ファミリーにオススメ！

にいがたドライブ

長岡・柏崎地区

舞子高原ホテルから片道約 2 時間で行ける地区です.
ゆうきゅうざんこうえん

えちごきゅうりょうこうえん

舞子高原ホテルから小旅行★新潟県内のオススメスポットです！

魚沼・十日町地区
おくただみこ

アスレチック、巨大トランポリ
ン、水遊び場、変形自転車など、
お子様が喜ぶ施設が盛りだく
さん！
広大な敷地内には、四季折々の
花が咲いていて、心を和ませて
くれます。
土日は様々なクラフト体験や、
イベントを開催されています。

舞子高原ホテルから片道約 1 時間で行ける地区です.
さいふくじ かいざんどう

ゆうらんせん

奥只見湖 遊覧船

越後丘陵公園

遊覧船で体験する秘境・奥只見
の旅。「北欧のような新緑」が
人気急上昇中！
奥只見シルバーラインの長い
トンネルを抜けた先は、ブナ林
と切 り 立った 2,000 ｍ 級の
山々に囲まれた、ちょっと日本
とは思えない場所です。
夏休み期間に開催する「こども
船長体験」は人気のイベントで
す！

西福寺

開山堂

幕末の名匠 石川雲
蝶が手がけた彫刻絵
画などの仏教的な文
化財が多数ありま
す。
特に「開山堂」の天井
は圧巻です！

住魚沼市大浦 174 問 025-792-3032
料大人 500 円 中学生 300 円 小学生以下無料
近隣おすすめ
スポット！

小動物園にはサルや
クジャクがいるよ！

住長岡市宮本東方町字三ツ又 1950-1 問 0258-47-8001 休 4 月～10 月無休
料 15 歳以上 410 円 小中学生 80 円Ｐ普通車：310 円
にいがたけんりつきんだいびじゅつかん

新潟県立近代美術館

えいりんじ

永林寺

りばーさいどせんしゅう

ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ千秋
世界の美術、日本の美術、新潟の美術をテーマに
した作品が収蔵されています。
企画展では、世界的巨匠の作品の展示だけでは
なく、絵本画家、アニメ、ミニチュア展など幅広
いジャンルの展示が行われています。
住長岡市千秋 3 丁目 278-14 問 0258-28-4111
休月曜日定休（月曜日祝日の場合、翌日休み）
料コレクション展：一般 430 円

住長岡市千秋２−２７８

中学生以上 200 円

ﾅｶｺﾞｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ

3 年に 1 度開催される国際芸術祭「大地の芸術祭」の
開催地越後妻有（えちごつまり）地区は、屋内外に様々
な展示があります。無料で見学できる作品がたくさん
あるので、ドライブがてら気軽にアート作品と触れ合
えます。まつだい駅周辺には、お土産を購入できるシ
ョップもあり、オススメです！
住十日町市 周辺 問 025-761-7767(キナーレ
里山協働機構事務局)

新潟県内最大級の広さを
誇る１８ホールのパター
ゴルフコースと９ホール
のショートコースファミ
リーゴルフ場。谷川連峰、
巻機山、越後三山を眺めな
がらプレーができる絶好
のロケーションです！

住十日町市上野甲 2924-28
料施設によって異なる

にほんかいふぃっしゃーまんずけーぷ

やまこしあるぱかぼくじょう

日本海 ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｽﾞ ｹｰﾌﾟ

山古志ｱﾙﾊﾟｶ牧場

鮮魚センターをはじめ、
レストラン、お土産ショ
ップ、恋愛パワースポッ
ト「恋人岬」があります。
日本海に沈む夕日はとて
もロマンチックです★

問 025-768-4419

舞子高原ホテルから片道約 2 時間で行ける地区です.

住新潟県柏崎市青海川１３３−１

上越科学館

浜焼きが
おいしいですよ！
ハートのプレートや
鍵を近くの売店で
購入できます(^^)

かすがやまじんじゃ

春日山神社

マゼランペンギンの飼育
数日本一の水族館です！
無料でえさやり体験もで
きます。
夏季にはイルカショーも
開催されます。
住上越市西本町 4 丁目 19-27 問 025-543-2449
休月曜日定休 料高校生以上 900 円 小中学生 400 円
3 才以下の幼児 200 円（通常期間料金）

じょうえつかがくかん

山形県米沢市の上杉神社
より分霊され、上杉謙信公を
祭神に祀った神社です。
春日山城址の登り口では
上越市街を見据える謙信公の銅像に
出会えます。迫力満点です！
運がよければ、
「上杉おもてなし武将
隊」のパフォーマンスを見られるか
も！？

住上越市下門前 446-2 問 025-544-2122
休月曜日定休（月曜祝日の場合、翌日休み）
料高校生以上 600 円 小中学生 300 円

近隣おすすめ
スポット！

もふもふのアルパカに
会いにきてね！

問 0258-59-2062 料入場無料 えさ 100 円

おぎのしまかやぶきのさと

こども自然王国

楽しい遊具がいっぱい！
時間がたつのも
忘れちゃう！？

豊かな自然に囲まれたこども自然
王国は、あそぶ・まなぶ・とまる
がひとつになった、ココロとカラ
ダが元気になる県立大型児童館で
す。
大型遊具をはじめ、UFO 形の大型
滑り台、工作体験などがあります。
BBQ やキャンプもできます！

じょうえつしまいぞうぶんかざいせんたー

上越市埋蔵文化財センター

住長岡市山古志竹沢乙 169

こどもしぜんおうこく

住上越市大豆 1743（春日山神社）問 025-525-4614
上越科学館は｢人間の科
学｣と｢雪の科学｣をテー
マに、｢みて、ふれて、た
しかめて｣楽しんでもら
える科学館です。

問 0258-29-6121

中越地震の復興のため、アルパカ
が寄付されたことが牧場の始まり
です。
アルパカと美しい農村の風景がマ
ッチして、眺めているだけで穏や
かな気分になれる牧場です。
人なつっこい性格のアルパカに
は、餌やりも OK です！オリジナ
ルグッズの販売もあります。

問 0257-22-4910（鮮魚センター本店）

上越市立水族博物館

なんでもそろうショ
ッピングモール！映
画館、フードコートを
はじめ、お子様向けの
ゲームコーナーが充
実！
週末には、様々なイベ
ントも開催されてい
ます！

なかごぐりーんぱーく

大地の芸術祭の里

じょうえつしりつすいぞくはくぶつかん

なが～い滑り台が
あるよ！

敷地内の庭園をのんびり
散歩するのもオススメです！

だいちのげいじゅつさいのさと

上越地区

公園内には、小動物園、猿
山、日本庭園、郷土史料
館、各種遊具などの施設・
設備がある他、泉翠池を
中心に散策道があり、植
物、昆虫、野鳥などの自然
資源にも恵まれていま
す。

住長岡市御山町 80―5
問 0258-39-2230
（長岡市公園緑地課）

色々な遊具があって
迷っちゃう！？

欄間や水墨画風の彫刻など、
石川雲蝶作品があります。
住魚沼市根小屋 1765 問 025-794-2266
料中学生以上 300 円 小学生 100 円

住魚沼市湯之谷芋川大鳥１３１７−３ 問 025-795-2750
料中学生以上 980 円 小学生 490 円

悠久山公園

住柏崎市高柳町高尾 30-33 問 0257-41-3355
休月曜日定休（月曜祝日の場合、翌日休み） 料無料(体験は別途料金)

近隣おすすめ
スポット！

荻ノ島かやぶきの里
茅葺き民家が田ん
ぼを囲んで立ち並
ぶ全国でも貴重な
環状集落です。美
しい日本の村景観
百選に選定された
地域で、四季を通
じ多くのスケッチ
や写真愛好家が訪
れます。

住新潟県柏崎市高柳町荻ノ島
※生活集落です。見学の際は住民の方の迷惑にならな
いようにお願いいたします。

住上越市春日山町 1-2-8
問 025-521-6280
休火曜日定休（火曜祝日の場合、翌
日休み）

料無料

舞子高原ホテル

南魚沼市舞子 2056-108 TEL：025-783-3511

※2016 年 4 月 19 日現在の情報です

