11 月イベントカレンダー
平成３０年１１月 1 日

う お ぬ ま 便 り

(一社)魚沼市観光協会
TEL : 025-792-7300

魚沼市と近隣市町村の情報を毎月お届け!!
日にち

曜日

イベント名

場所

お問い合わせ先

TEL

地域

10/21～11/23

塩沢つむぎ語り

牧之通り周辺

射干の会（中島屋）

090-7244-2353

南魚沼市

10/31～11/10

魚沼菊花展・浦佐菊祭り

普光寺毘沙門堂

大和観光協会

025-777-3054

南魚沼市

目黒邸 秋のキャンペーン

（限定公開などあり）

目黒邸
目黒邸資料館

目黒邸資料館
魚沼市生涯学習課

025-797-4111
025-794-6073

魚沼市

「石川雲蝶」ミニパネル展示会

魚沼市小出郷文化会館

魚沼市商工観光課観光振興室

025-792-9754

魚沼市

木

お神送り商工祭

皇大神宮

堀之内商工会

025-794-2433

魚沼市

11/2～11/25

第 14 回魚沼市
フォトコンテスト
受賞作品展示会

見晴らしの湯こまみ

（一社）魚沼市観光協会

025-792-7300

魚沼市

10/20～11/4
10/23～11/16
1

3

土

アロマ保湿クリーム作り体験

見晴らしの湯こまみ

見晴らしの湯こまみ

025-792-8001

魚沼市

3

土

第 31 回白倉自慢会

キャンパス白倉
（旧白倉小学校）

（一社）十日町市観光協会

025-757-3345

十日町市

かわにし自満祭実行委員会

025-768-4951

十日町市

025-799-3485

魚沼市

025-794-6073

魚沼市

025-792-6680

魚沼市

025-795-2750

魚沼市

025-792-7300

魚沼市

11/3、11/4、
11/10
10

土

11

日

15

木

16

金

17～18

千手中央コミュニティセンター

第 23 回かわにし自満祭
第 24 回うおぬま
食文化フォーラム
第 7 回魚沼コシヒカリ
紅葉マラソン
第 9 回うおぬま食の集い
奥只見丸山スキー場
安全祈願祭
目黒邸「雪里の夕食」
モニターツアー

25

日

只見線活性化シンポジウム

1

土

お神迎え

川西庁舎前特設会場
千年の森ホール

魚沼市地域振興センター
魚沼市農林課農政室
コンベンションホール
魚沼市内
魚沼市教育委員会生涯学習課
（スタートは薬師スキー場）
魚沼市地域振興センター
魚沼市調理師会
コンベンションホール
奥只見丸山スキー場
奥只見観光㈱
緑の学園 1 号館体育館
モニターツアー見学場所
（一社）魚沼市観光協会
（目黒邸・ゆきくら館等）
魚沼市地域振興センター
だんだんど～も只見線
コンベンションホール
沿線元気会議
☀先取り！！魚沼市 12 月のイベント情報☀
皇大神宮

堀之内商工会

025-797-3514

025-794-2433

魚沼市

魚沼市

魚沼の魅力満載な写真展

第 14 回魚沼市フォトコンテスト
受賞作品展 ｉｎ見晴らしの湯こまみ
今回で 14 回目を迎えた「魚沼市フォトコンテスト」
今年も大勢の方からご参加いただき、応募総数 78 名 255 作品の
中から 16 名 32 作品が受賞しました。
どの作品も魚沼の魅力を捉えた力作揃いとなっています。
今回の受賞作品をぜひともご覧いただきたく、市内各所を回る作
品展を開催します♪初回は「見晴らしの湯こまみ」にて開催。
お風呂で疲れを癒した後に、ぜひ足を止めてご覧ください♪
【開催期間】11 月 2 日（金）～11 月 25 日（日）
【会

場】見晴らしの湯こまみ

【展示時間】10：00～21：00
※毎週火曜は定休日

お神送り商工祭
「お神送り」とは、毎年全国の神々が出雲大社に
集合し、縁結びの相談を 1 ヶ月に渡って行なうと
いう謂われがあり、近郷の神様がいったん皇大神
宮に集まり出雲大社に出発すると伝えられていま
す。その出発する 11 月 1 日を「お神送り」と呼
んでいます。
当日は餅巻きや地元小学生による書道パフォーマ
ンス等イベント盛りだくさん♪他にも、多くの露
店が皇大神宮周辺に立ち並び、
「大々神楽奉奏」
など古式ゆかしい行事も行なわれます。
【日

時】11 月 1 日（木）9：00～15：00

【会

場】堀之内皇大神宮・周辺商店街

【問い合わせ】堀之内商工会

/

025-794-2433

紅葉の魚沼を駆け抜けろ‼

第 7 回魚沼コシヒカリ紅葉マラソン

限定開放の場所もあり‼

国指定重要文化財 「目黒邸」
秋のキャンペーン開催中‼

今年で第 7 回を迎える「魚沼コシヒカリ紅葉マラソン」が
開催されます。今年は 1,000 人以上ものランナーが参加
し、魚沼市内を駆け抜けます!!沿道で見かけた方は、ぜひ

国指定重要文化財目黒邸では秋のキャンペーンを実施中で

ランナーへ声援を送ってくださいね♪

す。キャンペーン中には、普段は見学できない場所の特別開

また、スタート・ゴール会場ではお蕎麦やもつ焼き等の飲

放もありますので、この貴重な機会をお見逃しなく!!

食露店の出店やお米の販売等も行います。もちろん、一般

【内容】

の方もご利用できますので、ぜひお越しください♪

①入場者に、サツマイモとお茶のサービス（平日のみ）

【日時】

（無くなりしだい終了となります。）

11 月 11 日（日）

②椽亭(ちょてい)の 2 階と蔵の外側入口を特別公開（土日のみ）

【競技時間】

※1：見学をご希望の方は、事前に目黒邸管理事務所

①ハーフ

8：30 スタート

②10 ㎞

8：45 スタート

※2：体調がすぐれない方は見学をご遠慮頂く場合があります。

③2 ㎞

8：50 スタート

※3：1 回の見学人数は 5 名様までとさせていただきます。

【会場】

③抽選で「目黒邸のお米」をプレゼント

薬師スキー場駐車場（スタート・ゴール地点及び露店ブース）

【開催期間】10 月 20 日（土）～11 月 4（日）

魚沼市内（各コース）

【料金】一般：目黒邸 300 円 資料館 200 円 共通券 500 円

【問い合わせ】

(電話 025-797-3220)へお申し込みください。

小中学生：共通券 100 円

魚沼市教育委員会生涯学習課

/

025-794-6073

モニターツアー

目黒邸「雪里の夕食」開催決定！

魚沼の食に舌鼓♪

雪国の歴史や文化に触れられるモニターツアー。今回は国指定

第 9 回うおぬま食の集い

重要文化財「目黒邸」での夕食会など、貴重な体験コースをご用
意しています。事前申込が必要になるため、予約はお早めに！
（※コースは宿泊・日帰りの 2 種類がございます。詳しくはお
問い合わせください。
）
【体験日時】11 月 17 日（土）～11 月 18 日（日）
（※2 日目は希望者のみ。宿泊が必要です。
）
【行程内容】永林寺拝観・ゆきくら館見学試飲・目黒邸夕食会等
【締め切り】定員に達し次第締め切り
【問い合わせ】
（一社）魚沼市観光協会

/

025-792-7300

魚沼市調理師会員が作る和洋中様々な料理を楽しめるイ
ベントです。魚沼食材を使用して腕によりをかけて作った
料理は、満足すること間違いなし♪
【日時】11 月 15 日（木）18：00～20：00
【会場】魚沼市地域振興センター2Ｆ コンベンションホール
【料金】3.000 円（チケット制のため事前購入をお願いします。）
【問い合わせ】魚沼市調理師会

/

025-792-6680

魚沼の観光情報をお届けします

魚沼市観光協会ＳＮＳ
ツイッター

インスタグラム

秋の魚沼を写真に残そう♪

フェイスブック

魚沼市観光協会のインスタグラム（写真共有サービス）
にて「インスタグラムフォトコンテスト」を開催中!!

＠kanko_u

＠uonumacity

＠visituonuma

魚沼市観光協会公式ＨＰ

『いいね魚沼』
http://www.iine-uonuma.jp/
＠uonumacity

魚沼で見つけた秋の写真をぜひご投稿ください。

募集期間 平成 30 年 9 月 1 日(土)～11 月 30 日(金)
応募方法 #uonuma_pic #uonuma_autumn
賞

品

投稿写真のフィーチャーと賞品の進呈

