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特集：雪国ならではの春を楽しむ
魚沼市

春の訪れを告げる｢山奥の流氷｣

春

号

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：http://www.niigata-kankou.or.jp
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破間川ダムの｢雪流れ｣
春先の限られた２週間ほどの間、破間川(あぶるまがわ)ダムでは｢雪
流れ｣という現象を見ることができます。
これは雪解け水の急激な
増加により、ダムの湖上に積もっていた硬い雪が割れ、塊になって
浮かび上がったもの。周囲を山々に囲まれたダムの湖面に、
まるで
流氷のような不思議な景色が広がります。魚沼地域でも、
この現象
を見ることが出来るのは破間川ダムのみです。

時期

４月上旬から下旬までの間の２週間程度

※気象条件に伴い、
発生〜終了の時期は変動します。
場所

魚沼市大白川/破間川ダム

雪流れの様子は魚沼市観光協会のSNSで随時お知らせします。
Facebook
Instagram
@visituonuma

@uonumacity
#uonuma̲pic

#uonuma̲spring
お問い合わせ先
電話

一般社団法人 魚沼市観光協会

025-792-7300

URL: http://www.iine-uonuma.jp/

E-mail: info-kanko@pub.city.uonuma.niigata.jp

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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佐渡の春 ＆ さどの日

佐渡市

特典割引を使って
早春の佐渡を楽しもう！

鬼太鼓が告げる
佐渡の春

さどの日2019
キャンペーン

佐渡では島開きの4月15日を中心に、約40ヵ所の集落で春祭りが行わ

3月10日の「さどの日」
を記念して、早春の佐渡をお得

れ、本格的な観光シーズンに入ります。太鼓に合わせて鬼が舞う
「鬼太

に楽しめる宿泊旅行者限定の特典割引キャンペーンが

鼓」
は迫力満点。
桜の名所
「新保八幡宮」
では、
大勢の見物人が見守る中、

実施されます。宿泊日の３日前までに予約すれば、船、

奉納される鬼太鼓を見物できます。春祭りが終わると、佐渡は花鑑賞や

定期観光バス、
レンタカー、タクシーが特別料金で利

トレッキングなどが楽しめる1年で一番美しい季節を迎えます。
開催日

4月15日
（月）

開催場所

新保八幡宮、金北山神社など

お問い合わせ先
電話

佐渡観光交流機構

0259-23-5230

用可能。
お土産店や観光施設での割引サービスも付い
ています。
開催期間

3月2日
（土）
〜25日
（月）
の土・日・月曜

お問い合わせ先
電話

佐渡観光交流機構

0259-23-5230

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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前売りチケット発売開始！
新潟市 「地酒王国・新潟」
最大の

早春イベント

にいがた
酒の陣 2019
500種類以上の新潟清酒が楽しめる新潟県最大の日本酒
イベント。試飲チケット
（おちょこ、
ミネラルウォーター付き）
購入で、純米大吟醸をはじめ、生酒・梅酒など様々なタイプ
の新潟県内のお酒が楽しめます。参加蔵のお酒をブレンドし
て特製枡で飲む日曜限定の「サンデーミック酒」
（ 500円）や
亀田製菓とのコラボ「酒米で作った柿の種」など、ここだけ
の企画も盛りだくさん。初日のステージイベントでは、三味
線プレイヤー史佳（ふみよし）さんが出演します。
（予定）

3月9日
（土）
・10日（日）
10：00〜18：00
開催場所 新潟市中央区万代島6-1
朱鷺メッセウェーブマーケット（展示ホール）
開催期間
開催時間

入場無料、
試飲チケットは有料
（前売り 2,000円、当日 2,500円）
※1月15日(火)からコンビニで先行販売

料金

お問い合わせ先

にいがた酒の陣実行委員会
電話：025-229-1218

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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旬の素敵を集めた特別なカフェ空間

燕三条｢畑の朝カフェ｣
朝の農園で体験や朝食を楽しめる田畑のロケーションを活かした体
験型カフェ。多種多様な食材の宝庫である燕三条の農園の魅力をま
るごと感じてもらおうと農園主自らが企画しています。農作業や農
家の暮らしを知る体験、採れたての野菜や果物を使った朝食など、
毎回趣向を凝らして開催されています。使用する収穫鋏、テーブル
や椅子、
カトラリー等も燕三条の優れた製品。
「ものづくりのまち燕
三条」
ならではのおもてなしを楽しめます。
参加費

3,000〜5,000円程度(金額は各回の趣向により異なる)

募集人数
開催予定

各回10人〜40人程度

2月〜10月の間で月１回程度

※次回は、2月24日(日)内山農園
（三条市）にて開催
詳細は、燕三条「畑の朝カフェ」ホームページをご確認ください。

http://asa-cafe.jp/
お問い合わせ先

燕三条
「畑の朝カフェ」
実行委員会

事務局:公益財団法人 燕三条地場産業振興センター
燕三条ブランド推進課

電話

0256-36-4123

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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春の河川敷を彩る600匹の鯉のぼり

加茂市

加茂川を泳ぐ鯉のぼり

北越の小京都 加茂市の市街地を流れる加茂川。毎年4月上旬から
5月上旬、加茂川の上空を約150ｍにかけて、600匹あまりの鯉の
ぼりが飾られます。
平成元年から始まったイベントで、昨年には30周年を迎えました。
飾られている鯉のぼりには、子供が成長して使わなくなったものな
ど、
ご寄付頂いたものも多くあります。青空の元を色鮮やかな鯉の
ぼりが泳ぐ姿は壮観で、イベント中は多くの見物客で賑わいます。
加茂川から歩いて5分の加茂山公園は、新潟県の木・雪椿の群生地
であり、4月には山全体でおよそ5万本の雪椿の花が咲き誇ります。
開催期間
開催場所

４月５日(金)〜５月15日(水)予定

加茂川河川敷 葵橋周辺 (加茂市青海町ほか)

お問い合わせ先
電話

加茂市商工観光課

0256-52-0080

URL : http://www.city.kamo.niigata.jp
E-mail : syoko@city.kamo.niigata.jp

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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スキー天国･新潟！冬のレジャーは 滑る だけじゃない‼
十日町市

ぷらっと雪上ハイキング♪

十日町スノーシューツアー

湯沢町

雪上車に乗って

花火鑑賞ツアー
雪上車に乗って、花火打上げ場所より上の
ゲレンデ中腹へ。澄みきった満点の星空と、
花火が彩る幻想的な世界を楽しめます。

夏は立ち入れない草木が茂る
場所を、スノーシューを履い

て雪上探検！一面の銀世界や
動物の痕跡に出会う冬だけの

体験を満喫した後は、温泉に
入って疲れを癒しましょう。
開催期間
開催場所
開始時間
参加資格
参加費

12月中旬〜3月末

持ち物・服装

（約3時間）

②13：30〜

小学生以上の健康な方

大人6,500円、小学生5,500円

開催期間

※レンタル有。

（新潟県十日町市宮中己4197）

①10：00〜

雪遊びできる用意

スノーブーツ（防水）

ミオンなかさと集合

事前予約

お問い合わせ先

株式会社日本アウトドアサービス

（ガイド料、基本装備レンタル料、温泉施設利用料、保険代、消費税） 電話

070-2836-8559

開催時間

2/2(土)･5(火)･9(土)･10(日)･

対象者

16(土)･23日(土)

入浴の用意

申込

1/19(土)･26(土)

3/2(土)･9(土)･16(土)･23(土)

開催場所

苗場スキー場

参加費

20：20〜21：10

小学生以上

中学生以上 5,000円、
小学生以上 2,500円

申込

事前予約（最少催行人数4名）

お問い合わせ先

（新潟県南魚沼郡湯沢町三国）

※天候・積雪状況により、変更中止になる場合あり。

電話

苗場スキー場

025-789-4117

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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GWもまだまだ楽しもう！春まで滑れるスキー場大集合‼
スキー天国・新潟は、
ゴールデンウィークもスキーが
楽しめます！「寒いのは苦手…」と敬遠していた人

も、春の暖かい日差しの中で、
スノースポーツにチャ

レンジしてみませんか？

春スキーのメリット
路面の雪が少なくて、車の運転が楽！
気温も高く、晴れの日が多い！
日差しが暖かいから、軽装で楽しめる！
寒さが厳しくないから、体が動きやすい！

新潟県内のGWまで
営業しているスキー場
※営業期間は天候などにより変更する場合あり。

5月6日まで
GALA湯沢スキー場
（電話 025-785-6543）
妙高市 赤倉観光リゾートスキー場
（電話 0255-87-2503）
糸魚川市 シャルマン火打スキー場
（電話 025-568-2244）
湯沢町

5月19日まで
ロッテアライリゾート
（電話 0255-75-1100）

妙高市

5月中旬まで
奥只見丸山スキー場
（電話 025-795-2750）
妙高市 関温泉スキー場
（電話 0255-82-2316）
魚沼市

画像提供：
（上）かぐらスキー場、
（左）GALA湯沢スキー場、
（右）奥只見丸山スキー場

5月26日まで
かぐらスキー場（電話 025-788-9221）

湯沢町

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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雪下・雪室貯蔵食材

雪下･雪室野菜を買いに行くなら！
農産物直売所

あるるん畑

生産者が直接野菜を持ち込むため、
鮮度抜群の高品質な野菜が並ぶ「あ
るるん畑」。雪下･雪室野菜の中でも
キャベツ、白菜、大根、人参、長ねぎ、
ブ
ロッコリーの６品目は「雪下畑の仲間
たち」として販売。その他にも、雪室
じゃがいもなど、雪の力で甘味を増し
た野菜が購入できます。
※例年１２月末〜１月頃に出荷解禁。
※降雪状況により変動あり。

雪国上越の知恵

上越市大道福田639
（上越あるるん村内）
時間 9：30〜19：00
（11月〜3月は18：00まで）
電話 025-525-1183
場所

天然の冷蔵庫
「雪室」

雪の恵みを味わう1カ月

主に食材を保存するために、冬に降り積もった雪を貯蔵してつ
くられていた「雪室」。1年を通して常に0〜3度に保たれ、食
品にストレスを与えない環境は、
「保存」
にとどまらず、
「熟成」
の効果も実証されています。
みそ・醤油

根菜類

まろやかな
味わいに

糖度が増して
甘くなる

お肉

旨味と
柔らかさが
増す
情報提供：

雪室食材を使った特製メニューを期間限定でご提供。
話題
の
「雪むろ酒かすラーメン」
も提供開始！古くから伝わる雪
国の知恵
「雪室熟成」
の食材をおいしく味わいましょう。
開催期間
参加店舗

お酒

口当たりが
良くなる

2月2日(土)〜28日(木)

上越市内の飲食店・食品小売店など
43店舗

お問い合わせ先

雪室グルメフェア事務局

（髙田本町まちづくり株式会社内）

http://yukimuro.jp

※雪むろ酒かすラーメンのメニュー・
提供期間は店舗によって異なる。

電話

025-522-3415

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188
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山菜を採る、学ぶ、
食べる

村上市

｢雪深いところのものがおいしい｣
と言われる山菜。半年近く深い雪
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春が旬！
サクラマスを
味わおう

新発田市
村上市

狩って、食べて
いちごを堪能

に閉ざされる魚沼の山菜は、
種類
も豊富で絶品です。

※山菜はイメージです。

桜の開花に合わせるように海から川に遡上する
「サクラマス」
は
「川鱒」
と呼ばれ、
とても希少価値の高い鱒です。北海道に次

甘くてジューシーな新潟ブランドのいちご「越後姫」。県北の観

ぐ漁獲量を誇る新潟県ではこの時季、三面川、荒川、加治川な

光農園で、
イチゴ狩りや食べ放題が楽しめます。

どでサクラマスを釣る人の姿が見受けられます。

アドバンファームしばた（新発田市）
約2,000平方メートルのハウスで、イチゴ狩りや食べ放題が
満喫できます。

2月下旬〜5月中旬 ※天候による
10：00〜16：00
（15：00までに入園）
料金 イチゴ狩り／入園料150円、
計量販売280円／100ｇ
食べ放題／大人1,700円、
小人1,500円
お問い合わせ先 アドバンファームしばた
電話 0254-24-0471
営業期間
営業時間

春のつみ草さんぽと雪国A級グルメ
つみ草、野の花、野鳥など、
ガイドと一緒に魚沼の里山を散策す
るツアー。雪国A級グルメ認定店での季節食材のランチ付。
開催期間
開催場所

5月10日(金)〜31日(金)の月〜水、金〜日
大湯公園集合 料金 3,000円

夢ファームあらかわいちご園（村上市）
県内最北のいちご園。駅やICから近いので便利です。

山菜を学ぶ! 食す! ｢山菜満喫の1日｣
魚沼市でも特に雪の多い入広瀬地区でわらび、
ふきのとうなど
の山菜を採り、あく抜きや保存･調理方法を学びます。
開催期間
開催場所

6月1日(土)〜30日(日)の土･日
山菜会館集合 料金 4,000円

一般社団法人 魚沼市観光協会
電話 025-792-7300
お問い合わせ先

脂ののったサクラマスは、
塩焼きにすると絶品のおいしさ。
村上市
では塩焼きをはじめ、
白焼きなどが料理屋さんで食べられます。

3月中旬〜6月初旬
村上市料理業組合
電話 0254-52-6166
（料亭 能登新）
提供期間

お問い合わせ先

3月上旬〜5月中旬 ※天候による
営業時間 10：00〜16：00
料金 イチゴ狩り／計量販売 ※時期による
食べ放題／中学生以上1,400円、小学生1,200円、
3歳以上1,000円
お問い合わせ先 夢ファームあらかわいちご園
電話 0254-62-5338
営業期間

公益社団法人 新潟県観光協会 TEL 025-283-1188

