山形方面より

ガイドブック
新潟県

出雲崎町

見附市
福島方面より

長岡市
柏崎市

小千谷市

富山方面より

長野方面より

東京方面より
寺泊
和島 中之島
与板
出雲崎町
見附市
三島
長岡
柏崎市

越路
小国 小千谷市

山古志

川口

ページガイド
■1

えちご長岡広域観光マップ

■4

まつり・イベント

■8

越後三大花火

■10

えちご長岡 冬のまつり・イベント

■12

レジャー・体験

■16

景観

■20

歴史・文化

■22

良寛の心が息づくまち

■24

えちご長岡の銘品

■28

イベントカレンダー

栃尾

祭

Festival

まつり・イベント
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そして守り伝えていく。
故郷の心のあたたかさと
感動を満喫。
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牛の角突き 長岡市山古志

小千谷市

体重1トンもの巨体がぶつかり合う迫力の熱
戦が繰り広げられます。人間の相撲と同様に
技も多様です。越後牛の角突きは、引き分け
が原則で、興奮した角突き牛を取り押さえる
勢子の妙技も見ものです。
長岡市山古志：
［開催期間］毎年５月〜１１月（月
1〜2回日曜又は祝日に開催）
［時間］13:00〜16:00頃［会場］山古志闘牛場［料
金］2,000円（保護者同伴の小学生以下は無料） ☎0258-59-3933（山古志
闘牛会） 小千谷市：
［開催期間］5月〜11月、月1回開催［時間］13:00〜［会場］
小千谷闘牛場（小千谷市大字小栗山）
［料金］特別席2,000円、一般席1,000円
（中学生以下無料） ☎0258-83-3512（小千谷観光協会）

見附今町・長岡中之島大凧合戦

長岡市中之島 見附市

１００枚張大凧（約８畳分の大きさ）が空中で
絡み合う勇壮な祭りです。
１１組ある凧組が、
刈谷田川両岸に分かれて大凧を揚げ、互いの
大凧の糸が絡まったら大勢で糸を引合い、相
手の凧糸を切った方が勝ちとなります。
［開催期間］
６月第１土曜から３日間［時間］
１３
：
００〜１７
：
００
［会場］中之島大橋下流 刈
谷田川堤防上［料金］無料
☎０２５８-６2-1700（見附市産業振興課） ☎０２５８-６１-２０１３（長岡市中之島支所産業建設課）

えんま市

見附まつり花火大会

おぢやまつり

見附市

市民の想いがこもった「メッセージ花火」、全国
有名花火師による「見附夏コレクション花火」、
復興シンボル「フェニックス見附」など、数々の
花火が夏の見附の夜空を幻想的に彩ります。
［開催期間］毎年7月下旬［会場］見附運動公園
多目的グランド［料金］無料
☎0258-62-7801（見附市まちづくり課）

港まつり海上大花火大会

小千谷市最大のお祭り。信濃川河畔の花火大
会は、約7,000発の花火が打ち上げられ、フィ
ナーレを飾る市民募金による超大型ワイドスタ
ーマインは必見。万灯パレードや盆踊り大会で
小千谷の夏の夜は最高潮に達します。
［開催期間］8月下旬の金〜日曜日の3日間 ［時間］花火大会：2日目 19：00〜21：
00［会場］主に市街地、花火大会は、信濃川旭橋下流右岸［料金］花火大会：一部有
料席有 ☎0258-83-3512（小千谷観光協会）

もちひとまつり 長岡市小国

小国に伝わる歴史ロマンに思いを馳せ、先人が
築いてきた小国の歴史や文化を振り返り、後世
に伝えようというおまつり。
［開催期間］毎年８月下旬の日曜日［会場］
ＪＡ
柏崎小国支店カントリーエレベータ前特設会場
［時間］14：30〜21：00［料金］無料
☎０２５８-９５-５９０６
（長岡市小国支所産業建設課）

長岡市寺泊

砂浜から海上へ向けての海中海空花火等が打ち上
げられ、海面そのものがファンタジックステージとなり、
夢世界のようです。
［期日］
８月７日（雨天順延）
［打上時間］19:30〜
［会場］寺泊中央海岸
☎0258-75-3363（寺泊観光協会）

とちお祭

２００有余年の歴史を持つこの市は、閻魔堂
（えんまどう）のある本町通りを中心に、全国
各地から集まった約5００軒以上の露店が数
キロメートルにわたり立ち並び、期間中２０万
人を超える人出で賑わいます。
［開催期間］
６月１４日〜１６日［時間］
１０：00
〜22：00［会場］柏崎市東本町地内ほか
☎０２５７-２１-２３３４
（柏崎市観光交流課）

ふるさと わしままつり 長岡市和島

船まつり
・大花火大会

与板十五夜まつり 長岡市与板

江戸時代から今日まで２５０年余も続くまつりで、
当時の豪商が３台の屋台を神社に奉納した事
がら始まる。
３台の登り屋台が全国でも珍しい
坂道を若者の掛け声と伴に勇壮に登ります。
［開催期間］毎年９月第３金、土、日［会場］都野
神社 他 ☎０２５８-７２-２３０３
（与板十五夜
まつり連絡協議会）

出雲崎町

大漁と海上安全を祈願して行われる船まつり。
漁船が大漁旗をなびかせながら進む「海上船団
パレード」で、無料乗船できます。
（先着順）夜に
は海上花火も開催されます。
［開催期間］8月15日［時間］9:00〜21:00（予
定）
［会場］出雲崎漁港［料金］入場無料
☎0258-78-2291（船まつり協賛会〈事務
局：出雲崎町産業観光課〉）

越路ほたるまつり 長岡市越路

「ほたるの里」越路で行われるおまつり。メイ
ンのほたる観賞を始め、ステージイベントや飲
食コーナーのほか、おにぎり、うちわの先着プ
レゼントもある。ほたるの乱舞はまさに幻想的。
［開催期間］
６月下旬頃［会場］長岡市塚野山
牛の首地区
☎０２５８-９２-５９０３（長岡市越路支所産業建設課）

全日本丸太早切選手権大会

川口まつり 長岡市川口

勇壮武者行列や伝統あおり太鼓の演奏、夏の夜空を美
しく彩る復興祈念花火エピセンタ(震央)の打上げ、絢爛
豪華女みこしと豪快な男みこしがまちを練り歩き、名物
えちご川口水合戦の熱い戦いや総にわかなど見所いっ
ぱいです。
［開催期間］
７月最終の土日［会場］長岡市川口支所前
おまつり広場［料金］無料
☎0２５８-８９-３１１３
（長岡市川口支所産業建設課）
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長岡市栃尾

全国でも珍しい樽みこしを使った綱引き大会や、
手作りの山車が市街地を練り歩く「仁和賀行
進」、そのほか「大民踊流し」や「みこし渡御」も
見もの。
「大花火大会」では、5,000発の花火
が夜空を彩ります。
［開催期間］8月下旬［会場］栃尾市街［料金］観覧無
料 ☎0258-51-1195（長岡市栃尾観光協会）

８月14日〜16日の３日間開催される「ふるさと
わしままつり」15日は、道の駅で4,000本の竹
籠灯が幻想的な世界を作り出します。16日は、
島崎地内を練り歩く長岡市の無形文化財にも
指定されている弓踊り行列は一見の価値あり。
［開催期間］
８月１４日〜１６日予定［会場］道の
駅良寛の里わしま 他
☎0258-74-3111（わしままつり実行委員会
（長岡市和島支所産業建設課内））

柏崎市

小千谷市

米百俵まつり 長岡市

戊辰の時代から伝わる「米百俵」の故事をテー
マに、越後長岡時代行列、米百俵リレーなど
様々なイベントが行われます。
［開催期間］10月第1土曜［会場］長岡市大手
通り
☎0258-39-2221（長岡市観光課）

長岡市三島

毎年８月１６日に開催される三島地域の名物行
事。全国各地から集まった力自慢が２人1組で力
を合わせて、大きく育った杉の丸太を地域特産
の脇野町鋸を使い切り落とす速さを競います。
http://echigomishima.web.fc2.com/maruta/
［開催期間］
８月１６日［会場］長岡市みしま体育
（全日本丸太早切
館駐車場 ☎０２５８-４２-２２４９
選手権大会実行委員会事務局（長岡市三島支所産業
建設課内））

中之島産業まつり 長岡市中之島

6
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メインは、地元中之島産コシヒカリ約１０俵（約
６００㎏）で作る「ジャンボおにぎり」です。その
他、新鮮な地元産農産物の品評会や直売など
があり、毎年多くの方で賑わいます。
［開催期間］
１０月第３日曜［時間］
９：００〜１５：００
［会場］長岡市中之島支所周辺［料金］無料
☎０２５８-６１-２０１３（長岡市中之島支所産業建設課）
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打ち上がる祈り・華開く空

越後
三大花火

海

ぎおん柏崎まつり 海

尺玉３００連発、尺玉１００発一斉
打ち、海中空大スターマイン、
６０
０ｍワイドスターマイン、そして三
尺玉２発同時打ちなど、鮮やかで
スケールの大きな花火が目白押し
です。本物のド迫力が、観るもの
全てを魅了します。
［会場］柏崎市みなとまち海浜公
園周辺［開催日］
７月２６日［時間］
19:30〜21：10頃
☎０２５７-２2-3161（ぎおん柏
崎まつり協賛会〈柏崎商工会議所
内〉）

長岡まつり 川

ぎおん柏崎まつり

川

山

日本 一 の 大 河・信 濃 川を舞 台に、
名物・正三尺玉と長生橋に仕掛け
られたナイアガラ花火が共演。次
から次へと連続して打ち上がる花
火は豪華絢爛そのものです。復興
のシンボル「フェニックス」や大河
ドラマ放送を記念して打ち上げが
始まった「天地人花火」も登場！ま
すます大迫力に！
［会場］長岡市大手通り
（大花火大
会は信濃川河川敷長生橋下流）
［開催期間］8月1日前夜祭 8月2
日・3日昼行事・大花火大会［時間］
花火大会 19:25〜21：10（予定）
☎0258-39-2221（長岡まつり
協議会）

片貝まつり 山
浅原神社秋季
例大祭奉納
大煙火

長岡まつり
8
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片貝まつり

直径約800ｍの世界一の大輪、正
四尺玉をはじめ、約15000発の奉
納花火大会。約400年の歴史があ
り、筒引きなど伝統行事も数多く
行われる。
［会場］浅原神社裏山［開催期間］
9月9日〜10日［時間］花火大会
1 9：3 0〜2 2：2 0［ 料 金 ］桟 敷 席
1マス:30,000円（2日間利用可）
☎0258-84-3900（片貝町煙
火協会）
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えちご長岡
冬のまつり・イベント
スノーフェスティバルｉ
ｎ越路

長岡市越路

メインは市民らが参加して行われる雪像づくり
コンテスト。雪上に並ぶ約４０基もの雪像はまさ
に圧巻。そのほか、巨大雪山すべり台やスノー
モービル試乗体験、ステージイベント、花火打
上などが行われます。
［会場］長岡市不動沢 成出運動広場
［期日］
２月第２土曜日
☎０２５８-９２-５９０３
（長岡市越路支所産業建設課）

とちお遊雪まつり 長岡市栃尾

雪に親しみ、雪と遊ぶ…そんな雪国ならではの楽しい
遊びが盛りだくさん。白熱した雪上ソリレースやステー
ジイベント、味じまん市など親子で楽しめる祭です。
前夜祭では1000個を超えるキャンドルが灯され、雪花
火との幻想的な世界が見る人を虜にします。
［会場］道の駅R290とちお［期日］2月中旬［時間］10：
00〜15：00［料金］観覧無料
☎0258-51-1195（長岡市栃尾観光協会）

雪しかまつり 長岡市

ジャンボスノーすべり台、雪壁のぼりなど雪を生かし
た遊びがたくさん！食楽座・雪しか市では、長岡の名物
を味わうことができます。夜は雪を明るく照らす雪あ
かり、雪上花火など幻想的な景色をお楽しみください。
［会場］千秋が原ふるさとの森、ハイブ長岡（長岡市
千秋３）
［期日］2月第3週の土日［時間］土曜日11：
00〜19：00 日曜日10：00〜16：00
☎0258-32-4500（長岡雪しか祭り実行委員会）

おぐに雪まつり 雪上エンデューロ大会
長岡市小国

全国から集まったライダーが疾走する雪上のバ
イクレースは迫力満点。屋台村、瞽女唄と昔話
など、冬の小国を満喫できます。前夜の幻想的
な雪ぼたるもお見逃しなく。
［会場］おぐに運動公園特設会場［期日］毎年２
月下旬の土、日曜日［時間］
８：４５〜15：３０
［料
金］無料
☎０２５８-９５-５９０６
（長岡市小国支所産業建設課）

10
●

えちごかわぐち雪洞火ぼたる祭

冬

長岡市川口

２万本のロウソクが灯る幻想的な雪灯りの世界。地
元食材を使った屋台の出店や白熱の雪積み合戦。ジ
ャンボ滑り台や宝さがしなど子どもに大人気の雪上
レク。フィナーレを飾る雪上大花火が冬の夜空を美し
く彩ります。
［会場］川口運動公園多目的広場［期日］
２月下旬
［時間］
１２
：
００〜１９
：
３０
［料金］無料
☎０２５８-８９-３１１３
（長岡市川口支所産業建設課）

おぢや風船一揆

小千谷市

全国各地から約40機の熱気球が参加する本州唯一の冬の
熱気球大会を中心に、熱気球試乗体験や雪像コンテスト等
各種イベントを実施。夜の熱気球、花火、雪灯篭の光の競演
は、夜の雪原を幻想的な雰囲気に変えます。
［会場］小千谷市西中会場（競技フライト）、小千谷市平沢会
場（雪原イベント）
［期日］2月下旬の土・日曜日［時間］雪原イ
ベント：1日目19：00まで、2日目13：00まで［料金］熱気球試
乗体験:高校生以上1,000円、小中学生500円、未就学児
無料 ☎0258-83-3512（小千谷観光協会）

YOU・悠・遊

柏崎市

「辛い雪国の生活の中で、雪を楽しもう」と始まった
雪祭り。巨大餅つき・雪上打ち上げ花火・ステージシ
ョーなど、じょんのびの里で食べて、遊べるイベント
です。
［会場］高柳中学校グランド周辺［期日］
２月下旬
☎０２５７-４１-２２４１
（柏崎市高柳町事務所地域振
興課）

古志の火まつり 長岡市山古志

高さ約２５ｍの「さいの神」の点火を中心に、雪
中闘牛や物販テント村ステージショー、雪と楽
しむアトラクションなど多彩なイベントが盛りだ
くさんです。
［会場］長岡市山古志種苧原「四季の里古志」
特設会場［期日］3月の第１日曜（予定）
［時間］
11:00〜17:30頃［料金］無料
☎0258-59-2343（長岡市山古志支所産業建設課）
11
●

遊

Play
レジャー・体験

自然とともに遊び、

そして守り伝えていく。
故郷の心のあたたかさと
感動を満喫。
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井鼻海水浴場

和島オートキャンプ場

出雲崎町

日本海を見晴らす丘の上に立つ
和島オートキャンプ場、心地よい
潮風と輝く太陽を体いっぱいに感
じられます。階段を下ればそこは
海水浴場、思う存分海水浴が楽し
め、日本海に沈む真っ赤な夕日に
手が届きそう！
［所在地］長岡市両高１番地［開
設期間］
４月中旬から１１月上旬［料金］バンガロー（1泊9,000円）キャンプサイトＡ
Ｃ電源付（1泊６,000円）入場料（１泊大人高校生200円小中学生100円）他［予
約］電話予約（利用日の２ケ月前の同日より） http://www.kizuna-camp.com
☎0258-74-3010（KIZUNAの森）

正面に佐渡、右手に弥彦山を望む絶好のロ
ケーションが広がるロングビーチ。遠浅で波
も穏やかなため、家族に大人気の海水浴場
です。
［所在地］出雲崎町大字井鼻［開設期間］7
月9日㈯〜8月21日㈰［料金］無料
☎0258-78-2291

寺泊水族博物館

長岡市寺泊

海に浮かぶ八角形の建物のどこからでも海を
一望できます。展示水槽には４００種１０,０００
匹もの海水魚・淡水魚・海ガメなどが遊泳。水
中の世界を親子で楽しく学べる魅力いっぱい
の水族博物館です。
［所在地］長岡市寺泊花立9353-158［開館
時間］9:00〜17:00［休館日］年中無休（臨
時閉館有）
［ 入 館 料 ］一 般 7 0 0 円 、中 学 生
450円、小学生350円、幼児200円 ☎0258-75-4936

大杉公園

うまみち森林公園（キャンプ場）

おぐに森林公園

見附市

柏崎・夢の森公園

道院高原

柏崎市

豊かな自然の中で、里山の復元と創造を目指
し、持続可能な暮らし方を考える公園です。
四季折々に姿を変える公園内の散策や、専
門スタッフによる季節に応じた環境学校プロ
グラムが体験できます。
［所在地］柏崎市大字軽井川４５４４-１
［休館
日］毎週火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年
始（１２／２８〜１／４）
［時間］
９
：
３０〜１６
：
３０
［料金］入園無料 ☎０２５７-２３-５２１４
（柏崎・夢の森公園管理事務所）

山古志にアルパカたちがやってきま
した。アルパカは南米原産の草食動
物で、おとなしく人懐こいラクダの
仲間。その愛らしい姿は、こどもから
おとなまで、見る人を魅了します。
［所在地］長岡市山古志竹沢 油
夫（ゆぶ）集落［開設期間］4月〜
10月（冬季閉鎖（１１月〜翌３月））
［時間］9:00〜18:00
☎0258-59-2343（長岡市山古志支所産業建設課）
☎0258-59-2062（アルパカ組合 青木）

えちご川口温泉

長岡市小国

８３ヘクタールの広大な敷地に心
やすらぐ林間広場、宿泊施設「延
命山荘」やトロン温泉「養楽館」で
くつろげるほか、交流体験館で各
種体験も可能。
［所在地］長岡市小国町上岩田２
０８番地［休館日］水曜日［時間］
１０
：
００〜２１
：
００
（冬季間は２０
：
００
まで）
［料金］各施設使用料有
☎０２５８-９５-３１６１
（養楽館）

園内には、キャンプ場をはじめ、ジャンボすべ
り台やEボートなど、親子で楽しめるレジャー
施設が満載。焼肉広場では、青空のもとで豪
快なバーベキューを楽しむことができます。
［所在地］見附市内町1432［開催期間］4月
1日〜11月30日［時間］8:30〜17:30［料
金］無料
☎0258-62-4147
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長岡市

東山の雄大な自然のもと、自然と
ふれあい季節と遊べる家族の広
場です。
［ 所 在 地 ］長 岡 市 栖 吉 町 3 3 0 0
［利用期間］4月上下旬〜11月上
旬［料金］
（ポニー乗車）1回300
円（キャンプ場）1泊1,200円
☎0258-34-2225

長岡市山古志

自然あふれる森の中のキャンプ場。
バンガローやオートキャンプサイト
なども整備され、昆虫も数多く生
息しています。
［所在地］長岡市与板町本与板７
４５番地 ［開催期間］
４月２６日〜
１１月上旬［料金］入場料１泊１人
２００円、バンガロー６,０００円、オ
ートキャンプサイト５,０００円など
☎０２５８-７４-３０１０
（ＫＩ
ＺＵＮＡ
の森）

長岡市三島

東山ファミリーランド

山古志のアルパカたち

長岡市与板

緑豊かな公園で、三島地域の「杉」を使用し
た八角形の建物を３つ組み合わせた「大杉会
館」があり、中には３０人程度入る和室や調
理室があります。屋外には遊具やバーベキュ
ーができる野外炉もあります。
［ 所 在 地 ］長 岡 市 蓮 花 寺１９９３−４［ 開 催
期間］休館日：毎週火曜日 冬期閉館：１２
月〜翌 年３月［ 時 間 ］9：0 0〜1 7：0 0（ 原
則）
［料金］無料 ☎０２５８-４２-３４７８
（大杉会館）

大平森林公園

長岡市和島

長岡市川口

アトピーなどに効果抜群といわれて
おり、泉質と眺望の良さは抜群です。
夏にはプールも営業する他、ホテル
が隣接しています。
周辺には、テニスコートや野球場、
オートキャンプなど自然の中でスポ
ーツレクリエーションが楽しめる川
口運動公園があります。
［所在地］長岡市川口中山2536-12［定休日］毎月第1・第3・第5火曜日［時間］
10:00〜21:00（20:00受付終了）
［料金］大人700円、子ども
（小学生以下）550
円（19:00以降は大人600円、子ども450円） ☎0258-89-4511

錦鯉の里

長岡市栃尾

名峰守門岳の麓（標高600ｍ）に広
がる、新潟県森林浴の森百選にも
選ばれた緑豊なリゾート施設。宿泊
施設やレストラン、キャンプ場のほ
かにグレステンスキーが楽しめるア
ウトドアスポーツ施設もあります。
［所在地］長岡市栃堀8092［開場
期間］5月中旬〜11月上旬（休場
日／夏休み期間を除く毎週水曜日、
ただし祝日の場合は翌日）※融雪及び降雪状況により開設期間が変更する場合が
あります。
［時間］9：00〜17：00 ☎0258-58-2120
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小千谷市

錦鯉の原産地らしく錦鯉に関する資料を展示した
施設です。泳ぐ宝石「錦鯉」を鑑賞池や日本庭園で
間近に鑑賞することができます。
［所在地］新潟県小千谷市城内１丁目８番２２号［開
場期間］年末年始(12/29〜1/3)休館［時間］午前
９時〜午後６時 (12〜2月は午後５時まで)［料金］
小中学生３００円（団体２５０円）、大人５００円（団体
４００円）、学齢未満無料
☎0258-83-2233
15
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景

View
景

観

四季のうつろいと
雄大な自然の中に見る、
心に響く情景。
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国営越後丘陵公園

棚 田

長岡市

北陸地方では唯一の国営公園。美
しい自然 の 中 、咲き誇る季 節 の
花々や遊具等で1日中楽しめます。
［所在地］長岡市宮本東方町字三
ツ又1950-1［開園時間］9:30〜
17:00（5〜8月は18:00、11〜3
月は16:30）
［休園日］月曜（祝日等の場合は翌日）、12月第2火・水曜日、12月
30日〜1月1日、3月31日 ※4、5、8、10月は無休［入園料］大人（15才以上）
400円 シルバー（65才以上）200円 小・中学生 80円［駐車料］普通車300円、
大型車1,000円、二輪車100円 ※12〜3月は入園料、駐車場とも無料
☎0258-47-8001（越後公園管理センター）

悠久山公園

総面積32.3ヘクタールのこの公園
は、桜をはじめツツジ、ショウブ、紅
葉、雪景色と四季を通じて市民の
憩いの場となっています。散策路
では植物や昆虫、野鳥などの自然
観察を楽しむことができます。
☎0258-39-2230（長岡市公
園緑地課）

もみじ園

山古志内の各所に見られる光景
です。山間地の傾斜に作られた稲
作田（田んぼ）で、面積の小さい田
が階段のように連なる風景は非常
に美しく、懐かしい「日本の原風
景」とも形容されます。
［所在地］長岡市山古志地域
☎0258-59-2343（長岡市山
古志支所産業建設課）

守門岳

長岡市

山本山高原

長岡市山古志

みつけイングリッシュガーデン

長岡市栃尾

見附市

主峰の袴岳、青雲岳、大岳の三連
山で形成され、春から夏にかけて
は様々な草花が、秋にはブナの紅
葉が山を彩ります。そして冬になる
と、稜線上に降る雪がひさしのよ
うに張り出し「大雪庇（だいせっ
ぴ）」が完成します。
［所在地］長岡市栃堀地内
☎0258-58-2120（道院高原）

楽山苑

長岡市越路

明治２９年頃、神谷の大地主、高橋
家の別荘の庭園としてつくられまし
た。約４千㎡の敷地内に樹齢１５０
年以上のもみじが数多く植えられ
ており、紅葉の時期には園内が赤
１色に染まります。また夜のライト
アップも幻想的です。
［所在地］長岡市朝日６００番地
［見頃］
１１月上旬から１１月中旬
［開園期間］
４月〜１１月［時間］終
日開園 ［入園料］入園無料 ☎0258-92-5903（長岡市越路支所産業建設課）

長岡市三島

脇野町本町通りの風情ある町並み
を舞台に、地元の里山から切り出し
た竹で製作した灯籠を並べ、ロー
ソクのほのかな灯りに照らし出され
る、歴史や伝統のあるたたずまい
をお楽しみいただきます。
［所在地］脇野町本町通り一帯（長
岡市脇野町2663番地 浄福寺付近）
［期日］
１０月下旬［時間］16：00〜21：00
（予定） http://echigomishima.web.fc2.com/take/
☎０２５８-４２-２２４９
（長岡市三島支所産業建設課）
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本格的な英国庭園様式の公園で
す。一年草や宿根草、オールドロ
ーズを中心としたバラなど、数多
くの植物が季節ごとに違った表情
を見せてくれ、気軽に何度でも足
を運んで楽しめるガーデンです。
［所在地］見附市新幸町
［開場期間］4月1日〜11月30日
［時間］8:40〜日没［入園料］無
料（協力金100円程度） ☎0258-62-1700（見附市建設課）

夕凪の橋からの夕日

長岡市与板

江戸時代から続くの豪商「大坂屋
三輪家」の別荘として明治に整備
された楽山亭を中心とした庭園。
苑内からは与板のまちが一望でき、
５月にはツツジの花の季節に合わ
せ苑内をライトアップし、催しが開
催されます。
［所在地］長岡市与板町与板甲６
２７番甲［開園期間］
１２月〜３月冬囲いのため施設利用不可［時間］施設利用：9：00
〜２１：00［料金］施設利用１，
５００円（９：00〜１７：00） ２，
０００円（１７：00〜２１：
00）※要予約・申請 ☎０２５８-７２-３201（長岡市与板支所産業建設課）

二子山遊歩道

越後みしま 竹あかり街道

小千谷市

山頂展望台からは、越後三山、遠
くは会津の山並みが見渡せ、眼下
には信濃川の壮大な流れと、越後
平野を望む絶好のビュースポット
です。菜の花やそばの花など四季
折々の花畑が訪れる人を出迎え
ます。
［所在地］小千谷市山本
☎0258-83-3512（小千谷観
光協会）

松雲山荘

長岡市川口

二子山は２つの頂があり、山頂か
らは越後三山をはじめ県内の多く
の山々を眺望できます。
２つの山
頂を通る遊歩道に咲く美しい山野
草も魅力。中越地震で大きな被害
を受けましたが、住民の手で復元
されました。
［所在地］長岡市川口木沢［開場
期間］
４月下旬〜１１月下旬※開場
期間内であっても積雪の状況により閉鎖する場合があります。
［料金］無料
☎０２５８-８９-３１１３
（長岡市川口支所産業建設課）

出雲崎町

日本一と言われる出雲崎の夕日。
その中でも、越後出雲崎天領の里
敷地内にある海へ突き出した全長
102mの木製のブリッジ「夕凪の
橋」からの夕日は絶景。一番近くで
大きな夕日をご覧いただけます。
［所在地］出雲崎町大字尼瀬
［料金］無料
☎0258-78-4000（天領の里）
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柏崎市

大正年間に作られた情緒溢れる
名園。紅葉の時期には夜間ラット
アップされ、幻想的な雰囲気を楽
しむことができます。また、松雲山
荘内にある木村茶道美術館では、
国宝級の茶碗でお抹茶を味わうこ
とができます。
［所在地］柏崎市緑町３
［開園期
間］4月１日〜11月３0日［時間］9：
00〜17：00［料金］入園無料
☎０２５７-２１-２３３４
（柏崎市観光交流課）
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歴

上杉謙信（謙信公像）長岡市栃尾

この地に息づく
先人の精神。
歴史を探る探求スポット。

小林虎三郎・米百俵の群像

長岡市

直江兼続 銅像
茂木弘次 作

長岡藩大参事小林虎三郎は、佐久間象山に学び、吉田松陰と共に
「象
門の二虎」
と称されました。戊辰戦争後の焦土の長岡に贈られてきた百
俵の救援米を、分配せよとの藩士の声
の中で「人材養成に使えばゆくゆくは
何万俵もの価値となって返る…」
とし
て、国漢学校設立の資に充てました。
そして翌明治3年に学校は建築され、
「まちづくりは人づくり」
この
「米百俵の
精神」
は今日なお長岡の人々の心の中
に生きています。

河井継之助・河井継之助記念館

長岡市

1868年鳥羽伏見の戦に始まった戊辰戦争は1年5カ月にも及んだ大
内乱です。長岡藩は北越最強の軍として官軍に恐れられ、藩の軍事総
督の河井継之助は中立を守り平和的に事態収拾を画しましたがうまく
いかず、
やむなく官軍との交戦に入りました。長岡での戦いは戊辰戦争
の中でも最大の激戦と言われました。
司馬遼太郎著「峠」の主人公として描かれた幕末の長岡
藩家老・継之助の生涯を紹介。
［所在地］長岡市長町1丁目甲1675-1［休館日］年末年
始［時間］10:00〜17:00（16:00まで入館可能）
［入館
料］一般200円 大学・高校生・障害者・介助者150円
小・中学生1００円 ☎0258-30-1525

大竹邸記念館

長岡市中之島

中之島出身の衆議院議員であった大竹貫一は、大河津
分水の建設や普通選挙実現に尽力しました。大竹貫一が
議員活動していたときの遺品や生前親交のあった政治
家などの書が展示してあります。
［所在地］長岡市中之島４−１
［開館日］毎月第１、第３金
曜と第２日曜［時間］
１０
：
００〜１５
：
００
［料金］無料
☎０２５８-６１-２０１３
（長岡市中之島支所産業建設課）

長谷川邸

長岡市越路

県内最古の民家といわれている重要文化財。長谷川家
は代々庄屋を務めてきた旧家で、幕末から明治にかけて
は近郊４か村の耕地や山林の７割を独占し、
１８０町歩余
の田から４千俵もの小作料をあげた豪農です。
［所在地］長岡市塚野山７７３番地１
［開館期間］
４月〜１１
月（１２月〜３月は年末、年始を除く土、日、祝祭日のみ開
館）
［時間］9：00〜１６
：
３０
［料金］大人（高校生以上）
４２
０円 小人（小・中学生）
２１０円 ２０名以上団体割引有
☎０２５８-９２-５９０３
（長岡市越路支所産業建設課）
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春日城主になるまでの6年間を栃尾で過ごした上杉謙信
（当時の長尾景虎）は、栃尾城主の本庄実乃らを従え14
歳の時に旗揚げをし、戦国の名武将への第一歩を踏み
出しました。
［所在地］秋葉公園（長岡市谷内2丁目）
☎0258-51-1195（長岡市栃尾観光協会）

兼続お船ミュージアム（与板歴史民俗資料館）長岡市与板

兼続お船ミュージアムは与板地域の歴史民俗資料と大
河ドラマの直江兼続とその妻お船の資料が展示されて
います。また唯一全国でここにしかない兼続の銅像や愛
用の甲冑（複製）
を観る事ができます。
［所在地］長岡市与板町与板乙４３５６
［休館日］
１２月２８日〜１月４日［時間］
９：00〜１７：
00［料金］大人３００円、小人１５０円（団体１０名以上は５０円引） ☎０２５８-７２-２０２１

歴史民俗資料館

長岡市川口

５つの展示コーナーと地形模型で川口地域を紹介します。
文化的遺産である荒屋遺跡の出土品、旧三国街道川口宿
の本陣中林家に伝わる歴史的資料などが展示され、川口
地域の歴史に触れることのできる施設です。
［所在地］長岡市東川口１９７４番地１２８
［休館日］毎週
月曜日・年末年始を含む祝祭日［時間］
１４
：
００〜１８
：
００ ☎０２５８-８９-４０３０

木喰上人作 三十三観音像

小千谷市

江戸時代の遊行僧である木喰上人が1803（享保3）年
から小千谷に約2年半滞在して彫り残したものです。大
きく弧をえがく目、深い微笑をたたえた口もとなどが特徴
的で、微笑仏として愛されています。
［所在地］小栗山観
音堂（小千谷市大字小栗山）
［休館日］毎月17日ご開帳日（ご開帳日以外は、事前申込が
必要です。）冬期間休［料金］拝観料300円 ☎0258-83-3512（小千谷観光協会）

みつけ伝承館

見附市

「見附にくらす」を基本テーマに、市内遺跡から出土した
民具や農具から見附が生んだ偉人の業績、文献類を展
示しています。
［所在地］見附市学校町2-7-9［休館日］毎週月曜日、年
末年始（12/29〜1/3）
［時間］10:00〜17:00［料金］
無料 ☎0258-63-5557

道の駅 越後出雲崎天領の里

出雲崎町

御奉行船や代官所、北前船、江戸期町並など、天領時代
の出雲崎のにぎわいを、リアルに演出・再現した時代旅
行館です。400年の時を超えた、栄華と情緒を存分に満
喫することが出来ます。
［所在地］出雲崎町大字尼瀬6番地57［休館日］第1水曜日（5月
8月無休）
・年末年始［時間］9:00〜17:00［料金］大人500円（団体20名以上400円）子
供400円（団体20名以上300円） ☎0258-78-4000

綾子舞

柏崎市

柏崎市女谷の２つの集落に約500年前から伝承されてき
た古雅な芸能で、芸能史上非常に貴重とされる国指定の
重要無形民俗文化財。
［所在地］柏崎市大字女谷地内［休館日］現地公開 ９月
第２日曜日［料金］無料
☎０２５７-２１-２３６４
（柏崎市文化振興課）

21
●

良寛の心が
息 づくまち
良寛・貞心尼
出雲崎の庄屋・橘屋に生ま
れた良寛は少年の頃、狭川塾
に学び、
その教えは後の詩歌
や書に、
さまざまな影響を与
貞心尼
えました。
托鉢によってひっそりと暮らし、子供たちとお手玉や毬
つきなどを楽しんだり、詩歌や書作に打ち込みました。
友に恵まれ、子供たちに慕われ、世俗に執着することな
く、飄々と生きた良寛。
そのあたたかく清澄な心と生き
方は、長い時を経てなお、多くの人々を魅了します。
良寛と歌を通じて心を通わせ合った貞心尼は、長岡か
ら信濃川を渡り、与板の塩之入峠を越えて和島の木村
家にしばしば良寛を訪ねました。
良寛の父・以南は与板の割元新木家の出身と言うこともあり、良寛は幼い頃より与
板の地に親しんでいました。良寛と与板の人々の関わりは深く、晩年まで続きます。

良寛の里美術館

長岡市和島

貞心尼ゆかりの地

柏崎市内には「蓮の露」
（原本）
をはじめ、剃髪の地、終の棲家となった庵跡、お
墓、掛け軸、良寛図、歌碑など、
貞心尼ゆかりの史跡や書が数多く有ります。地元
ボランティアが豊富な知識をもとにガイドいたします。

閻王寺跡
貞心尼剃髪の地。
２３歳の時ここで仏門に入門し、
こ
こで２９歳まで修行を積む。その後、長岡へ移るが、
４４歳の時に柏崎へ戻り永住する。
☎０２５７-２１-２３３４
（柏崎市観光交流課）

釈迦堂跡
４４歳から１０年間住んでいたお堂跡。
５４歳の時、留
守中に柏崎大火に遭い、焼失。
☎０２５７-２１-２３３４
（柏崎市観光交流課）

不求庵跡
５４歳から７５歳で亡くなるまで終生のすみかとなっ
た庵。
☎０２５７-２１-２３３４
（柏崎市観光交流課）

地元で大切の守られてきた良寛の遺墨や愛弟子、貞心
尼の書・詩歌を中心に展示した美術館。館内には良寛に
関するオリジナルビデオが観られるコーナーや習字、折
り紙の体験コーナーもある。
［所在地］長岡市島崎３９３８番地［休館日］年末年始
［時間］
９：００〜１７：００
［料金］大人５００円、小人（３００円） ２０名以上の団体１００円
引き※良寛の里美術館・菊盛記念美術館共通割引あり ☎0258-74-3700

木村家・良寛墓碑

長岡市和島

終の住処として豊かな晩年を木村家
の小庵で過ごし、貞心尼等に看とら
れながら７４年の生涯を閉じた良寛。
木村家の菩提寺の隆泉寺に隣接す
る木村家の墓地には、良寛の墓があ
る。また、隆泉寺境内には良寛の托鉢像や経堂がある。

良寛記念館・良寛堂

出雲崎町

良寛記念館：良寛の遺墨、関連の絵画や文献のほか、良
寛の逸話をテーマにした棟方志功などの作品も展示さ
れています。
良寛堂：日本海に浮かんで見えるように設計された浮見
堂。良寛が常に持ち歩いたとされる石地蔵をはめ込んだ
多宝塔が安置されています。
［所在地］良寛記念館：出雲崎町大字米田1番地 良寛
堂：出雲崎町大字石井町［休館日］良寛記念館：12月29
日〜1月3日［時間］4月〜10月8:30〜17:00 11月〜3
月9:00〜16:00［料金］大人400円（団体20名以上
300円）
・高校生200円（団体150円）
・小中学生100円
（団体70円） ☎0258-78-2370
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柏崎市

洞雲寺
貞心尼の墓があり、その右には貞心尼辞世の歌が刻まれ
ている。
また、良寛・貞心尼唱和の歌碑もある。
☎０２５７-２１-２３３４
（柏崎市観光交流課）

常福寺
貞心尼の釈迦堂時代の所持品が所蔵されている。
ま
た、
ここに保存されている良寛図は、弟子・遍澄の
絵で、良寛実弟・由之の賛が書かれている。
☎０２５７-２１-２３３４
（柏崎市観光交流課）

極楽寺
貞心尼筆の歌集、書簡など遺墨が保存されている共
に、
貞心尼晩年の病中の肖像画が保存されている。
☎０２５７-２１-２３３４
（柏崎市観光交流課）

ソフィアセンター（柏崎市立図書館）
貞心尼の遺墨「蓮の露」
（市指定文化財）、
「焼野の一
草」
などを所蔵している。
また敷地内には、托鉢貞心
尼像、蓮の露の歌碑が建立されている。
☎０２５７-２１-２３３４
（柏崎市観光交流課）
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食

山、
川、
海 ̶̶。
溢れる豊かな自然から育まれる
旬の味覚で、
至福の舌つづみ。

長岡市中之島

れんこん酒「蓮の花」長岡市中之島

米

菓

清らかな水、
おいしいお米から生まれる
米菓。米の風味を生かしたなつかしい
味わいをお楽しみください。贈る人の
思いやりが伝わるご進物としても喜ば
れています。

美容と健康に良いと言われている“大口れんこ
ん”を使ったワイン風のお酒です。
ほどよい甘さ
があり、食前酒に最適です。冷やすとなお一層
おいしく楽しめます。

かぐらなんばん

長岡市山古志

肉厚の唐辛子。
しわの寄ったゴツゴツとした形が、神
楽面に似ていることから
「かぐら」の名が付いたと思
われます。
旬は7月中旬〜9月下旬。料理方法は幅広く、夏野菜
(茗荷、
きゅうり、
なす)などと一緒にした塩もみ、素揚
げ、
みそ焼き、
しょうゆ漬け、
みそ漬けなどがあります。

笹だんご
あんこの入ったヨモギ団子を笹の
葉でくるんだ「笹だんご」
は新潟の
お土産の定番として全国的に有名
です。
一口食 べれば 笹の香りが口の中
いっぱいに広がります。

ぎんなん

地

酒

米・水・人が造り出す銘酒。
豊かな自然や人が生み出す優れた
品 質は、全 国、世 界に誇 れる宝 物
です。
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昭和6年創業の小松パーラーが発祥。お皿
の上に盛ったごはんにカツをのせ、その上
にソースをかけたもの。昔から長岡で食
べられているソウルフード。長岡市内で
は20数軒のお店で食べることができ
ます。

大口れんこん

魚沼産コシヒカリにひけをとらない、
長岡産のコシヒカリ。香り豊かで甘み
があり、粒がしっかりしていながら弾力
感もあり、お弁当やおにぎりにも最適
です。

上質のそば粉を布海苔でつない
だのが特徴のへぎそば。“へぎ”に
美しく並べられた手ぶりそばは、
腰が強く、絶品の美味しさ。

長岡市

真っ白な切り口と“シャキシャキ”とした歯ざわり
が好評で、全国ブランドになった自慢のれんこ
んです。
ビタミンや食物繊維が多く、穴が空いて
いて先が“見通せる”ことから縁起物として正月
料理によく使われます。

コシヒカリ

そ ば

洋風カツ丼

長岡市小国

ぎんなんは古来より不老長寿の糧とされ、滋養
強壮、疲労回復などの効果があるといわれてお
り、健康づくりに適しています。小国産のぎんな
んは、
「もちぎんなん」
と言われ、味が濃厚で食
味が良く、完熟収穫のため実がよくしまっている
と高い評価を得ています。

八石なすの黄金漬

長岡市小国

十全ナスの小国ブランドである
「八石なす」。
小国の父なる山「八石山」
からその名をもら
い、小国を代表する特産品の一つです。丹精
込めて育てた
「八石なす」
は、
どんな料理でも
絶品です。小国特有の八石なすを新潟産酒
粕に漬け込み、熟成しました。

ガンジースイーツ（ガンジー牛製品） 長岡市和島
濃厚なのに後味さっぱりのガンジーミルク。欧米で
は
「ゴールデンミルク」
と呼ばれ、
日本国内で約300
頭、新潟県内では和島地域で11頭が飼育されてい
ます。
この貴重なミルクから作られる、
ガンジーソフ
ト、
ガンジーコロネ、生キャラメル等は絶品!!「道の駅
良寛の里わしま」
で販売されています。
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魚の市場通り［通称＝魚のアメ横］ 長岡市寺泊

ミルクヨーカン

見附市

新鮮な日本海の幸と旬の味がズラリと並ぶ魚
の市場通り。
イキの良さと安さに定評があり、品
揃えの豊富さは港町ならでは！魚やイカを串に
刺して炭火で焼く、浜焼きの味も好評です。

地元酪農家で搾られた新鮮な生乳と砂糖、寒天
で作った牛乳寒天。
添加物を使用していないので、乳幼児でも安心
して食べられます。
テレビ番 組でも取り上げられた見 附の銘 菓
です。

浜焼き

うるめの田舎煮

長岡市寺泊 出雲崎町

見附市

魚沼産の白炭を使って丹念に焼き上げた港町
の味わい。

見附ではメダカを
「うるめ」
と呼び、昔から家庭
で作られ、食べられてきた郷土料理です。
メダカ
の持つ独特のほろ苦い味わいが、酒の肴、
ご飯
のおかずとして人気があります。

あぶらげ

いずもざきの汐風米

長岡市栃尾

250年余の時の流れを今に伝える
「栃尾名物
ジャンボあぶらげ」。厚揚げと違い、外はカリッと
中はふっくらとしたスポンジ状の独自の製法。
こんがりと焼いて生醤油で、薬味に七味、大根
おろしや生姜を添えると一層おいしくいただけ
ます。

大判焼

出雲崎町

堆肥を鋤きこんだ田んぼで収穫した稲
を、汐風で天日乾燥させたこだわりの
逸品。

長岡市与板

もずくめん

与板の大判焼は一般的な今川焼きの倍位あり、
その大きさと味で多くのファンを持ちます。休日
ともなれば行列ができる程です。

鮎の塩焼き

長岡市川口

清流魚野川で獲れる新鮮な川魚（鮎）。炭火で
じっくり焼き上げた旨みたっぷりの焼きたてアツ
アツをぜひお召し上がりください。骨まで柔らか
く、
お子様にも好評です。

小千谷そば

小千谷市

腰のある独特の食感が、
そば通から愛されてい
る小千谷そばは、つなぎに布海苔（ふのり）
とい
う海藻が使われています。小千谷そばは、
「へぎ
そば」、
「手振りそば」
とも呼ばれ、両名称は、小
千谷そばの会の登録商標名です。

一六の市・三八の市

見附市

新鮮な野菜や青果、魚介類を中心に、旬の食材
が並ぶ露店市。多い時には約70ものお店が立
ち並びます。市内の見附地区では1と6の日、今
町地区では3と8の付く日に開催され、
月6回開
催されることから六斎市とも呼ばれています。
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出雲崎町

もずくを麺にねり込んだ日本初のめん。
磯の風味を楽しめます。

鯛茶漬け

柏崎市

２０１１第２回全国ご当地どんぶり選手権で第３
位を獲得した、柏崎の新名物。市内２5店舗以上
で、それぞれ趣向を凝らした鯛茶漬けをお召し
上がりいただけます。好みの鯛茶漬けを見つけ
てみてはいかがでしょうか。

鯛めし

柏崎市

柏崎沖には鯛の産卵場があり、柏崎の鯛は県内
有数の水揚げ量を誇ります。
また、
日本海の荒
波にもまれて身が引きしまり、極上品とされてい
ます。
お米はもちろん新潟産コシヒカリを使用。
是非、
ご賞味ください。

刈羽節成きゅうり 刈羽村
添加物を一切使わない、
自然な味付けが旬の食
材の味覚を引き立てるお漬物。心を込め、愛情
たっぷりに漬け込んだ自信作です。
ご飯のお供
に、
お茶漬けに、
お酒の肴に、毎日の食卓に彩り
を添えます。
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９月

４月
６月
８月

11

もみじ園ライトアップ［１日〜下旬］
【長岡市越路】
越路新そばまつり
［上旬］
【長岡市越路】
長岡市秋まつり
［１〜７日］
【長岡市】
宝徳山稲荷大社夜祭神事［２日深夜］
【長岡市越路】
山古志産業まつり
［３日］
【長岡市山古志】
おぐに秋まつり
［３日］
【長岡市小国】
みしま産業まつり
［３日］
【長岡市三島】
西山町文化祭［３日］
【柏崎市西山町】
高柳町産業文化まつり
［３日］
【柏崎市高柳町】
金峯神社の王神祭［５日］
【長岡市】
与板いきいきフェスティバル［上旬］
【長岡市与板】
ふいごまつり
［第１日曜］
【長岡市与板】
みつけ秋の物産まつり
［上旬］
【見附市】
松雲山荘ライトアップ［上旬〜下旬］
【柏崎市】
もみじ園茶席［中旬］
【長岡市越路】
見附ニット秋まつり
［第２土曜・日曜］
【見附市】
三島逆谷天満天神合格祈願祭［23日・勤労感謝の日］
【長岡市三島】
来伝天神合格祈願祭［第４日曜］
【長岡市栃尾】
さけの豊漁まつり
［下旬］
【柏崎市】

月

７月

柏崎コレクションビレッジ秋の特別展［上旬〜11月下旬］
【柏崎市】
米百俵まつり・与板天地人行列観光まつり
［第１土曜］
【長岡市・長岡市与板】
農と魚のフェスティバルin寺泊［上旬］
【長岡市寺泊】
こしじ秋まつり
［第２日曜］
【長岡市越路】
Ｒ290街道まつり
［第２日曜］
【長岡市栃尾】
きずな［上旬］
【出雲崎町】
狐の夜祭り
［第２日曜］
【柏崎市高柳町】
長岡市錦鯉品評会［中旬］
【長岡市】
こどもの時代館 風の丘秋祭り
［中旬］
【柏崎市】
中之島産業まつり
［第３日曜］
【長岡市中之島】
あぶらげまつり
［第４日曜］
【長岡市栃尾】
越後みしま竹あかり街道［下旬］
【長岡市三島】
川口秋まつり
［下旬］
【長岡市川口】
新潟県錦鯉品評会［下旬］
【小千谷市】
農業まつり
［下旬］
【柏崎市】
越後柏崎七街道風土市［10月〜11月］
【柏崎市】

栃尾てまりまつり
［１日〜５日］
【長岡市栃尾】
とちお町めぐり雁木あいぼ［上旬］
【長岡市栃尾】
山古志・牛の角突き［５月〜11月まで］
【長岡市山古志】
小千谷・牛の角突き［５月〜11月まで］
【小千谷市】
天領の里春まつり
［上旬］
【出雲崎町】
宝徳山稲荷大社・春季大祭［７・８日］
【長岡市越路】
楽山苑ライトアップ［中旬］
【長岡市与板】
寺泊観光まつりよさこいフェスティバル［中旬］
【長岡市寺泊】
かしわざき風の陣［下旬（土・日）］
【柏崎市】
守門山開き［第４日曜］
【長岡市栃尾】
長岡市花いっぱいフェア［第４土・日曜］
【長岡市】
見附今町・長岡中之島大凧合戦［第１土曜から３日間］
【見附市・長岡市中之島】
良寛墓前法要［６日］
【長岡市和島】
観光物産フェアとちお自慢市［第２日曜］
【長岡市栃尾】
えんま市［１４〜１６日］
【柏崎市】
出雲崎大祭［１７日］
【出雲崎町】
越路・ほたるファンタジー［下旬］
【長岡市越路】
新潟別院お取越［25・26・27日］
【長岡市与板】
越路ほたるまつり
［下旬］
【長岡市越路】
三島の蛍をそ〜っと見に行こう
［下旬］
【長岡市三島】
金峯神社の流鏑馬［15日］
【長岡市】
秋葉の火祭り
［24日］
【長岡市栃尾】
川口まつり
［最終土・日曜］
【長岡市川口】
どんＧＡＬＡ
！祭り
［第３土日］
【柏崎市】
柏崎コレクションビレッジ夏の特別展［中旬〜8月下旬］
【柏崎市】
見附まつり・見附まつり花火大会［２3〜２５日］
【見附市】
ぎおん柏崎まつり
［２４〜２６日］
【柏崎市】
ぎおん柏崎まつり・海の大花火大会［２６日］
【柏崎市】

１月 ２月
３月

長岡まつり
［１
・
２
・
３日］
【長岡市】
寺泊港まつり
［６
・
７日］
【長岡市寺泊】
石積み［７日］
【長岡市栃尾】
杜々の森名水茶会［第１日曜］
【長岡市栃尾】
中之島夏まつり
［上旬日曜］
【長岡市中之島】
西山町花火大会［6日］
【柏崎市西山町】
汐風ドリー夢カーニバル［中旬］
【出雲崎町】
ふるさとわしままつり
［中旬］
【長岡市和島】
船まつり・大花火大会［１５日］
【出雲崎町】
ふるさとまつり
［１４〜１5日］
【柏崎市】
ジュニアサイエンスアカデミー［中旬］
【柏崎市】
和島の六夜祭弓踊り行列［16日］
【長岡市和島】
三島まつり
［15日〜16日］、全日本丸太早切選手権大会［16日］
【長岡市三島】
中之島灯籠押し合いまつり
［下旬土曜］
【長岡市中之島】
もちひとまつり・大花火大会［下旬］
【長岡市小国】
とちお祭［下旬］
【長岡市栃尾】
おぢやまつり
［下旬］
【小千谷市】
出雲崎おけさ全国大会［下旬］
【出雲崎町】
柏崎マリンスポーツフェスタ・ジェットスポーツ 全日本選手権シリーズ柏崎大会［下旬］
【柏崎市】

片貝まつり
［9・10日］
【小千谷市】
綾子舞 現地公開［第2日曜］
【柏崎市】
関原まつり
［17・18・19日］
【長岡市】
与板十五夜まつり
［中旬］
【長岡市与板】
謙信公祭［中旬］
【長岡市栃尾】

10

月

５月
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●

えちご長岡広域イベントカレンダー
赤坂山公園観桜会［上旬〜下旬］
【柏崎市】
悠久山桜まつり
［上旬〜下旬］
【長岡市】
福島江観桜会［上旬〜下旬］
【長岡市】
イルカウォッチング［上旬〜5月上旬］
【柏崎市】
中条日枝神社春秋祭禮 御神輿巡行神事［15日］
【長岡市中之島】
柏崎コレクションビレッジ春の特別展［下旬〜5月下旬］
【柏崎市】
見附ニット春まつり
［第3土曜日・日曜日］
【見附市】
越路花いっぱいフェア［29日］
【長岡市越路】

蓬平町・賽の神［15日］
【長岡市】
千蔵院の星祭り
［３日］
【長岡市】
スノーフェスティバルin越路［第２土曜］
【長岡市越路】
巣守神社裸押合大祭［第２土曜］
【長岡市栃尾】
長岡雪しか祭り
［第3土・日曜］
【長岡市】
とちお遊雪まつり
［中旬］
【長岡市栃尾】
弘法大師堂霊塩水祭礼［中旬］
【柏崎市】
You・悠・遊［下旬］
【柏崎市高柳町】
おぐに雪まつり 雪上エンデューロ大会［下旬］
【長岡市小国】
えちごかわぐち雪洞火ぼたる祭［下旬］
【長岡市川口】
おぢや風船一揆［下旬］
【小千谷市】
古志の火まつり
［上旬の日曜］
【長岡市山古志】
ほだれ祭［第２日曜］
【長岡市栃尾】
岡田ひょうたんまつり
［第２日曜］
【柏崎市高柳町】
雪割草まつり
［中旬］
【柏崎市西山町】
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長 岡 へ のアクセス
新潟

山形方面より

長岡広域エリア

長野

小千谷
I.C

（所要時間65分）

東京

東 京／約3時間30分
名古屋／約5時間10分
長 野／約1時間50分

関

越後川口
I.C

■高速道路（↓長岡Ｉ・Ｃ）

長岡

福島方面より

富山方面より

■JR（↓長岡駅）
東
長
大

赤泊←
→寺泊

長岡南越路
スマートI.C

道

上
越
新
幹
線

富山

長岡

西山
I.C

柏崎
I.C

車

米山
I.C

越
自
動

上越

福島

中之島見附
I.C

北陸自動車道

長野方面より

東京方面より

京／約1時間30分
野／約2時間10分
阪／約5時間40分

■列車のことなら
JR長岡駅（列車時刻・呼出し・忘れ物案内）

TEL（050）2016-1600

■バスのことなら
越後交通（乗合バス課）

TEL（0258）30-0115

■船のことなら
佐渡汽船寺泊港（佐渡汽船観光寺泊営業所） TEL（0258）75-3294
■観光案内
㈳長岡観光コンベンション協会
長岡観光案内所
長岡市ホテル旅館組合

長

岡

市

観

光

TEL（0258）32-1187
TEL（0258）36-3520
TEL（0258）35-7606

課 〒９４０-００６2 長岡市大手通2-6 フェニックス大手イースト6F TEL（0258）39-2221

長岡市中之島支所産業建設課 〒９５４-０１９２ 長岡市中之島７８８

TEL（0258）61-2013

長岡市越路支所産業建設課 〒９４９-５４９３ 長岡市浦７１５

TEL（0258）92-5903

長岡市三島支所産業建設課 〒９４０-２３９２ 長岡市上岩井１２６１-１

TEL（0258）42-2249

長岡市山古志支所産業建設課 〒９４７-０２０４ 長岡市山古志竹沢乙４６１

TEL（0258）59-2343

長岡市小国支所産業建設課 〒９４９-５２９２ 長岡市小国町法坂７９３

TEL（0258）95-5906

長岡市和島支所産業建設課 〒９４９-４５１１ 長岡市小島谷３４３４-４

TEL（0258）74-3111

長岡市寺泊支所産業建設課 〒９４０-２５９２ 長岡市寺泊烏帽子平1977-8

TEL（0258）75-3105

長岡市栃尾支所商工観光課 〒９４０-０２９８ 長岡市金町２-１-５

TEL（0258）52-5827

長岡市与板支所産業建設課 〒９４０-２４９２ 長岡市与板町与板甲１３４

TEL（0258）72-3201

長岡市川口支所産業建設課 〒９４９-７５92 長岡市東川口１９７４-２６

TEL（0258）89-3113

小 千 谷 市 商 工 観 光 課 〒９４７-８５０１ 小千谷市城内２-７-５

TEL（0258）83-3512

見 附 市 産 業 振 興 課 〒９５４-８６８６ 見附市昭和町２-１-１

TEL（0258）62-1700

出 雲 崎 町 産 業 観 光 課 〒９４９-４３９２ 三島郡出雲崎町大字川西１４０

TEL（0258）78-2291

柏 崎 市 観 光 交 流 課 〒９４５-８５１１ 柏崎市中央町５-５０

TEL（0257）21-2334

