塩沢美術展実行委員会　☎025-782-0100（塩沢公民館）

❶奥清津発電所OKKY…「OKKYオリジナルグッズ」プレゼント
❷きり絵 関口コオミュージアム・湯沢…入館料割引
❸湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」…入館料割引
❹かすみの間…入館料割引
❺今泉記念館アートステーション…入館料割引
❻外山康雄 野の花館…「ハガキ１枚」プレゼント
❼塩沢つむぎ記念館…入館料割引
❽鈴木牧之記念館…入館料割引
❾棟方志功アートステーション…入館料割引
10直江兼続公伝世館…入館料割引
11南魚沼市 トミオカホワイト美術館…入館料割引
12池田記念美術館…入館料割引

雪国アート回廊
2017

秋の雪国
ミュージアム巡り

2017年 １１/26（日）まで

優待

下記の参加施設の受付で冊子を提示すると優待を
受けることができます。優待内容は各施設によっ
て異なります。

❶今泉記念館コース
　南魚沼産しおざわコシヒカリ２㎏…（10名様）
❷野の花館コース
　卓上カレンダー…（30名様）

❸OKKYコース
　OKKYぬいぐるみ３個セット…（10名様）

❹トミオカホワイトコース
　ポストカード５枚セット…（５名様）
❺雪国館コース
　布ぞうり…（10名様）

抽選

スタンプを３個集めて応募すると、抽選で素敵な
プレゼントを差し上げます。

南魚沼・湯沢にある12の
ミュージアムを巡る旅。
従来の優待に加え、
スタンプラリーで、
豪華プレゼントが
抽選で当たります！

南魚沼・湯沢にある12の
ミュージアムを巡る旅。
従来の優待に加え、
スタンプラリーで、
豪華プレゼントが
抽選で当たります！

雪国アート回廊 検索
３館を巡ると抽選で当たる！！

発 行 日

優待付

雪国アート回廊南魚沼・湯沢にある12のミュージアムをめぐる旅

池田記念美術館、南魚沼市トミオカホワイト美術館

棟方志功アートステーション、直江兼続公伝世館

塩沢つむぎ記念館、鈴木牧之記念館、外山康雄 野の花館

今泉記念館アートステーション
かすみの間、雪国館、関口コオミュージアム、 ＯＫＫY

お問合せ先 湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」　TEL.025-784-3965

今泉記念館アートステーション　TEL.025-783-4500

「2017秋の雪国ミュージアム巡り」開催期間の10月7日㈯から11月26日㈰まで、この冊

子を持参して「雪国アート回廊」施設へご入場ください。受付スタッフがご対応いたします。

❶「雪国アート回廊」各施設で優待を受けることができます。優待内容は、

P5～P10をご覧ください。　なお、優待は各施設1回のみとなり、有効期限は発行日から1年間です。

また、この冊子1冊につき、5名様まで有効となり、他の割引優待との重

複はできません。❷裏表紙の内側に「ご来館記念スタンプ」押印ページがあります。12館の

スタンプはそれぞれデザインが異なりますので、記念にお集めください。

❸スタンプが3個以上たまりましたら、プレゼントに応募ができます。各施

設が提供する商品を抽選でプレゼント。内容はP2をご覧ください。

期間中、この冊子をご持参のうえ、
参加施設をお巡りください。

特典

抽選・当選についてご応募いただいたなかから厳正なる抽選をおこない、当選者を決定します。抽選の結果は、賞品の

発送をもって代えさせていただきます。なお、当選結果のご質問にはお答えできませんのでご了承

ください。
利用上の注意●本冊子に記載の情報はすべて2017年10月1日現在の情報です。ただし、開館時間、定休日等、

記載情報の変更等が生じる場合がありますので、お出かけの際には事前にご確認ください。

●スタンプ押印後のスタンプ台紙の再発行はいたしかねますので、台紙の紛失、滅失については十

分にご注意してください。また、複数枚の台紙を合算することはできません。

●スタンプや応募用紙に不備があった場合や、応募用紙にご記入された住所、電話番号が不鮮明、

記入漏れ等の理由により賞品をお届けできない場合、及び応募者の転居や長期の不在等の理由

により当選者が賞品の受領できなかった場合はご当選を無効とさせていただきます。

●当選の権利を第三者に譲渡することはできません。

●本企画参加中のトラブルや事故等及び、パンフレット記載情報の誤りやそれに基づいて被った損

害等、主催者は本企画ついてのいかなる損害について、その責任を負いかねますので、安全に

は十分ご注意して参加ください。
●不測の事態等により本企画を事前に通知せず、変更、中止、終了する場合がございます。

　その際に生じた損害等につきまして、主催者側ではその責任を負いかねます。

応 募 方 法P１２の応募用紙に必要事項をご記入の上、
各施設の受付にご提出ください。

応 募 締 切平成29年11月26日㈰※当日ご提出分まで

南魚沼産しおざわコシヒカリ2㎏………（10名様）

提供／今泉記念館アートステーション

❶今泉記念館コース

ポストカード５枚セット …………………………（5名様）

提供／南魚沼市トミオカホワイト美術館

❹トミオカホワイトコース

ＯＫＫＹぬいぐるみ３個セット ………………………（10名様）

提供／奥清津発電所ＯＫＫY

❸OKKYコース

❷野の花館コース

※賞品画像はイメージです。

2017　  の雪国ミュージアム巡り

　  の雪国ミュージアム巡り平成29年 10/7㈯～11/26㈰

1

2

卓上カレンダー………（30名様）

提供／外山康雄 野の花館

雪国館コース布ぞうり……………（10名様）

提供／湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」

※１名様につき１点のプレゼント

※１名様につき１点のプレゼント

※１名様につき１点のプレゼント

※１名様につき１点のプレゼント

※１名様につき１点のプレゼント

表4

表1

P01（表2）

P02

（一社）湯沢町観光協会／雪国アート回廊・秋企画パンフレット　（展開サイズ＝A5 仕上がりサイズ＝A6）
表紙-A案

表4

表1

表紙-A案

P01（表2）

P02

（一社）湯沢町観光協会／雪国アート回廊・秋企画パンフレット　（展開サイズ＝A5 仕上がりサイズ＝A6）

この冊子が目印！
持ち歩いてお得に使って下さい。
この冊子が目印！

2017

11
November

まだまだ食欲の秋、芸術の秋は終わりません！
秋色に色づく南魚沼にぜひお越しください。


