7 月イベントカレンダー

令和元年６月３０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

曜日

イベント名

場所

お問い合わせ先

TEL

地域

7

日

皇大市（朝市）

皇大神宮 参道

堀之内商工会

025-794-2433

魚沼市

7

日

平ヶ岳山開き

鷹ノ巣登山口

商工観光課観光係

025-792-9754

魚沼市

魚沼ダムスタンプラリー

魚沼市市内

（一社）魚沼市観光協会

025-792-7300

魚沼市

7/13～9/1

13

土

ツリークライミング体験

越後ハーブ香園入広瀬

越後ハーブ香園入広瀬

025-796-2120

魚沼市

15

月

「雪国に恋したら」玉城貞子

小出郷文化会館かまくらサロン

担当 星野様

080-2670-2234

魚沼市

ｉｎ魚沼ライブ
20～21

うおぬま夏の雪まつり 2019

大湯温泉交流センターユピオ

夏の雪まつり実行委員会

025-792-9754

魚沼市

20～21

山彩すもん郷土料理ランチバイキング
納涼！冷やしのっぺとひんやりスイーツ

担当 酒井様

090-2762-4941

魚沼市

20～21

JR 只見線夏の臨時列車
快速「只見夏休み満喫号」
（只見線こども車掌体験実施）

須原公園内交流促進センター
「かたっこ」
（体験区間）
小出駅～只見駅

（一社）魚沼市観光協会

025-792-7300

魚沼市

21

日

小出のたから☆みっけ隊

小出スキー場総合スキーセンター

特定非営利活動法人
スノーパーク小出

025-792-5320

魚沼市

27

土

One Night Summer 堀 day

堀之内本町～上仲町商店街

堀之内商工会

025-794-2433

魚沼市

27

土

尾瀬三郎供養祭（湖上花火）

銀山平船着き場

（一社）魚沼市観光協会

025-792-7300

魚沼市

奥只見遊覧船 子ども船長体験

奥只見湖遊覧船

奥只見湖遊覧船

025-795-2242

魚沼市

7/27～9/1

☀ 先取り！！ 魚沼市 8 月のイベント情報 ☀
4

日

皇大市（朝市）

皇大神宮 参道

堀之内商工会

025-794-2433

魚沼市

4

日

第 16 回枝折峠ヒルクライム
In うおぬま

枝折峠

枝折峠ヒルクライム
実行委員会

025-792-7300

魚沼市

12

月

ツリークライミング体験

越後ハーブ香園入広瀬

越後ハーブ香園入広瀬

025-796-2120

魚沼市

盆踊り「大の阪」

堀之内 八幡宮境内

大の阪の会

025-794-6073

魚沼市

大湯温泉花火

大湯温泉

湯元庄屋和泉屋旅館

025-795-2031

魚沼市

山彩すもん郷土料理ランチバイキング
守門の伝統 盆ごっつぉ

須原公園内交流促進センター
「かたっこ」

担当 酒井様

090-2762-4941

魚沼市

尾瀬ネイチャーガイド
養成推進協議会事務局
特定非営利活動法人
スノーパーク小出

025-792-7300

魚沼市

025-792-5320

魚沼市

小出商工会

025-792-2124

魚沼市

14～16
17

土

17～18
20

火

尾瀬ネイチャーガイド養成講座

魚沼市インフォメーションセンター
2 階 中会議室

25

日

小出のたから☆みっけ隊

小出スキー場総合スキーセンター

小出まつり

諏訪町・本町通り周辺

25～27

これぞ雪国の夏！ うおぬま夏の雪まつり 2019
雪国ならではの夏のイベントが今年も開催されます！
冬の間に保存した雪を用いたステージやアトラクションコーナーで雪遊びを楽しめるこのイベントは、子供から大人
まで大人気♪中でも、このイベント限定の「サマースノースライダー」は連日長蛇の列ができる人気アトラクション
です！他にも「魚のつかみ取り大会」や芸人・地元団体によるイベントショー、B 級グルメの出店など様々な催しが
会場で行われます。時期外れの大雪は、楽しい思い出となること間違いなし♪
【開催日】7 月 20 日（土）～7 月 21 日（日）
【会場】大湯温泉交流センターユピオ
【問い合わせ】夏の雪まつり実行委員会

/

025-792-9754

溶けずに待ってるよ♪

魚沼ダムスタンプラリー
みなさんはダムの事をどの程度ご存知ですか？

飲んで、食べて、楽しんで♪
！！
One Night Summer

堀 day

堀之内街中が歩行者天国のビアガーデンに！？

開催決定♪

市内ダムの魅力を取り上げた「うおぬまダムスタンプラリー2019」

一夜限りの限定イベントが今年も開催されます。目の前で注

を開催します！対象ダムを全て巡ると、ダム情報満載の「オリジナ

がれる生ビールの美味しさは抜群！おつまみには、地元飲食

ルダムカード」をプレゼント。さらに、飲食や宿泊などの一定条件

店の方々が出店しているグルメをどうぞ♪

を満たすと、特別な「ダムカード」を先着順にプレゼントします♪

JAZZ の演奏会も行われるので、ビールとグルメを楽しみな

さらに！さらに！！「オリジナルダムカード」を入手後にアンケー

がら、夕暮れのひと時をお楽しみください♪

トにお答えいただくと、
「限定特別商品」をもれなくプレゼント！

【開催日】7 月 27（土）16:00～21:00
※雨天時は翌日へ順延

この機会にダムの魅力に触れてみよう♪
【開催期間】7 月 13 日（土）～9 月 1 日（日）

【会 場】堀之内本町～上仲町商店街

【会

【出店内容】餃子、煮込み、焼き鳥、ホットドッグ、

場】魚沼市内の対象ダム（6 か所）

【問い合わせ】
（一社）魚沼市観光協会

豚ステーキ、枝豆、ソーセージ、手打ちそば

/025-792-7300

アユ塩焼き、カキ氷等を予定
【問い合わせ】025-794-2433

将来の夢は船長さん♪

こども船長体験

/

堀之内商工会

※前売りチケットの販売も行われます。
販売先はお問い合わせください。

奥只見遊覧船内で行われる大人気の職業体験イベント。
専用の制服に着替えて、船内アナウンスやこども舵輪体験など船長気
分が味わえます♪操舵室では記念撮影も行われ、夏休みの思い出にな
る事間違いなし！制服に着替えたらキミも船長だ♪

一夜限りの幻想的な風景

【日時】7 月 27 日（土）～9 月 1 日（日）

尾瀬三郎供養祭

9:30～15:30 の間、毎時 30 分発、1 日 7 便
【会

場】奥只見ダム発着周遊遊覧船（40 分周遊コース）

【料

金】県内小学生以下：無料

【定

中学生以上：980 円

平清盛との恋の鞘当てにより都を追われ、銀山平にたど
り着いたと云われる悲恋の主人公「尾瀬三郎中納言」の

県外小学生以下：490 円

供養祭。花火打ち上げ前には奥只見湖へ無数の灯籠を浮か

員】各便 20 家族、子供 30 名まで

べます。街灯の無い銀山平では、漆黒の湖面に映る花火と

※予約不可、先着順、お子様だけの乗船不可
【問い合わせ】奥只見湖遊覧船

/

025-795-2242

灯籠の灯りが幻想的に見えるでしょう。
花火の数は少ないですが、山間に囲まれており大音響の
花火を体験することができます。
【開催日】7 月 27 日（土）19:00 頃～
【会 場】銀山平船着き場付近
【問い合わせ】
（一社）魚沼市観光協会

/

025-792-7300

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

フェイスブック

夏の魚沼を写真に残そう♪
魚沼市観光協会のインスタグラム（写真共有サービス）

＠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

にて「インスタグラムフォトコンテスト」を開催中!!
魚沼で見つけた夏の写真をぜひご投稿ください。

募集期間

2019 年 7 月 1 日(月)～2019 年 8 月 31 日(土)

応募方法 #uonuma_pic #uonuma_summer
賞

品

投稿写真のフィーチャーと賞品の進呈

