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日帰り観光バス「乗らっしゃい こころ号」 

 大好評！見所いっぱい３時間のプチ観光日帰りバス。 
 地元バスガイドがご案内します♪（午前・午後各１便） 
 A～Iコースの季節に合わせた９コースを交代で運行。 
 魚沼の自然を堪能しながら文化や歴史に触れるミニ観光 
 をお楽しみ下さい。※詳しくはお問合わせ下さい。 

【運行】運行中！～７月２３日（月）土日月曜日運行 
【集合場所】雪国観光舎 越後湯沢温泉前（越後湯沢駅西口） 

【時間】午前便9:30出発  午後便13:30出発 
【料金】大人1,500円～3,000円 小人800円～1,600円 

    （税込）※詳細はお問い合わせください 
 
【受付・ﾁｹｯﾄ売場】雪国観光舎 越後湯沢温泉 

              Tel. 025-785-5353 

苗場山 山開き 

 苗場山の里宮である伊米神社において山伏数名を招き、 
 山開き安全祈願を行います。  
【日時】７月７日（土）14:00頃～【場所】三俣伊米神社 

【問合せ】かぐら・みつまた観光協会 Tel. 025-788-9006 

湯沢中里 ホタルの里（夕べ） 

 ホタルの里の整備が完了し、多くのホタルの発生が期待 

 されます。当日はホタル飛翔地へのガイドによる散策 
 と夜店（生ビール、焼きそば他）が出ます。 
【日時】７月７日(土) 18：00 

    ※ホタルの観賞期間は６月下旬～７月下旬 
【場所】湯沢町土樽4595 瑞祥庵付近ホタルの里 

（出店は開発センター）   

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

湯沢中里 ホタルの里 

 整備したﾎﾀﾙの里や瑞祥庵ｱｼﾞｻｲ通りでﾎﾀﾙを観賞下さい。

期間前半は源氏ﾎﾀﾙ、後半は平家ﾎﾀﾙが多く見られます。 

 ﾎﾀﾙの里ののぼりを目印においてください。 
【ホタルの観賞時期】６月下旬～７月下旬 
【場所】湯沢町土樽4595 瑞祥庵付近   

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

湯沢高原アルプの里 サマーフェアー2012 

 アルプの里スタンプラリーや森の工作コーナー、ジップ 

 ラインも特別時間にて営業。ツリーキャッスル新登場!! 
またお盆期間は様々な催しがいっぱい！ 

【日程】７月２１日（土）～８月２６日（日） 
【料金】無料（ロープウェイ往復乗車券  

大人1,500円、小人800円は別途） 
【会場・問合せ】湯沢高原アルプの里Tel. 025-784-3326 

苗場インディペンデンスボードウォーク キャンプ 

 森林散策バリアフリー「苗場ｲﾝﾃﾞｨﾍﾟﾝﾃﾞﾝｽﾎﾞｰﾄﾞｳｫｰｸ」 

 の補修・作成のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ作業をｷｬﾝﾌﾟｲﾝで行います。 
【日時】７月１４日（土）～７月１６日（月）9:30集合  
【場所】苗場スキー場   火打第1ゲレンデ駐車場 
【参加費】無料（事前にご連絡下さい。） 
【問合せ】苗場観光協会     Tel. 025-789-2121 

ありがとう湯沢  第７回 越後湯沢アユ釣り大会 

【開催日】８月１９日（日）※申込締切：８月１５日（水）   
【開催場所】湯沢町・魚野川  【募集人数】100名  
（立柄橋上の堰から、東京電力湯沢魚野川取水ダム間） 
【参加費】お１人様 2,000円（ｵﾄﾘ代、保険、飲み物含む） 

（但し、雪国観光舎越後湯沢温泉及び、地区観光協会を 
通して宿泊の方は1,500円となります。）＜予定＞ 

【参加資格】年齢、性別は問いません。ﾚﾃﾞｨｰｽ参加歓迎。 
※但し、18歳未満の方は保護者の同意が必要です。 

【同時開催】「アユを食べる会」 
    NEW!「アユ釣り大会ファミリープラン」 
     ※詳細は下記ＨＰでご確認ください 
【主催】越後湯沢アユ釣り大会実行委員会 

【問合せ・大会事務局】湯沢町観光協会  Tel. 025-785-5505 

【詳細ＨＰ】http://e-yuzawa.gr.jp ＊６月下旬掲載予定 

エンゼルサマーフェスタ～エンゼル村 冒険･探検物語～ 

４つのエリアで１日中、家族みんなで楽しめます！ 
【日程】７月１４日（土）～９月２日（日） 
『チャレンジエリア』※雨天中止 
（ｽﾄﾗｯｸｱｳﾄ、ｻｯｶｰﾅｲﾝ、ﾄﾚｼﾞｬｰｽﾗｲﾀﾞｰ、ｻﾞﾘｶﾞﾆ釣り） 
『お祭りエリア』  
（射的、ヨーヨー釣りなど。雨天でも遊べます） 
『体験エリア』 
（ネイチャークラフト、工作キット、 

 手作りキャンドル、木のねんど工作など） 
『フードエリア』 
（から揚げ、フランクフルト、ジュース、かき氷など） 
上記共、9月2日は、12:00まで。 

 ※河原まで冒険に出かけるキッズウォークやサバイバル     
  水鉄砲大作戦などもあります。（要予約） 
 ※「ｶﾌﾞﾄ虫わくわくﾗﾝﾄﾞ」は、7/15（日）～8/13（月） 

（状況により、予定日前に終了する場合がありますの

でご確認の上、お出掛け下さい。要予約） 
【料金】ポイントチケット制※120ポイント1,200円 

【会場・問合せ】ｴﾝｾﾞﾙｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ越後中里  Tel. 025-787-2811 

大源太湖カヤック体験 

 流れのない湖なのでお子様も安心♪安全で楽しいパドリ

ングも身につきます。窯焼きパンの美味しい特製ランチ

もセットで湯沢の自然満喫！１日遊べます。 
【日時】4月下旬～10月20日頃（気温などにより変動有） 
【会場】大源太湖（集合：大源太キャンプ場LokkakuDo） 

【開催時間】10:00～15:00（集合9:45） 
【料金】大人8,000円、小学生6,000円 
 ※ｶﾔｯｸ・ﾊﾟﾄﾞﾙ・ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄ・ﾊﾟﾄﾞﾘﾝｸﾞｼﾞｬｹｯﾄのﾚﾝﾀﾙ費、 

ﾀｳﾞｪﾙﾅｳﾞｨﾁｰﾆ特製ﾗﾝﾁ、講師料、保険、消費税等を含

みます。 
 ※18歳未満の方は保護者もしくは同伴の方の 

承諾が必要です。 
 ※小学生の参加には保護者の同伴参加が必要です。 
【問合せ】YOC湯沢ｱｳﾄﾄﾞｱｾﾝﾀｰ     Tel. 025-787-6700 

【詳細ホームページ】 http://daigenta.net/yoc/ 

http://e-yuzawa.gr.jp


夏のイベント情報 （つづき） 

FUJI ROCK FESTIVAL ‘１2 

 今年で14年目を迎える、世界に誇る“日本最大級のフェ

スティバル”国内外のｱｰﾃｨｽﾄ達の熱い音楽ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽと、

苗場の壮大な自然をお楽しみいただけます。 
【日程】７月２７日（金）～２９日（日） 

（前夜祭７月２６日（木）） 
【場所】湯沢町 苗場スキー場 特設ステージ 
【問合せ】公式ホームページ 
     http://www.fujirockfestival.com/  

ハチロク ゆかた祭り 

【日時】８月６日（月）17:00～22:00 （歩行者天国） 
 夏の夕涼みの思い出を。歩行者天国になる湯沢温泉通り 

 をのんびりと、ゆかたで散策してみませんか？ 
 ゆかたを着ている人は無料抽選会に参加出来ます♪ 
 ※ゆかたの無料貸出、 
 女性ゆかたの着付けサービス有り。 
【場所】湯沢温泉通り 
【問合せ】雪国観光舎越後湯沢温泉 Tel.025-785-5353   

苗場 夏まつり 

 毎年恒例の苗場の夏まつりです。夜店もあり、花火も 
 迫力満点！１５日のおみこしは、参加可能です。 

【日時】８月１４日（火）・１５日（水） 
【内容】 14日（火）：花火大会20:00より浅貝川にて 

   15日（水）：おみこし13:00より 
【場所】浅貝グランド 
【問合せ】苗場まつり実行委員会 Tel. 025-789-2121 

電動アシスト自転車レンタルサービス 

“旅（たび）チャリ” 

 楽しく周ろう！いつもならつら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。電動アシスト付の 
 自転車で風をきりながら散策してはいかがでしょうか？ 
【料金】２時間500円、４時間1,000円、１日1,500円。 
【貸出時間】10:00～17:00 （完全予約制） 

【貸出場所】湯沢温泉旅館組合加盟施設15軒及び、 
雪国観光舎越後湯沢温泉 

【ご予約・問合せ先】雪国観光舎越後湯沢温泉 
                Tel. 025-785-5353 

湯沢温泉 夏まつり 

【日時】８月１５日（水）・１６日（木） 
【内容】15日（水）おまつり広場、若連中みこし、 
           花火大会（20:00～21:00） 
     16日（木）おまつり広場、とろりこ民謡流し 
【場所】越後湯沢駅東口駅前広場 
【問合せ】湯沢温泉夏まつり実行委員会 
  （雪国観光舎越後湯沢温泉内）Tel. 025-785-5353   

湯沢温泉スイーツめぐりスタンプラリー 

 湯沢温泉には、手作りスイーツを製造・販売するお店 

 が多くあります。手作りの美味しいお菓子を 

 製造元の店先で食べてお茶しませんか？ 

 湯沢温泉を散策しながらスタンプを 

 集めると地域通貨「ユータン券」が抽選で当たります 
【期間】４月２８日（土）～１１月３０日（金） 
【問合せ】湯沢町商工会     Tel. 025-784-2522 

GALA サマーパーク 

 夏もｽｷｰ･ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ！全長約350mのｽﾉｰﾏｯﾄによるｻﾏｰｹﾞﾚﾝ

ﾃﾞや、ｴｱﾏｯﾄ「BAGJUMP」によるｼﾞｬﾝﾌﾟﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ!また大ﾌﾞﾅ 

 の周遊をはじめ、３つのﾄﾚｯｷﾝｸﾞｺｰｽ。体験工房では親子で

楽しめる工作ﾒﾆｭｰや、小さなお子様に人気のｴｱﾄﾞｰﾑ「ふあ

ふあｶﾞｰﾗ号」など、ご家族で楽しめる内容盛りだくさん♪ 
【営業期間】７月２８日（土）～１０月８日（月祝）の 
      土休祝日及び８月１３日～１７日の毎日開催 
【営業時間】10:00～16:00 【ゴンドラ運行】9:30～16:30 

【リフト券】ゴンドラ往復 大人1,200円 子供600円 
 リフト・ゴンドラ１日券 大人3,000円 子供1,500円 
【BAGJUMP】1ｾｯｼｮﾝ 大3,000円、子供1,500円 

      ※1ｾｯｼｮﾝ/10:00～12:30又は、13:30～16:00 

【SPAガーラの湯】（上記期間中11:00～17:00） 
        大人1,100円 子供600円（ﾀｵﾙｾｯﾄ含む） 
※温泉、屋内温水フィットネスプール、ジャグジー等 
 雨天でも楽しめます。レンタル水着500円あり 
【問合せ】GALA湯沢スキー場  Tel. 025-785-6543 

ＯＫＫＹ 夏休みイベント 

≪尾身伝吉 木版画展≫ 
美しいふるさとの四季の木版画展です。 

【日時】7月28日（土）～8月31日（金）9：30～17：00 

【場所】ＯＫＫＹミュージアム１階 【料金】無料  
≪ＯＫＫＹたんけん≫ 
  発電所のしくみ等を説明しながらＯＫＫＹ内を案内 
いたします。夏休みの自由研究の題材にいかがですか？ 

【日時】7月28日(土)、8月11日（土）10：30～11：30 

   （開始10分前に2階展示ルームに集合） 
【場所】ＯＫＫＹミュージアム２階  
【参加費】無料  【定員】２０名（事前予約可） 

≪夏休みアート教室 尾身伝吉先生とｽﾃﾝｼﾙで遊ぼう≫ 
  尾身先生に指導をしてもらいながらステンシルで 
 ｵﾘｼﾞﾅﾙﾊﾞｯｸﾞ又は、ﾃｰﾌﾞﾙｾﾝﾀｰを作りませんか？ 
【日時】8月4日（土）13：00～15:00（集合時間12：50） 
【料金】無料     【場所】OKKYミュージアム２階 受付 
 ★オッキーお絵かきコンテスト（～11月30日まで） 
【上記問合せ】電力ﾐｭｰｼﾞｱﾑｵｯｷｰ  Tel. 025-789-2728 

ＮＡＳＰＡ 夏イベント情報 

≪星空を見に行こう≫ 
夜空いっぱいに広がる天体ショーを眺めながら、 

草の音 川のせせらぎに耳を傾け森の声を体感！ 
【日程】7月16日（月）～7月30日（月）毎週月･水･金 
【時間】20:00～20:30（集合19:50） 
【場所】NASPAガーデン内 ホテルフロント前集合 
【料金】500円 （缶ビール又は、缶ジュース付） 
 ※当日19:00までにﾌﾛﾝﾄにてご予約ください 
≪夏ＦＥＳＴＡ≫ 
 スイカ割り、ビンゴ大会、縁日など内容盛りだくさん！ 
【日程】８月１１日(土)～８月１８日（土） 
【時間】20：00～21：30（8/14は20:30開催） 
【場所】ホテル内 ｻﾞ･ﾒｲﾝ2階 FESTA  【参加費】無料 
≪ＮＡＳＰＡ祭り２０１２≫ 
 夏だ!祭りだ!NASPA祭り!盆踊り･縁日他、NASPAならではの

屋台も登場。皆で夏の思い出を作ろう! 
【日時】８月２５日（土）17：00～21:00 

【場所】NASPAガーデン内   【参加費】無料 
【問合せ】ＮＡＳＰＡニューオータニ Tel. 025-780-6111 
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「寄ってがっしゃい」ふれあい朝市 開催中！ 
地場の本物・新鮮手づくり・真ごころ価格。地元住民と 

ふれあい、旅の楽しさを再発見して下さい。 

【日時】５月～１１月４日までの 毎週日曜・祝祭日  

    午前６：００～８：００ 

（※天候等の事情により中止となる場合があります。ご了承下さい） 
【場所】湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」駐車場 

【問合せ】雪国観光舎 越後湯沢温泉 Tel.025-785-5353 

※各施設のイベントは、６月１１日現在の情報です。 より詳しい情報に付きましては、 記載されている 問い合わ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、「夏´湯沢 観光情報ニュース」から情報をご覧頂けます。⇒http://e-yuzawa.gr.jp 

森のピザ焼き体験！ 

 キャンプ場内のアウトドアピザ窯を使ってピザを焼きま 
 す。薪とピザの材料、ピザ窯、道具一式は準備します。 
 手ぶらでおいで頂ければどなたでもご自分でピザを焼け 
 ます。お一人様ピザ一枚ずつ食べられます。 
 ※材料準備の為、前々日までにご予約下さい。 
【日時】開催中！～１０月中旬までの毎日 
【場所】大源太キャニオンキャンプ場 
【時間】10:30,11:30,14:00 各回2名～6名様まで 

※団体様は別途ご相談ください。 
【料金】大人1,800円、小人(4歳～中学生)1,700円 

（１名料金、税込、キャンプ場入場料込） 
【問合せ】YOC湯沢ｱｳﾄﾄﾞｱｾﾝﾀｰ    Tel. 025-787-6700 
【詳細ホームページ】 http://daigenta.net/yoc/ 

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、松ぼっくりなどを使った 
 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】開催中！～１０月中旬までの毎日 
【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） 
【時間】10:00～16:00  【料金】おひとり様500円 
【問合せ】大源太ｷｬﾆｵﾝｷｬﾝﾌﾟ場  Tel. 025-787-3536 
＊キャンプ場感謝祭、アウトドアプログラム体験と無料宿泊は    

9/22、食のイベントは9/23の予定。【http://daigenta.net】 

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。期間中、素敵な景品が当たる 

 お楽しみ抽選会も同時開催。 
【日時】9月15日（土）～17日（月・祝） 
【時間】10:00～15:00 

【場所】湯沢高原アルプの里 特設会場 
【料 金】無料（ロープウェイ往復乗車券 

大人1,500円、小人800円は別途） 
【問合せ】湯沢高原アルプの里  Tel. 025-784-3326 

苗場ー田代ゴンドラ（ドラゴンドラ） 

 全長約5.5kmの8人乗りゴンドラ。いくつもの尾根を越

え、ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝを繰り返しながらおよそ25分の空中散歩。 
目の前に広がる紅葉とスリルをお楽しみいただけます。 
【日時】１０月６日（土）～１１月４日（日） 
    苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙから赤湯方面へ1.5km 

【時間】9:00～16:00（上り最終15:00） 
【料金】大人2,000円 小人1,000円（往復） 
【問合せ】苗場プリンスホテル   Tel. 025-789-2211 

2012越後湯沢秋桜（コスモス）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！！ハーフマラソンの他、 

 10kmの部、小学生の部（1,2km）を設定。 

 日帰り温泉無料ｸｰﾎﾟﾝなどの参加賞があります。 
 ※今年は一部コース変更いたします。 
【日時】９月３０日（日） 

※申込締切：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・携帯ｻｲﾄ ７月３１日（火） 
    振替用紙 ７月２０日（金）  

申込締切前であっても定員に達し次第、締め切る場合があります。 
【ｽﾀｰﾄ場所】湯沢中央公園 
【参加料】ハーフ：一般4,500円、10km：一般 4000円、 
     小・中学生 1,500円 
【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 

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１kgプレゼント。秋祭り会場 

 では釜炊きご飯、きなこ餅、ふるまい酒は無料。 
 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） 
【場所】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Tel.025-787-3240(平日9時～12時） 

コスモスまつり 

 秋風テント市、名物きのこ汁をはじめ、魚沼産ｺｼﾋｶﾘを 

 使用したおにぎりや、きのこの販売を行います。 
  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） 
【場所】湯沢高原アルプの里 特設会場 
【時間】10:00～15:00 

【料金】無料（ロープウェイ往復乗車券  
大人1,500円、小人800円は別途） 

【問合せ】湯沢高原アルプの里  Tel. 025-784-3326 

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、採れ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 

【場所】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 

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 
【場所】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 

http://daigenta.net


グリーンシーズン レジャー施設 

蓬ヒュッテ        Tel. 025-787-3268 （高波様自宅） 

赤湯温泉「山口館」 Tel. 025-772-4125 （山口様自宅） 

苗場山「和田小屋」  Tel. 025-788-9221  （かぐらスキー場） 

※湯沢町の市外局番は(025)です。 

 

●湯沢パークリゾート 
◆ゴールド越後湯沢カントリークラブ  

（18ホール、6,870ヤード、パー72)               

【問合せ先】湯沢パークリゾート Tel.025-787-4111 
 

●湯沢中里スキー場〔4月下旬～11月上旬まで営業〕 

ハードヒッターもおまかせ！ネットのないゴルフ練習場。 
◆湯沢中里ゴルフ練習場 （300ﾔｰﾄﾞ打ち放し・21打席)  

 

ご家族でゴルフの楽しさ満喫！ 
◆湯沢中里ファミリーショートコース 

（全長８５７ヤード、９ホール、パー２７)  
【問合せ先】湯沢中里スキー場 Tel. 025-787-3301 

 

■「フォレストアドベンチャー・湯沢中里」 
◆フランス生まれの森林アドベンチャーパーク 
【料金】大人(18歳～) 3,500円 
      子供(5歳～17歳まで) 2,500円 ※要ご予約 

ご家族にお得なファミリーパックもあります。 
【ご予約・問合せ】湯沢中里スキー場 Tel.025-787-3301 
【ホームページ】 http://www.yuzawa-nakazato.com 

 

■「ジップラインアドベンチャー」 県内初！！ 

（スリル満点！雨天時でも遊べる） 

◆スリル満点！全７コース。鳥のように森を滑空しよう！！ 
 今、全世界でブレイクが始まっているエキサイティン 
 グアクティビティー ZIPLINE（ジップライン） 
 クライミングの技術と用具を使用して森の中をワイ 
 ヤーロープとプーリー（滑車）を伝って滑り降りる、 
 まるでターザンになった気分が味わえるエコロジカ 
 ルでありながら爽快絶叫なアクティビティーです。 
【期間】６月上旬～８月下旬 ※要予約、予約制 
【料金】大人3,800円  子供3,300円（ロープウェイ付） 
【問合せ】湯沢高原アルプの里 Tel.025-784-3326 

 アトラクション アウトドアプログラム各種 

YOC湯沢アウトドアセンター 

【開催期間】開催中！～１１月中旬まで 

 JNWL公認指導員がご案内するﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ、森林ｲﾝｽﾄ 

 ﾗｸﾀｰによるﾈｲﾁｬｰｳｫｯﾁﾝｸﾞ、ﾍﾞﾃﾗﾝｶﾞｲﾄﾞ付きのﾄﾚｯｷﾝｸﾞを 

 中心に、星空観察（お盆休みなど期間限定）、ﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸ 

 ﾂｱｰなど、各種ｱｳﾄﾄﾞｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをご用意しています。 

◇ノルディックウォーキングとは？ 

 ２本の専用ポールを使って行うウォーキング。 

 ダイエット、メタボ解消に効果抜群です！ 

・お手軽な１時間半の「初めてのﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ」は、大源

太会場で体験できます。 

・１日コースの「ﾈｲﾁｬｰﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ」は、大源太会場、

または、苗場会場で体験可能（要予約） 

 ※１日コースは、特製ランチボックスつき！ 

・経験者、運動選手向けの1.5時間プログラム 

 「ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ」もあります。 

  詳しくは、YOC湯沢ｱｳﾄﾄﾞｱｾﾝﾀｰのHPをご覧下さい。 

【所要時間】２時間程度から５時間程度まで。 

（プログラムによって変わります） 

【場    所】湯沢町各所（プログラムおよびコースによります） 

【集合場所】大源太キャニオンキャンプ場、 

苗場旅館組合案内所、アルプの里ほか 

【料    金】プログラムにより変わります。 

【問 合 せ】YOC湯沢アウトドアセンター 

（ＮＰＯネージュ内）  Tel. 025-787-6700 

【詳細ＨＰ】http://daigenta.net/yoc/ 

●大源太湖・大源太ｷｬﾆｵﾝ ｷｬﾝﾌﾟ場  
 （大源太湖散策、ｷｬﾝﾌﾟ、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ、など） 

Tel. 787-3536（大源太ｷｬﾆｵﾝｷｬﾝﾌﾟ場管理棟） 
  

●大源太湖貸しボート  

 （ボート上からの釣り可能。入漁券別途要）  

          Tel. 787-3095（大源太山荘）  
  

●体験工房「大源太」（通年営業） 
 （そば打ち体験、笹団子作り体験など） 

            Tel. 787-1121 
  

●石川遼記念館「リスの家YUZAWA」 
 （石川遼選手ゆかりの品々を多数展示〕 

 〔通年営業〕       Tel. 784-3001 

●湯沢中央公園 
 （テニスコート他各種屋外スポーツ施設、 

  グラウンドゴルフなど） 

  Tel. 787-3388（中央公園管理事務所） 

●レジャープール「オーロラ」 
 （流水ﾌﾟｰﾙ、幼児ﾌﾟｰﾙ､ｳｫｰﾀｰｽﾗｲﾀﾞｰなど）  
(7/14～8/31まで（7/17～7/20は屋内ﾌﾟｰﾙのみ）) 

 Tel. 787-6600 

●湯沢フィッシングパーク 
 （釣り、魚つかみどり、バーベキュー）  

            Tel. 787-3911     

●大川フィッシングパーク  

 （釣り）        Tel. 789-3030 

●山鳥原公園（山鳥原茶屋、ﾃﾆｽｺｰﾄ） 
               Tel. 789-1666 

 ゴルフ・グランドゴルフ・マレットゴルフ 

山小屋 問合せ先 

●ルーデンスリゾート 
 「ルーデンスリバーサイド」4月28日OPEN! 

 （ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ、釣り堀、Lu-Kids、ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ探索） 

 ～10月10日（月）まで   Tel.787-6201 
   

●湯沢パークホテル 
 （ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｶﾞｰﾃﾞﾝ、ﾌﾟｰﾙ（7/21～8/31)、 

  ﾊﾟﾀｰｺﾞﾙﾌ、ﾃﾆｽｺｰﾄ、温泉）Tel. 787-4111 

●NASPAニューオータニ 
 （ﾃﾆｽｺｰﾄ、ﾚﾝﾀﾙｻｲｸﾙ、卓球 

  室内温水ﾌﾟｰﾙ＆ﾌｨｯﾄﾈｽ）  Tel. 780-6888 

●湯沢東山フィッシングパーク  
 （釣り、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ） 

 ～7/24（土日祝のみ）、7/25～8/31（毎日） 

 9/1～10/21（土日祝のみ）Tel.090-8437-5295 

苗場プリンスホテル 夏イベント情報 

≪朝限定！真夏の爽涼ドラゴンドラ！≫ 
 苗場-田代をつなぐﾄﾞﾗｺﾞﾝﾄﾞﾗが夏季期間「朝限定」で運行 
 いたします。生命力溢れる深緑に包まれた渓流の流れや眼

下に広がるエメラルドグリーンの二居（ふたい）湖を 
 お楽しみいただけます。 
【日時】8月4日（土）～8月26日（日）8:00～11:00 

   （下り最終11:30） 
【場所】ドラゴンドラ【料金】大人1,800円 子供900円 
≪苗場高原 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ﾋﾞｽ 
 （なくなり次第終了）や、秋の味覚販売、飲食ﾌﾞｰｽなど。 
【日時】10月27日(土)、28日（日）10：00～15：00 

【場所】ドラゴンドラ山麓付近  【参加費】無料 
【問合せ】苗場プリンスホテル   Tel. 025-789-2211 

 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ください。 


