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特集：新しい新潟の楽しみ方、ぞくぞく誕生中！
十日町市
津南町

大地の芸術祭の里で
アートをのびのび楽しもう！

公益社団法人 新潟県観光協会
〒950-8570 新潟市中央区新光町４−１
TEL：025-283-1188 ／ FAX:025-283-4345
E-mail：umasa@niigata-kankou.or.jp
HP：https://niigata-kankou.or.jp
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春から夏にかけて、大地の芸術祭の里ではリニューアルオープンや新作の発表がめじ
ろ押し！ 広い空間でのびのびと芸術に触れ、
心も身体もリフレッシュしませんか？
PICK UP
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清津峡渓谷トンネルがリニューアル
第2見晴所「Tunnel of Light」を公開中

渓谷の景色を水鏡で反転させたアート空間が代名詞となっている
同施設に、誘い込まれるような不思議な空間「Floｗ」が第2見晴所
に新たに登場しました！

絵本と木の実の美術館 企画展
「少年からみた魚と、
魚からみた少女」開催中
廃校に住み着くオバケ達に会える
空間絵本 美術館。現在、7年かけ
て育てたビオトープを舞台とする
新作絵本の誕生を記念した企画展
を開催中です。
（水木定休）

PICK UP
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マ・ヤンソン／MADアーキテクツ
「Tunnel of Light」
より、新作「Flow」
Photo by Nakamura Osamu

PICK UP

４

クリスチャン･ボルタンスキー＋
ジャン･カルマン「最後の教室」オープン

新たな命を与えられ、その心臓音が響き渡る廃校。2階では死後の
世界を連想させる 愉快な仲間たち が躍っています。
（土日祝日の
み開館）

里山現代美術館＆まつだい「農舞台」が
リニューアルオープン！

オープンは7月下旬予定。名和晃平など注目の現代美術作家作品を
新たに迎え、地域に根差した美術館へとグレードアップします。

お問い合わせ先
クリスチャン・ボルタンスキー＋
「最後の教室」
田島征三
「鉢＆田島征三 絵本と木の実の美術館」 ジャン・カルマン
Photo by Miyamoto Takenori + Seno Hiromi Photo by T.Kuratani

レアンドロ・エルリッヒ
「Palimpsest: 空の池」
Photo by Kioku Keizo

大地の芸術祭の里総合案内所

URL https://www.echigo-tsumari.jp
電話

025-761-7767
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歴史遺産×最新技術の新アトラクションが
史跡 佐渡金山に誕生！

2021年4月にオープンした、ウォークスルー型新
アトラクション「アイランド・ミラージュ」。最先端
技術が集約された「MRグラス」をかけると、坑道
内がダーク・ファンタジーな物語の世界に早変わ
り。映像、音楽、プロジェクションマッピングが生
みだす異世界のような空間を探検しながら、専用
スマホを使ってミッションに挑戦します。夏でも
10度前後と涼しい坑道内で、魔法の 時 を過ごし
ませんか？

お問い合わせ先

ゴールデン佐渡

URL https://www.island-mirrorge.com
電話

0259-74-2389
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神秘の青い煌めきを間近で！

ウミホタル鑑賞

ボクに会いに
来てね！

星屑のように無数に青く光る「ウミホ
タル」。新潟県では、佐渡島でしか見る
ことのできない夜光性の生き物です。
月に一度の特別な体験プランに参加し
た人だけが、この特別な輝きを間近で
見ることができます。

開催日時

大人 2,000円

お問い合わせ先
電話

佐渡汽船オリジナル

御船印帳＆御船印を販売
ご

せん

いん

ちょう

ご

せん

「御船印めぐりプロジェクト」は、神社仏閣で発行されている
御朱印の船バージョンとして、船会社各社が船や航路ごとに
オリジナルの印を販売する企画です。佐渡汽船ではオリジナ
ルの御船印帳と、書道の得意な社員の手書き文字を使用した
5種の御船印を発売中。佐渡にお越しの際には、御船印集め
も一緒にお楽しみください。

いん

お問い合わせ先

佐渡汽船 営業部PR推進室
電話

025-245-7001

7月10日、8月7日、9月11日、10月9日

各日20時〜

料金
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特集：新しい新潟の楽しみ方、ぞくぞく誕生中！

子ども 1,000円

佐渡観光交流機構

0259-27-5000

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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海と溶けあうアウトドアサウナ
サウナ宝来洲が6月16日オープン！
ホ

ライ

ズン

日本海側海水浴場発祥の地･新潟県柏崎市の鯨波海岸。
そのビーチサイドに「海と溶けあう」をコンセプトにし
た本格的なサウナが誕生しました。窓辺に広がる海を見
ながらサウナを楽しみ、水風呂の代わりに海にダイブ！
外気浴では、目の海に沈む夕日を見ながらととのえる、
正真正銘「海のサウナ」となっています。こだわりのサ
ウナと、海辺でのバリエーション豊かな外気浴スペース
も魅力です。
運営するのは、マリンアクティビティで人気の小竹屋旅
館。サウナだけでなく、シーカヤックや BBQ、ナイト
SUP など、海の「楽しい！」をまとめて味わうことがで
きます。
場所

柏崎市鯨波2-3-6

お問い合わせ先

小竹屋旅館

URL https://www.odakeya.com/sauna/
電話

0257-41-6270

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188

2021年

夏号

5

特集：新しい新潟の楽しみ方、ぞくぞく誕生中！

山で、
海で、
庭園で！Letsグランピング♪
津南町

ニュー・グリーンピア津南

柏崎市

標高650メートルに位置する総合
リゾートホテルが、新エリア建設
のためにクラウドファンディング
に挑戦！川が流れ、小鳥のさえず
る森に囲まれた、気軽にレジャ−
を楽しめるくつろぎの空間が誕生
します。7月1日オープン予定です。

ネイチャーランド椎谷

海まで徒歩5分の丘の上にある夕日が自慢のキャンプ場。
屋根付
お問い合わせ先
きテラスでのBBQやドラム缶風呂、
焚き火、
SUP、
星空鑑賞など、
ネイチャーランド椎谷
大自然を満喫できること間違いなし！ キッチンやエアコン、
電話 025-526-8807
シャワー完備のコテージ18棟とテントサイト20張をご用意。

お問い合わせ先

ニュー・グリーンピア津南
電話

025-765-4611

阿賀野市

五十嵐邸ガーデン 新潟阿賀野リゾート

歴史ある豪農の邸宅「五十嵐邸ガーデン」で、新潟が誇るクラフト
ビール･スワンレイクビールと、
地元産のあがの姫牛や純白のビアン
カをはじめとする新鮮な食材に舌鼓。
モバイルハウス
「住箱」
やテン
トからお好みの宿泊スタイルを選んで、
優雅な時間を過ごせます。

村上市

お問い合わせ先

五十嵐邸ガーデン
新潟阿賀野リゾート
電話

0250-63-2100

瀬波はまなす荘

日本海を一望できる瀬波温泉のお宿のプラン。夕食は「BBQ
コース」とローストビーフなどの「映えるコース」をご用意。目
の前の海に沈む夕日を眺めながら、瀬波の湯に浸かってリラッ
クス。モバイルハウスかテントを利用できます。

お問い合わせ先

瀬波はまなす荘
電話

0254-52-5291

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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新潟は、
夏もおいしい食材が盛りだくさん！
燕市

新潟市

もとまちきゅうり
県内出荷量二位、最速最長級の出荷を誇
るブランドきゅうりです。まるごと挟ん
だ「もとまちきゅうりサンド」など、地元
飲食店が開発する変わり種メニューも
要チェック！
お問い合わせ先
電話

越後中央農協 吉田営農センター

0256-93-5257

新発田市

にごりかわトマト

県内生産シェアの６割を占める新潟市北区。二大産地である
豊栄地区の「桃太郎」と濁川地区の「麗容」は、濃厚な甘さと
ちょうど良い酸味のバランスが絶品。北区の大玉トマトはこ
れから旬を迎えます！
お問い合わせ先
電話

アスパラガス

豊栄とまと

県内一の出荷量を誇る新発田市。いち早く「立茎栽培」を導入
したことで、長期間の収穫が可能に。夏採りのアスパラガスは
太陽の光を受けて旨みがギュッとつまっており、おいしいと
人気です。

JA新潟市

お問い合わせ先

025-270-2222

電話

JA北越後 営農販売部

0254-26-7000

有名店の達人たち考案のレシピも掲載中♪
「新潟ウチごはんプレミアム」も要チェック！
トマトを使ったレシピは

6月20日公開予定！
すりおろし胡瓜だれの
さっぱりそうめん

きゅうりと甲イカのマリネ

新発田産アスパラガスの生ハム巻き天ぷら

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188

