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2012越後湯沢秋桜ハーフマラソン 
 

山や川に囲まれた大自然と市街地の温泉街、さわやかな秋の 

湯沢町を駆け抜けよう！ 

【日程】9月30日（日） ※申込は終了致しました。 

【会場】湯沢中央公園 陸上競技場 

※大会当日は通行止等の規制が行われます。またコース沿い 

 では大変混雑します。お早めにお出かけするなど余裕を 

 持って通行下さい。※今年は一部コース変更いたします。 

【問合せ】越後湯沢秋桜マラソン実行委員会 

     （湯沢町役場産業観光課内）Tel.025-784-4850 

秋の感謝祭in大源太 
 

大源太の森の恵みに感謝して、いっぱい食べて、 

いっぱい遊びましょう！ 

【期間】9月22日（土）～23日（日） 

【会場】大源太キャニオンキャンプ場 

【時間】22日（土）10：00～23日（日）15：00まで 

    食のメインイベント：23日11：00～15：00 

           （入場無料、食のブース100円～） 

【内容】 

≪クリーンウォーク（大源太ごみ拾いウォーキング）≫ 

≪キャンプ場無料開放≫ 

 ・キャンプ場宿泊無料 

 ・常設テント、持ち込みテント宿泊無料 

 ・デイキャンプ、バーベキュー利用無料 

 ・飯ごうレンタル無料 

 ・テント、タープ、ハンモックでお昼寝無料 

≪食のイベント（有料）≫ 

 ・ピザのカット売り 

 ・ピザ焼きコンテスト（賞品あり） 

 ・森の手作りケーキと窯焼きパン 

 ・おもちつき 

 ・きのこご飯ときのこ、山菜の販売 

 ・ネイチャークラフト（森の工作） 

 ・森の本物の讃岐うどん 

 ・きのこ汁 

≪ネイチャー＆エコツアー 22日（土）≫ 

 各プログラムはワンコイン（500円）で楽しめます。 

 ・大源太湖周遊ガイド付きネイチャーウォッチング 

 ・初めてのノルディックウォーク 

 ・ＭＴＢレクチャー＆レンタル 

【問合せ】 大源太ｷｬﾆｵﾝｷｬﾝﾌﾟ場  Tel.025-787-3536 

ＧＡＬＡサマーパーク 
 

≪ＧＡＬＡサマーパーク≫ 

 ＧＡＬＡ湯沢では、10月8日（祝月）までの土休日を中心に 

 「サマーパーク」「ＢＡＧＪＵＭＰ ＰＡＲＫ」の営業を   

 行っております。「サマーパーク」では人工ゲレンデでのサ  

 マースキー、ボードの滑走や、トレッキングの他、約8分間 

 のゴンドラでの「空中散歩」等がお楽しみいただけます。 

【日時】10月8日（月・祝） までの土休日 10:00～16:00 

≪ＢＡＧＪＵＭＰ ＰＡＲＫ≫ 

 長さ約40ｍのアプローチから滑走し、思いっきりジャンプ！ 

 厚さ3.5ｍのエアマットに着地するため、安全にフリースタ 

 イルジャンプの練習等ができます。 

≪ＳＰＡガーラの湯≫ 

 「ＳＰＡガーラの湯」には、弱アルカリ性天然温泉の「お風

呂」の他「フィットネスプール」「屋外ジャグジー」がござ

います。 

【問合せ】株式会社ガーラ湯沢 Tel.025-785-6543 

湯沢中里 秋まつり（稲刈り体験） 
 

稲刈り体験（鎌での手刈り、コンバイン運転）と体験参加者に 

新米魚沼コシヒカリ１㎏プレゼント。秋祭り会場では釜炊きご

飯、きなこ餅、ふるまい酒無料。無料抽選券でリフト券、宿泊

券、魚沼コシヒカリ他が当たります。その他アトラクションと

地元食材を使った秋味と物産販売の出店あり！秋の一日をお楽

しみ下さい。 

【日時】10月6日（土）11：00～15：00 

（稲刈体験9時より受付、秋祭り11：00～15：00） 

【会場】湯沢中里スキー場及び、稲刈体験田 

【参加料】稲刈体験のみ1,000円 秋祭りは自由参加 

【問合せ】中里観光協会（平日9時～12時）Tel.025-787-3240 

「乗らっしゃい！こころ号」 
 

鮮やかな紅葉を堪能しながら南魚沼の文化・歴史・食にふれる 

日帰りバスの旅。コースはＡ～Ｇの７コース。旅館の若女将・

名物社員が同乗する日も設定します。お楽しみください。 

【運行】9月1日（土）～11月26日（月）毎週土・日・月 

1日2便 （午前便9:30～12:30、午後便13:30～16:30） 

※出発10分前までお申し込み出来ます。事前予約も可能。

但し、定員になり次第締め切らせていただきます。 

【料金】大人1,500～3,000円、 

    子供800～1,600円（小学生以下） 

 ※各コースにより料金は異なります。詳しくは「乗らっしゃ  

  い！こころ号」のパンフレットをご覧ください。 

【受付・販売・問合せ】雪国観光舎 越後湯沢温泉 

Tel.025-785-5353 

新潟が誇るゆるキャラとして地元でも愛されているレルヒさんが、ある日突然旅に出ると宣言し姿を消してしまいま
した・・・。レルヒさんが残した「謎の地図」を片手に越後湯沢を大捜索！！「謎の地図」を解読して、 
みんなでレルヒさんの居場所を突きとめよう！レルヒさんが残したキーワードを集めると、 
      抽選でペア宿泊券などの豪華景品もあたります♪ 
        

       【「謎の地図」配布場所】越後湯沢駅構内の広域観光情報センター、湯沢カルチャーセンター、 

                   温泉街にあるホテル・旅館など 

       【問合せ】一般社団法人湯沢町観光協会  Tel.025-785-5505 



こらっしゃい湯沢収穫祭 
 

地元魚沼で収穫された秋の味覚が勢揃い。新鮮な食材を使った 

料理、採りたての野菜やきのこの売店などが出店します。 

【日時】10月21日（日） 10:00～15:00 

【会場】湯沢中央公園（湯沢カルチャーセンター周辺） 

【問合せ】こらっしゃい湯沢収穫祭実行委員会 

（湯沢町商工会） Tel.025-784-2522 

パティスリーSATSUKI 
スーパースイーツビュッフェ 

 

テレビ、マスコミで数多く取り上げられるホテルニューオー

タニ東京シェフパティシエ中島眞介と、NASPAニューオータ

ニシェフパティシエ五位渕浩一による魅惑のパティスリー

SATSUKIスイーツビュッフェ。スイーツ界を代表するパティ

シエの光り輝く宝石のようなスイーツをお楽しみください。 

★TBS系「はなまるマーケット」の人気コーナー、「おめざラ   

 ンキング」で2011年1位に輝いた【ニューオータニ特製パン 

 ケーキ】も登場！ 

【日程】11月25日(日) 

【時間】①12:00～13:30 ②14:30～16:00 

 ※各90分の時間制となります。 

 ※①②よりお好きな時間をお選びください。 

 ※各回先着200名様。定員になり次第締め切らせて頂きます。 

【料金】大人…当日料金4,500円⇒先行予約料金4,000円 

 子供（4～12歳）…当日料金3,300円⇒先行予約料金2,800円 

 ※3歳以下のお子様は無料となります。 

 ※料金には、サービス料・税金が含まれております。 

【会場】ザ・メイン1階 グランドバンケット“鳳凰” 

【問合せ】NASPAニューオータニ／営業推進（10:00～18:00）    

                   Tel.025-780-6333 

たしろ高原秋祭り 
 

きのこ汁、わたあめの振る舞い。地元きのこ、地ビール 

（月夜野クラフトビール）など模擬店出店。 

主催：田代・二居観光協会 

共催：かぐら・みつまた観光協会 

【日時】10月20日（土）～21日（日）10:00～15:00 

【会場】かぐらスキー場 田代ロープウェー駐車場 

 

【問合せ】かぐらスキー場  Tel.025-788-9221 

公民館・秋イベント情報 
 

≪ふれあいコンサート≫ 

 地元で音楽活動をしている方達のｺﾝｻｰﾄ（コカリナ演奏、 

 コーラス、ハーモニカ演奏、津軽三味線・尺八演奏、 

 ギター・フォークソングなど） 

【日程】10月7日（日） 

【時間】13:00開場 13:30開演 

【料金】無料 

≪湯沢町総合文化祭≫ 

作品展覧会や文化系サークル・講座による発表会・体験等 

【日程】11月2日（金）～11月4日（日） 

【時間】作品展覧会 9:00～ 

    発表会・体験はそれぞれ開催時間が異なります。 

【料金】作品展覧会は無料 

    体験等は材料費等がかかる場合があります。 

≪湯沢町芸能発表会≫ 

芸能協会員による芸能発表会 

（民謡、踊り、楽器演奏、カラオケ等） 

【日程】11月11日（日）【時間】12:30～16:00（12:00開場） 

【料金】無料 

【会場・問合せ】湯沢町公民館 Tel.025-784-2460 

ネイチャークラフト（森の工作体験） 
 

大源太キャニオンのネイチャークラフトハウスで、大源太の自

然の恵み、どんぐり、松ぼっくりなど使った小物の工作体験が

できます。小さなお子様は保護者の方同伴でお楽しみいただけ

ます。 

【日時】～10月中旬までの毎日 10:00～16:00 

【場所】大源太キャニオン駐車場のクラフトハウス 

    （受付はお土産の六角堂） 

【料金】お一人様500円 

 

【問合せ】大源太キャニオンキャンプ場 Tel.025-787-3536 

秋風フェスタ・コスモスまつり 
 

≪秋風フェスタ≫ 

 大道芸人や食のテント市、ストラックアウト、 

森の工作コーナーなど催し満載 

【日時】9月15日（土）～17日（月・祝）10:00～15:00 

【会場】ロープウェイ山頂 パノラマステーション前 

≪コスモスまつり≫ 

 名物きのこ汁をはじめ、魚沼産コシヒカリを使用したおにぎ

りの販売を行います。秋の味覚を絶景と共にご賞味下さい。 

【日時】10月6日（土）～8日（月・祝）10:00～15:00 

【会場】ロープウェイ山頂 パノラマステーション前 

 

【料金】大人1,500円、子供800円（ロープウェイ往復料金） 

 

【問合せ】湯沢高原アルプの里  Tel.025-784-3326 

自転車に乗らっしゃい！旅チャリレンタル 
 

越後湯沢を楽しくまわろう！いつもなら辛い坂道もスイスイ走

れるし、ちょっとした寄り道も簡単です♪ 

電動アシスト付自転車で風を切りながら散策してはいかがで

しょうか？ 

※時期により変更になる場合がございますので、詳細は貸出場  

 所にお問い合わせ下さい。 

【料金】2時間500円 4時間1,000円 1日1,500 

【貸出時間】雪国観光舎 越後湯沢温泉 9：00～17：30 

      旅館・ホテル 7：00～19：00 

【貸出場所】湯沢温泉旅館組合加盟施設15軒、 

      雪国観光舎 越後湯沢温泉 

【問合せ】雪国観光舎 越後湯沢温泉 Tel.025-785-5353 

Ｍｔ．苗場 「山鳥原公園」 
 

自然を満喫！山野草、白樺とつつじの森、旧三国街道石畳の道

などが整備された「山鳥原公園」は、草花や野鳥と気軽にふれ

あえるネイチャースポットです。ブナや真っ赤に染まるナナカ

マドの実、カエデなど、紅葉時もお勧めです♪                                                         

                                       

【問合せ】山鳥原茶屋 Tel.025-789-1666 



 

 

 

CoCoLo湯沢・がんぎどおり 
ＳＥＡＳＯＮＡＬ ＦＥＳＴＡ 
 

食欲の秋、行楽の秋、そして上越新幹線開業３０周年を記念し

て各種イベントを開催いたします。お楽しみに！ 

【期間】10月8日（月）～14日（日） 

【会場】ＣｏＣｏＬｏ湯沢・がんぎどおり 

【問合せ】株式会社トッキー越後湯沢支社 Tel.025-784-4499 

なえば高原 秋まつり 
 

地元産のきのこや野菜を使った、けんちん汁の無料サービスや 

秋の味覚販売、飲食ブースなど。 

【日時】10月27日（土）、28日（日）10:00～15:00 

【参加費】無料 

【会場】ドラゴンドラ山麓駅特設会場 

【問合せ】苗場プリンスホテル  Tel.025-789-2211 

ＯＫＫＹお絵かきコンテスト 
 

各月末日に締め切り、その月ごとに優秀作品を選び賞品を 

プレゼントします。皆さんの参加お待ちしています！ 

【日程】～11月30日まで 

【時間】9:30～17:00（15:30最終受付） 

【料金】無料 

【会場】オッキー展示ルーム2階受付 

 

【問合せ】奥清津発電所オッキー  Tel.025-789-2728 

湯沢インラインスキーアカデミー 
 

スキーのオフトレーニングとして、インラインスケートを利用

し滑走するスポーツ。スキー技術向上のヒント、基礎体力作り

や体感バランスＵＰを楽しみながら行うことができます。 

【日時】11月初旬まで 9:30～15:30 

【場所】神立高原スキー場内（駐車場） 

【問合せ】神立高原スキー場 

（SMAC坂本 Tel.025-775-7638/090-2218-2073 

            E-mail:infosmac1999@smac.jp） 

 
 

 

 

●ルーデンスリバーサイド ＜9月末＞  

【Tel.025-787-6201】 

●フォレストアドベンチャー湯沢中里 ＜11月4日＞ 

【Tel.025-787-3301】  
●NASPAニューオータニ 

【Tel.025-780-6888】 
◆レンタサイクル〈11月18日〉 

◆マレットゴルフ、テニスコート〈11月25日〉 

◆卓球〈12月16日〉 

●体験・陶芸工房 旭窯 ＜11月4日＞ 

【Tel.025-787-0357】 

●大源太湖貸しボート ＜11月上旬＞ 

【Tel.025-787-0357】 

●電力ミュージアム「OKKY」＜11月30日＞ 

【Tel.025-789-2728】 

 

●湯沢東山フィッシングパーク ＜10月21日＞ 

【Tel.090-8437-5295】 

●大川フィッシングパーク ＜11月上旬＞ 

【Tel.025-789-3030】 

●湯沢フィッシングパーク ＜11月11日＞ 

【Tel.025-787-3911】 

 

●湯沢パークパターゴルフ ＜11月11日＞ 

●ゴールド越後湯沢カントリーｸﾗﾌﾞ ＜11月30日＞ 

【上記Tel.025-787-4111】 

●湯沢中里ファミリーショートコース ＜11月4日＞ 

●湯沢中里ゴルフ練習場 ＜11月11日＞ 

【上記Tel,025-787-3301】 

 

●トレッキング湯沢Ⅰ・Ⅱ ＜11月上旬※降雪まで＞  

【Tel.025-785-5505（湯沢町観光協会） 

●レジャープールオーロラ ＜8月31日＞ 

【Tel.025-787-6600】  
●湯沢パークホテル夏期施設 ＜8月31日＞ 

【Tel.025-787-4111】 
●ふれあい朝市（毎週日曜・祝祭日開催）＜10月28日＞ 

【Tel.025-785-5353】 

●山鳥原公園（山鳥原茶屋）＜11月4日＞ 

【Tel.025-789-1666】 

●大源太キャニオンキャンプ場 ＜11月4日＞ 

【Tel.025-787-3536】 

 ◆お土産「六角堂」〈11月11日〉 

 ◆タヴェルナ・ヴィチーニ〈11月11日〉 

●湯沢高原アルプの里 ＜11月25日＞ 

【Tel.025-784-3326】 

 ◆高山植物園、サマーボブスレー、ミニトレッキング、  

  トレッキング一楠場ルート、30分コース〈８月31日〉 

 ◆マウンテンゴーカート、シャトルバス、 

  ジップラインアドベンチャー(縮小営業)〈10月下旬〉 

 ◆湯沢高原ロープウェイ〈11月25日〉 

●湯沢中央公園屋外施設 ＜11月11日＞  

（テニスコート、グランドゴルフ、野球場等） 

【Tel.025-787-3388】 

●GALAｻﾏｰﾊﾟｰｸ＆BAGJUMP PARK ＜10月8日＞ 

【Tel.025-785-6543】 

 

●苗場山和田小屋 ＜10月20日泊まで＞ 

【Tel.025-788-9221（かぐらスキー場）】 

●蓬ヒュッテ ＜10月末まで＞  

【Tel.025-787-3268（高波様自宅）】 

●赤湯温泉山口館 ＜11月3日泊まで＞ 

【Tel.025-772-4125（山口様自宅）】 

※いづれも降雪の状況により変更があります。 

各施設のイベントは、９月 日現在の情報です。より詳しい情報につきましては掲載されている問合せ先にご連絡をお願いします。湯沢町観光協会

のホームページ内『秋´湯沢観光情報ニュース』からでも情報をご覧頂けます。ＵＲＬ⇒【http://www.e-yuzawa.gr.jp/】 



スキー場ＯＰＥＮ予定日 ※あくまでも予定です。降雪状況により変更になります。市街局番は（０２５） 

  観光情報ニュースへのご意見・ご要望や、 

  掲載してほしい情報などございましたら、 

  表紙の観光情報ニュース編集室までお寄せ下さい。 

 予定日     スキー場名  問合せ先  予定日    スキー場名  問合せ先 

11月23日 かぐらスキー場（みつまたｽﾃｰｼｮﾝ） 
Tel.788-9221 

12月20日 中里スノーウッドスキー場 Tel.787-3511 

12月8日 

かぐらスキー場（田代ｽﾃｰｼｮﾝ） 

12月22日 

湯沢パークスキー場 Tel.787-4111 

苗場スキー場 Tel.789-4117 ＮＡＳＰＡスキーガーデン Tel.780-6888 

岩原スキー場 Tel.787-3211 一本杉スキー場 Tel.784-4440 

神立高原スキー場 Tel.784-3933 

12月下旬 

ＧＡＬＡ湯沢スキー場 Tel.785-6543 

12月15日 湯沢高原スキー場 Tel.784-3326 ルーデンス湯沢スキー場 Tel.787-6201 

湯沢中里スキー場 Tel.787-3301 湯沢高原スキー場（布場ｴﾘｱ） Tel.784-3326 

世界最大級166人乗りロープウェイに乗って「アルプの里」へ。素晴らしい紅葉と湯沢

の眺望をお楽しみ下さい。雲の上の足湯で絶景のパノラマを見ながらリラクス♪可憐なコ

スモスの見頃は９月上旬頃です。 

【料金】ロープウェイ往復料金 大人1,500円、子供800円 

湯沢高原アルプの里 Tel.025-784-3326 

ドラゴンドラと田代ロープウェーぐるり一周♪驚きの長さと迫力の高さで感動の 

秋色空中散歩。紅葉営業は10月６日（土）～１１月４日（日） 

【料金】往復（苗場－田代ゴンドラ、田代ロープウェー共通） 

    大人2,000円、子供1,000円 

苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙTel.025-789-2211／田代ﾛｰﾌﾟｳｪｰTel.025-789-3111 

●奥清津発電所ＯＫＫＹ周辺           ●ちょうちん岩周辺 
 宿場の湯とセットでいいかがでしょうか？               旧三国スキー場手前、ちょうちんの形をした岩が目印！ 

●大源太キャニオン               ●群馬～湯沢 
 紅葉に燃える秋の大源太山は絵模様のような美しさです！       国道17号線、関越自動車道沿線等 

●湯沢フィッシングパーク            ●各トレッキングコース 
 紅葉に囲まれながら釣りをお楽しみください♪ 

●不動の滝 
 民族資料館から徒歩約20分。気軽に散策しながら楽しめます。 


