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震災

震災の教訓、復旧・復興のあゆみを学ぶ

長岡震災アーカイブセンター

きおくみらい
長岡
中越大震災の体験や災害について
学習し、防災意識を高める
エリア

2004 年の中越大震災発生後の避難行動、避難所生活
や避難所グッズの体験、事例をもとに日ごろからできる備
えをテーマとした企画展（みらいの防災）等を実施。身近
なものを活用した防災工作、被災地で最善の判断を考え
る防災ワークショップ、映像アーカイブシアターなど、中
越大震災を知らない世代を中心とした防災学習を中心に
活用いただいています。
体験メニュー

 難所生活の経験、避難所グッズの体験
避
身近なものを活用した防災工作
被災地での最善の判断を考える防災ワークショップ
災害について学習する映像アーカイブシアター

受入人数

30 名
（最大 60 名）

通年

受入期間

営業期間

10：00〜18：00

定休日 土日祝日・年末年始
入館料 無料
駐車場 なし
（バス乗降スペース有）
長岡市大手通2-6 フェニックス大手イースト2F
http://www.c-marugoto.jp/nagaoka/

中越メモリアル回廊

川口きずな館

エリア

川口

きずなの物語をつないでいく

30 名

受入期間

通年

営業期間
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エリア

山古志

10：00〜17：00

平成 16 年 10 月 23 日に発生した中越地震で甚大な被害を被っ
てなお、それを乗り越 見学メニュー
えて復旧・復 興へと歩
山古志ガイド おすすめコース（２時間）
山古志ガイド プレミアムコース（２時間半）
み続けている山古志を
減災教育プログラム（２時間）
写真や映像、プロジェ
語り部（45 分～１時間）
※各コースの詳細は、ホームページをご参照く
クションマッピ ングな
ださい。
どで紹介しています。

受入人数

30 名

受入期間

定休日 火曜日・年末年始

定休日 月曜日・年末年始

入館料 無料

入館料 無料

駐車場 お問い合わせください
（運動公園内駐車場・無料）

駐車場 大型バス５台

長岡市川口中山1441
0258-89-3620
https://m.facebook.com/kawaguchipark

おらたる

やまこし復興交流館

山古志の復旧・復興の歩みを学習する

2004 年に発生した中越大震災の震源地である川口で、復旧・復興
のなかで芽生えた「きずな」の物語を紹介しています。またこれから
芽生えていく新たな「きずな」の大切さを伝えていきます。 案内は
無料。ご希望に応じた防災体験プログラム（有料）など対応します。
展 示 物・復 興のあゆみ（川 口 地 域の中 越
体験メニュー
大震災記録年表）
・5000 人の絆ストーリー
防災体験プログラム
（iPad12 台）
・川口地域地図（1/5000）

受入人数

0258-39-5525

通年

営業期間

1 階 9：00〜17：00
2 階10：00〜16：00

無料

長岡市山古志竹沢甲2835
https://orataru.net/

0258-41-1203

平和文化

長岡空襲を学び、平和の尊さを考える

道の駅ながおか花火館

エリア

長岡

長岡の人々の花火に込めた
想いを学べるミュージアム
長岡花火の魅力を大迫力の音や映像で体感できるドーム
シアターや、展示室では、花火ゲームを楽しむことがで
きる巨大スクリーンのほか、長岡花火の文化・歴史や打ち
上げの仕組みや種類を学べる展示等を備えています。
ミュージアムショップでは長岡花火にちなんだグッズを販
売しています。楽しみながら長岡花火を学べる魅力が満
載の施設です。
［ドームシアター上映時間］
① 11：00 ～ 11：30 ② 13：15 ～ 13：45
③ 14：45 ～ 15：15 ④ 16：15 ～ 16：45

受入人数

ドームシアター
104 席

受入期間

通年

営業期間

10：00〜17：30

定休日 毎週水曜日（水曜日が祝日の場合は翌日以降の平日）
・12/31〜1/2・施設点検日（年２回）
入場料 無料です

（240）
円
シアター ●小・中学生 300
鑑賞料金 ※（ ）内は 20 人以上の団体料金
駐車場 大型バス 18 台

●高校生以上 600（480）円

無料

長岡市喜多町707番地
0258-86-7766
https://nagaoka-hanabikan.niigata.jp/

花火講話

エリア

長岡

長岡花火とその歴史
日本三大花火で知られている長岡まつり大花火大会です
が、二度の災害を乗り越え、復興してきました。8 月 1
日から 3 日の長岡まつりは長岡空襲の翌年昭和 21 年に
始まった長岡復興祭が起源です。長岡の花火とその歴史
について学びます。
講師は、前長岡まつり実行委員長の藤井芳様です。
会場手配、謝礼は、長岡観光コンベンション協会にお問
い合わせください。

受入人数

受入期間

営業期間

お問い合わせください

定休日 なし
施設使用料
お問い合わせください
講師謝礼
駐車場 使用施設により異なります
長岡市大手通2-2-6
0258-32-1187（長岡観光コンベンション協会）
info@nagaoka-navi.or.jp
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平和文化

長岡空襲を学び、平和の尊さを考える

山本五十六記念館

エリア

長岡

「人間 山本五十六」
の
魅力に触れる
山本五十六記念館は激動の世紀にしなやかかつ強い心で
生きた山本五十六の人間性を語り伝えたいと願う人々の
手で建設されました。
文武両道、質実剛健、常在戦場の長岡らしい精神に磨き
がかかる一方、石油や航空に早くから注目しており、リン
ドバーグの大西洋横断にも触発され、特に航空の重要性
を力説し、太平洋戦争開戦時、その先見性を世界に実証
しました。
五十六の手紙や書・愛用の品などを多数展示し、連合艦
隊司令長官 山本五十六（当時 59 歳）ら 11 名が搭乗し
た海軍一式陸上攻撃機の左翼部分の一部はブーゲンビル
島のジャングルより運び出された実物です。
見学メニュー

受入人数

ガイドを聞きながらの見学（要予約）

上限 15 名

受入期間

通年

営業期間

10：00〜17：00

定休日 年末年始（12/28〜1/4） 展示替えのため臨時休館させていただくことがあります。
入館料

●小・中学生 200（150）
円
※（

●高校生以上 500（400）
円

）内は 20 人以上の団体料金 ※長岡市内の小中学校は無料

駐車場 バスの場合、事前に連絡
長岡市呉服町1-4-1
0258-37-8001
http://yamamoto-isoroku.com/
エリア

長岡戦災資料館

長岡

長岡

長岡空襲を語り継ぎ、平和への関心を寄せる

長岡空襲と山本五十六

長岡市は、新潟県唯一の大規模戦災都市です。昭和 20 年８月
１日、アメリカ軍の B29 による焼夷弾爆撃により、市街地の約
８割が焼け野原となり、1,488 人の尊い生命が失われました。
長岡戦災資料館は、長岡空襲を風化させることなく語り継ぐとと
もに、平和の尊さを次世代に確実に伝えていくための施設です。

昭和 20 年 8 月 1 日アメリカ軍の 1 時間 40 分に及ぶ空襲で市
街地の 8 割が焼け野原となり 1,488 名の尊い命が失われまし
た。空襲からの復興の願いが長岡まつりの源流になっています。
当時の画像を使い平和の尊さを伝えていただきます。
講師は、長岡市戦災資料館アドバイザーの星貴様です。
会場手配、謝礼は、長岡観光コンベンション協会へお問い合わ
せください。

見学メニュー

受入人数

解説映像の視聴（約 30 分）

最大 20 名

受入期間

通年

展示資料の説明（約 30 分）
9：00〜17：00

営業期間

最終入館は 16：30 まで

定休日 月曜日
（祝日の場合、その翌日）
入館料 無料
駐車場 専用駐車場なし
（学校の利用については要相談）
長岡市城内町2丁目6番地17
0258-36-3269
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate12/sensai/siryoukan.html
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エリア

平和講演会

受入人数

受入期間

営業期間

お問い合わせください

定休日 なし
施設使用料
お問い合わせください
講師謝礼
駐車場 使用施設により異なります
長岡市大手通2-2-6
0258-32-1187（長岡観光コンベンション協会）
info@nagaoka-navi.or.jp

自然環境

人と自然の共生について楽しみながら学習する

長岡市トキと自然の学習館・ト キ み 〜 て

エリア

寺泊

トキの生態や環境保全を学習し、
人と自然の関わりを知る
観覧棟「トキみ〜て」では、
「トキ分散飼育センター」で
飼育しているトキを間近に観ることができます。また、隣
接している「トキと自然の学習館」はトキを通じ自然環境
について考える学習の場として開設しています。本物のト
キの羽根や標本などの展示コーナーで楽しく学ぶことが
できます。
2 階には昭和初期の寺泊の暮らしを紹介している長岡市
寺泊民俗資料館もあります。

受入人数

75 名程度

通年

受入期間

営業期間

9：00 ～ 17：00
（入館は 16：30 まで）

定休日 月曜日
（祝日の場合は翌日）
・年末年始（12 月 29 日〜1 月 3 日）
入館料 ●中学生以下 無料
駐車場 大型バス３台

●高校生以上 100 円

無料

長岡市寺泊夏戸2829
0258-75-3201
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate09/toki_gakusyu/

にとこみえ〜る館

エリア

寺泊

大河津分水路の仕組みや
防災について学ぶ
「令和の大改修」と言われる大河津分水路改修事業の工
事内容や防災について学べます。にとこコンシェルジュに
よる解説、ＡＲ・ＶＲによる事業説明、シアタールームに
おける映像体験が可能です。

受入人数

20 名程度

受入期間

通年

営業期間

9：00〜16：00

定休日 毎週月曜日
（祝日の場合は翌平日）
入館料 無料
駐車場 大型バス２台

無料

長岡市寺泊野積
0258-89-7105
http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/bunsui/index.html
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見学

郷土の先人たちの功績や長岡の歴史・文化に触れる
エリア

河井継之助記念館

長岡

河井邸跡に建つ河井継之助記念館では、様々な展示品とパネ
ルで継之助の偉業、そして生涯を偲ぶことができます。また展
示室から眺める庭には、継之助終えんの地である只見町から
移植した二本の松や当時から残る手水鉢、石灯籠があり、在り
し日のおもかげに思いをはせることができます。

受入人数

受入期間

通年

ルコニーから遠望できる八町潟、長岡城奪還戦から再落城まで
を再現した模型と音声解説は必見です。

10：00〜17：00

営業期間

（入館は 16：30 まで）

受入人数

ガイドによる解説あり（要事前予約）

30 名程度

受入期間

通年

定休日 月・金曜日・12/1〜3/31

●小・中学生 100
（80）
円 ●高校生・大学生 150
（120）
円
入館料
●大人 200（160）円 ※（ ）内は 20 人以上の団体料金

入館料 無料

駐車場 大型バスは市営駐車場を利用可能／無料
（要事前申込）

駐車場 大型バス２台

0258-30-1525

営業期間

10：00〜16：00

無料

長岡市大黒町39番地2
0258-21-2688
https://www.museum.city.nagaoka.niigata.jp/
エリア

長岡市郷土史料館

長岡

長岡の文化を築き、活躍した郷土の先人たち
の業績について学習する

エリア

長岡藩主 牧野家史料館

長岡

長岡藩主牧野家と長岡の歴史文化に触れる

河井継之助・小林虎三郎・杉本鉞子・山本五十六など、近世か

「長岡藩主牧野家」をキーワードとして、近世長岡の歴史文化

ら近代にかけて活躍した郷土出身の先人の業績と人となりを紹

の特徴を紹介しています。
「長岡城復元模型」や天守閣に相当

介しています。また、雪国の積雪期に関する民俗資料も展示し

する「御三階復元模型」、藩主牧野家や藩士ゆかりの品々は必

ています。４階展望台からは新潟平野が一望できます。

見です。

受入人数

30 ～ 40 名
※要相談

受入期間

通年

営業期間

9：00 ～ 17：00

受入人数

30 名程度

受入期間

通年

営業期間

9：00 ～ 17：00

定休日 月曜日・祝日の翌日・12 月 28 日～翌年 1 月 4 日

定休日 第 1・3 月曜日・年末年始
（12/28〜1/4）

●小・中学生 150（110）
円 ●高校生 200（150）円
入館料
●大人 300（230）
円 ※（ ）内は 20 人以上の団体料金

入館料 無料

駐車場 大型バス５台

駐車場 大型バス５台

無料（悠久山公園駐車場を利用）

長岡市御山町80番地24
0258-35-0185
https://www.museum.city.nagaoka.niigata.jp/
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ます。北越戊辰戦で使用された「四斤山砲」復元模型や２階バ

定休日 年末年始
（臨時休館あり）

長岡市長町1丁目甲1675-1
https://tsuginosuke.net/

長岡

新組地域から見た北越戊辰戦争・偉人・歴史文化を紹介してい

見学メニュー

ガイドによる解説あり（要事前予約）

20 名
（要事前予約）

エリア

北越戊辰戦争での長岡城奪還をめぐる
歴史を学ぶ

継之助の偉業と生涯を偲ぶ

見学メニュー

長岡市北越戊辰戦争伝承館

無料

長岡市幸町2-1-1 さいわいプラザ3階
0258-32-0546
https://www.museum.city.nagaoka.niigata.jp/

見学
エリア

山古志闘牛場「牛の角突き」 山古志

国指定重要無形民俗文化財、
山古志「牛の角突き」

エリア

中山隧道

山古志

手作業で掘られた貴重な土木遺産に触れる

「牛の角突き」は、昔から運搬や農耕の貴重な働手として各家

昭和８年から 16 年もの歳月をかけて、住民の手によって堀ら

庭で飼われていた牛を人々の娯楽として楽しんできました。
「牛

れた全長 877m のトンネル。手堀りのトンネルとしては、日本

の角突き」は、牛が傷つかないように引き分けにするのが特徴

最長のもので、平成 10 年に中山トンネルが 完成するまでの

です。山古志闘牛場で、1トンを超す闘牛同士の勇壮なぶつか

50 年間、生活道路として人々の暮らしを支えてきました。

り合いを特別に開催することが可能です。

受入人数

1,500 名
何名でも可

受入期間

５月〜11 月

営業期間

予約制

定休日 予約制

2戦
臨時開催
3戦

受入人数

50 名

受入期間

５月〜11 月

営業期間

年中無休

定休日 冬期間

約 40 分
約 60 分

77,000 円（税込）
110,000 円（税込）

駐車場 大型バス 10 台以上

入館料 見学無料

無料

駐車場 大型バス２台

長岡市山古志南平地内
0258-59-3933
https://nagaoka-navi.or.jp/event/1985

無料

長岡市山古志東竹沢（小松倉）〜魚沼市
https://nagaoka-navi.or.jp/spot/5997

与板歴史民俗資料館

エリア

与板

（兼続お船ミュージアム）

0258-59-2343

エリア

菊盛記念美術館

和島

上杉家の智将 直江兼続と
日本ビール父 中川清兵衛を学ぶ

作品をじっくりと鑑賞し、
表現力・創造力を育みます

直江兼続の銅像が迎えるこの資料館では、与板地域の歴史や

新潟県出身の菊盛嘉雄氏が、長年にわたって収集した彫刻・絵

郷土の偉人を紹介する資料を多数展示しています。

画を展示した美術館。ロダンをはじめ高村光太郎・柳原義達な

ドイツで修行した日本初のビール醸造人「中川清兵衛の生涯」

ど、日本近代具象彫刻の系譜を概観できます。

コーナーでは、彼の生い立ちから業績をパネルや DVD で紹介。
また、清兵衛にちなんだ「新潟限定ビイル 風味爽快ニシテ」の
巨大な缶ビールオブジェは、撮影スポットとしておすすめです。

受入人数

約 100〜150 名

受入期間

通年

営業期間

9：00〜17：00

定休日 月曜日・年末年始
（12 月 28 日〜1 月 4 日）
入館料

●小・中学生 150（100）
円
※（

）内は 10 人以上の団体料金

駐車場 大型バス３台

●高校生以上 300（250）円

無料

長岡市与板町与板乙4356
0258-72-2021
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisetsu/bunka/y-minzoku.html

15 名

受入人数

受入期間

通年

営業期間

9：00〜17：00

定休日 12/29〜1/3
（臨時休業があります。）
入館料

●小・中学生 250（150）
円
※（

）内は 20 人以上の団体料金

●高校生以上 400（300）円

駐車場 大型バス 10 台
（和らぎ家前）
長岡市島崎3938
0258-74-3700
http://www.motenashiya.com
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見学

郷土の先人たちの功績や長岡の歴史・文化に触れる

新潟県立歴史博物館

エリア

長岡

雪国の知恵と
縄文人の暮らしを学ぶ
長岡市関原の丘陵に建てられた総面積 1 万㎡の広大な博
物館で、新潟県の歴史、文化を紹介しています。歴史展
示では、
「新潟県のあゆみ」
・
「雪とくらし」
・
「米づくり」を、
縄文展示では、
「縄文人の世界」・「縄文文化を探る」の
展示コーナーを設け、研究員の解説付きで見学できます。
雪国の雁木通りや縄文人の暮らしの実物大のジオラマは
必見です。
見学メニュー

解説付き見学「縄文文化」「雪とくらし」

受入人数

人数制限が
あります

通年

受入期間

営業期間

9：30〜17：00
（券売は 16：30 まで）

定休日 月曜日
（月曜が祝休日の場合は翌平日）

●中学生以下 無料

●高校生・大学生 200
（160）円

入館料 ●大人 520
（410）
円

※（

※学校団体の観覧料は無料

駐車場 大型バス 5 台

）内は 20 人以上の団体料金

無料

長岡市関原町1-2247-2
http://www.nbz.or.jp/

0258-47-6135

馬高縄文館

エリア

長岡

火焔のふるさとで
古代に思いを馳せる
縄文時代の大集落である史跡「馬高・三十稲場遺跡」の
ガイダンス施設。馬高遺跡から出土し、名称の基となった
「火焔土器」をはじめとする火焔型土器、王冠型土器な
どの縄文土器を中心に縄文時代の文化がわかる展示がな
されている。
体験メニュー

勾玉づくり
火起こし
※いずれも教えられる人数に
限りがあるため、応相談。

受入人数

60 名ほど
（応相談）

通年

受入期間

営業期間

9：00〜17：00
（入館 16：30 まで）

定休日 月曜日
（祝祭日の場合は翌平日）・年末年始
入館料

●高校生以下 無料
※（

●大人 200
（150）円

）内は 20 人以上の団体料金

駐車場 大型バス３台

無料

長岡市関原町1丁目3060-1
0258-46-0601
http://www.museum.city.nagaoka.niigata.jp/umataka/
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見学

長岡市寺泊水族博物館

エリア

寺泊

世界の珍しい魚や自然の
生き物を観察し楽しく学ぶ
約 300 種 10,000 点の世界各地の珍しい魚たちを展示
しています。当館は、建物の周りを海に囲まれているため、
館内の飼育生物だけでなく、ウミネコやたくさんの小魚、
海藻など、様々な自然の生き物を楽しむことができます。
展望室からは日本海を一望でき、天気の良い日には佐渡
島を望むことができます。
学校関係の団体向けに「たんけんノート（館内の飼育生物
の名前を調べるワークシート）」や質問タイムなどのプロ
グラムを用意しております。

受入人数

100 名程度

受入期間

通年

営業期間

9：00〜16：30
（最終入館 16：00）

定休日 不定休
入館料

●幼児 200（150）円 ●小学生 350（250）円 ●中学生 450（300）円
●大人 700（500）円 ※（ ）内は 20 人以上の団体料金

駐車場 大型バス 8 台

無料

長岡市寺泊花立9353番地158
0258-75-4936
http://www.aquarium-teradomari.jp/
エリア

長岡市立科学博物館

長岡

エリア

新潟県立近代美術館

長岡

大地の成り立ちや人と自然の暮らしを知る

自然に囲まれた美術館でアートにふれ
感性を磨く

長岡の地質や歴史を紹介する「長岡のおいたち - 自然史と歴
史」、信濃川に沿って山間部・平野部・海岸部の自然と暮らし
を概観できる「長岡のすがた」、
「重要文化財・受贈資料展示」
があります。博物館入口にある、200 万年前の化石から復元
した全長８m の海牛模型は大迫力です。

地元の収集家による「大光コレクション」を軸とした、近代の
流れを見通せる国内作品の他に、日本の近代美術に関わりの
深いバルビゾン派やナビ派など 19 世紀の西洋美術を収集し、
コレクション展や企画展を通し紹介しています。四季折々の自
然のなかでゆったりとアートにふれることができる美術館です。

見学メニュー

学芸員の解説付き見学（事前に要相談）

30 名程度

受入人数

（ご相談ください）

受入期間

通年

営業期間

9：00〜17：00

見学メニュー

受入人数

美術館スタッフの展示作品解説（要予約）

要事前相談

受入期間

通年

営業期間

9：00〜17：00

定休日 第 1・3 月曜日・年末年始
（12/28〜1/4）

定休日 月曜日（月曜日が祝日の場合は開館し、翌平日が休館。）・展示替期間・年末年始

入館料 無料

入館料

駐車場 大型バス５台

無料

長岡市幸町2-1-1 さいわいプラザ1階
0258-32-0546
https://www.museum.city.nagaoka.niigata.jp/

教育課程に基づく教育活動として観覧する場合、生徒及び引率者の観覧
料が免除されます。事前手続きが必要です。詳細は HP をご覧ください。

駐車場 大型バス４台

無料

長岡市千秋３丁目278-14
0258-28-4111
https://kinbi.pref.niigata.lg.jp/
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体験

野外活動による仲間との連帯感や産業技術の体験を通して心を養う

新潟県立歴史博物館

エリア

長岡

雪国の知恵と
縄文人の暮らしを学ぶ
新潟県立歴史博物館では、滞在時間や子供の年齢に合
わせて、色々な活動を組合わせた体験ができます。まが
玉づくりなどの体験メニューのほかに、
「新潟県の歴史」
や「縄文人の世界ができるまで」などＣＧを交えた映像
で学ぶことができます。
【展示解説】
【体験活動】
【映像視聴】を組み合わせるこ
とで、より有意義で幅広い学びを提供します。
体験メニュー

まが玉づくり（50 分、1 回 40 人以内）
雪道具体験（30 分、1 回 15 人以内）
昔の遊び体験（30 分、1 回 15 人以内）
人数制限が
あります

受入人数

通年

受入期間

営業期間

9：30〜17：00
（券売は 16：30 まで）

定休日 月曜日
（月曜が祝休日の場合は翌平日）

●中学生以下 無料

入館料 ●大人 520
（410）
円
※学校団体の観覧料は無料

駐車場 大型バス５台

●高校生・大学生 200
（160）円
※（

）内は 20 人以上の団体料金

無料

長岡市関原町1-2247-2
http://www.nbz.or.jp/

0258-47-6135

国営越後丘陵公園

エリア

長岡

広大なフィールドで様々な
体験と四季折々の花々を楽しむ
398ha の広大な敷地を持つ「国営越後公園」では、様々
なスポーツ＆レクリエーションを楽しむことが出来ます。
四季折々の美しい花々が咲く園内では自然散策も楽し
めます。
体験教室では里山の暮らし体験や、生き物、植物の観
察が行えます。
体験メニュー

詳細はこちらから

受入人数

体験人数
制限有

受入期間

通年

9：30〜17：00

営業期間

5〜8 月は 18：00 まで
（ 11〜3
月は 16：30 まで ）

定休日 不定休・1〜3 月は月曜日
（祝日の場合は翌日）

●中学生以下 無料

●高校生以上 450
（290）円

入館料 ※（ ）内は 20 人以上の団体料金 ※ 12 月～３月は入場料無料

里山体験プログラムは別途費用がかかります

駐車場 大型バス 18 台

料金 1,050 円

長岡市宮本東片町
0258-47-8001
https://echigo-park.jp/
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体験

小国和紙生産組合

エリア

小国

300 年以上の歴史をもつ
手漉き和紙に触れる
和紙の原料である楮（こうぞ）から自家栽培を行い和紙
を生産しています。和紙の紙漉き体験や和紙を使った制
作体験などを行うことが出来ます。
体験メニュー

紙漉き体験

20 名（40 ～ 60 分） 800 円


伝統的な手漉き和紙の体験ができます。
（漉いた和紙は乾燥
後に郵送します。）

こあんどん作り

15 名（20 分） 1,200 円


４種類の形から一つを選び、柄や色の入った和紙を使って
『こあんどん』を作ります。

和紙のうちわ作り

15 名（30 分） 1,000 円


竹製の骨に和紙を貼り、切り紙などで飾り付けをしたうち
わを作ります。
※この他にも体験メニューあります。定員を超える場合、おぐに森
林公園みんなの体験館で行うこともできます。ご相談ください。

受入人数

20 名

受入期間

通年

9：00〜16：00

営業期間

定休日 不定休

（

体験できる時間帯
9：30〜12：00
13：30〜16：00

）

体験料 内容によって異なります
駐車場 大型バス２台

無料

長岡市小国町小栗山145
0258-41-9770
https://www.oguniwashi.com/

おぐに森林公園

みんなの体験館
郷土食や手仕事の
地域のワザを学ぶ

エリア

小国

80ha もの里山に森のキャンプ場や「みんなの体験館」
、日
帰り入浴施設「養楽館」が設置された複合公共施設です。
「みんなの体験館」では、
様々な体験を行うことが出来ます。

体験メニュー

そば打ち
自然素材のリースづくり
ボタニカルキャンドル
グラスリッツェン
型染め
べんがら染め
★詳細はこちら

受入人数

20 名

受入期間

通年

営業期間

10：00〜17：00

定休日 水曜日
（休日にあたる場合はその翌日）・12 月 31 日〜1 月 2 日
体験料 内容によって異なります
駐車場 大型バス５台

無料

長岡市小国町上岩田208
0258-95-3161
https://www.ogurin-park.com/
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体験

野外活動による仲間との連帯感や産業技術の体験を通して心を養う

U N E H A U S（ ウ ネ ハ ウ ス ）
栃尾
農作業、収穫に直接触れることで
暮らしの大切さを感じる
エリア

栃尾の地域活動支援センターウネハウス。
障害者が農作業を通じ誇りを持って自立した生活ができ
るように支援することを目的として設立された施設で、
特定非営利法人 UNE が運営しています。
体験メニュー

農業体験

稲作（田植え、草刈り、稲刈り等）

畑作（種まき、草刈り、収穫等）
各種クウカイ、クウカイとは自分で収穫して調理
し味わう体験プログラム
（山菜クウカイ、キノコクウカイ、そばクウカイ等）

受入人数

40 名程度

受入期間

５月～ 10 月

営業期間

要相談

定休日 土日祝日
体験料 要相談
駐車場 大型バス３台

無料（路肩の旧道拡幅部分）

長岡市一之貝869
0258-86-8121
https://une-aze.com/

大口れんこん収穫体験

エリア

中之島

農作業の大変さや収穫の喜びを
体感し、地域の食文化を学ぶ
参加者は、大口れんこん集荷場でれんこん農家より収穫
時の注意事項等の説明を受け、体験場所の圃場に向かう。
圃場では、胴付き長靴を着用し、指導者 1 人に 3 人ずつ
のグループに分かれ収穫のコツなどを教わりながら収穫
体験を行う。
（収穫は予め掘り機で上部の泥を払いのけておき、掘りや
すいようにしておく）

受入人数

要相談

受入期間

９月〜10 月

営業期間

9：30〜12：30
（要相談）

体験料 要相談
駐車場 大型バス２台

無料

長岡市押切新田3-2
0258-61-2013（長岡市中之島支所産業建設課）
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/
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体験

道院高原

エリア

栃尾

空と風を楽しむ
キャンプサイト
越後の名峰・守門岳の中腹、標高 600 ｍに位置する道
院高原。豊かな自然が広がるキャンプフィールドで、新
潟県森林浴百選にも選ばれた栃尾地区の美しい高原で
す。昼は高原を流れる風を感じ、夜には、視界いっぱい
に広がる星の瞬きを楽しんでいただけます。
体験メニュー

カヌー体験、バームクーヘン作り、薪割り火起こし、ウォークラリー
（40 ～ 50 名を、チーム分けし体験をローテーションして実施する）
バーベキュー
キャンプ、キャンプファイヤー
（雨天時は宿泊施設ロッジ道院に 27 人＋避難所 20 人）
カヌー一式 8 万円、バームクーヘン作り 800 円、薪割り火
起こし 500 円

受入人数

40 名

受入期間

５月〜10 月

営業期間

9：00〜17：00

定休日 平日・予約あれば営業
利用料金 施設にお問い合わせください
駐車場 大型バス３台

無料

長岡市栃堀8092
0258-58-2120
http://www.tochio.net/doin/

栃尾地域での体験メニュー
栃尾
創作体験により達成感を味わう
エリア

体験メニュー

栃尾てまり作り体験 80 名
かつて養蚕や機織りが盛んだった栃尾では、縁起物や贈
答用としててまり作りが盛んにおこなわれていました。
栃尾てまりの会のおばあちゃん達が親切丁寧に指導し
90 ～ 120 分で直径約 4㎝のてまり作りを体験できます。
ハンカチ染め体験 40 名
火を使わず水だけで染める建（たて）染めという技法
を用いた絞り染め又は板染めでハンカチを染めます。
昔話やお手玉等の昔遊び体験 40 名
栃尾の昔話を聞いたり、お手玉やあやとりなど栃尾ろ
ばた会のおばあちゃん達と昔の遊びを楽しみましょう。
廃材水族館加治聖哉ワークショップ

80 名

※ご希望に合わせて栃尾観光協会がコーディネートいた
します。

受入人数

内容により
人数制限

受入期間

通年

営業期間

9：00〜17：00

定休日 月曜日
（予約があれば開館）
体験料 栃尾観光協会にお問い合わせください
駐車場 大型バス４台

無料

長岡市栃尾宮沢1765
0258-51-1331
http://park8.wakwak.com/~orinasu/
問合せ先
0258-51-1195
info@tochiokankou.jp
（一社）栃尾観光協会
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体験

野外活動による仲間との連帯感や産業技術の体験を通して心を養う

寺泊ビーチスポーツコート
寺泊
広い砂浜で元気に遊び、
チームワークの大切さを感じる
エリア

７月から９月の期間限定で、寺泊の寺泊中央海水浴場に
開設。ビーチバレーボールコート４面分の広さで、ビーチ
バレーボールのほかにビーチテニス、ビーチサッカーの利
用ができます。それぞれ用具の無料貸し出しもあります。

体験メニュー

ビーチスポーツ体験
（ビーチバレーボール、ビーチテニス、ビーチサッ
カー、ビーチフラッグス、相撲、ビーサン飛ばし、
鬼ごっこ、ドッジボール）

受入人数

何名でも可

受入期間

７月～９月

定休日 ６月中旬から９月末
使用料 無料

営業期間

9：00〜16：00

無休

種目指導者が必要な場合要相談

駐車場 大型バス 10 台

無料

寺泊中央海水浴場
0258-86-6719（てらスポ！）
http://teraspo-sc.com/

寺泊海浜公園多目的広場

エリア

寺泊

寺泊

日本海の風を感じながら、
スポーツを通じて仲間との絆を深める

寺泊の海に漕ぎ出し、
自然の中でたくましさを養う

日本海に隣接する海浜地に設置されたきれいな人工芝の上で、

海上ならではの空気感、波の静けさ、青空の清涼感を体験で

サッカーやラグビー、鬼ごっこ、グラウンドゴルフ、フリスビー

きる。

を使ったアルティメットなどを楽しむ。
（料金については内容によって異なります。要相談）

受入人数

何名でも可

受入期間

通年

営業期間

9：00〜16：00

定休日 なし

駐車場 大型バス 10 台

体験メニュー

パドルの漕ぎ方のレクチャーから、カヌー体験

受入人数

20 名程度

受入期間

６月～９月

営業期間

希望時間で対応

定休日 土日祝日

使用料 内容によって異なるためお問い合わせください

無料

長岡市寺泊坂井町9777-1
http://teraspo-sc.com/
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エリア

カヌー体験

料金

１名 2,000 円

駐車場 大型バス不可
0258-86-6719（てらスポ！）

水族博物館駐車場に回送

長岡市寺泊松沢町
0258-86-6719（てらスポ！）
http://teraspo-sc.com/

買い物

地域の特産品、伝統の品について学ぶ

道の駅ながおか花火館

エリア

越後長岡御貢屋

長岡

越後長岡のこだわりの品がそろう

エリア

CoCoLo 長岡

長岡

長岡駅ビル内でお買物が楽しめる

長岡を中心に県内の逸品が揃った土産物屋。

長岡駅に隣接する CoCoLo 長岡では、
「お米」
「銘菓」
「特産物」

地元の食品から日用品まで様々な逸品を取り扱っています。

など長岡や新潟ならではの豊富なお土産を取り揃えております。
営業期間

営業期間

10：00〜19：00

定休日 12/31〜1/2 ・施設点検日（年２回）
駐車場 大型バス 18 台

無料

・ショッピングフロア 10：00〜19：30
・食品館
10：00〜20：00
・レストランフロア
10：00〜22：00
※詳しくはホームページをご覧ください。

定休日 １月・２月・３月 年３回休館日

長岡市喜多町707番地
0258-89-6845
https://nagaoka-hanabikan.niigata.jp/

長岡市城内町１丁目611番地１号
0258-36-7770
https://jenic.jp/cocolo/index.php?sc-name.nagaoka

道の駅良寛の里わしま

地域交流センターもてなし家

エリア

和島

人に慕われ自然の中に生きた良寛さんの心を感じる道の駅

9：00〜17：00

駐車場 大型バス 10 台

無料

お食事・おみやげ・情報など、栃尾の
すべてが詰まった、栃尾観光の情報
発信基地 !! 栃尾てまり、栃尾産コシ
ヒカリ、銘菓「丸鯛」
、地酒など栃尾の
お土産が勢揃い。揚げたての栃尾名
物「あぶらげ」
（油揚げ）が味わえます。
営業期間

エリア

寺泊

魚のアメ横

長岡市寺泊大町9353-527
tera@niigata-inet.or.jp

定休日 年末年始
駐車場 大型バス 7 台

道の駅「越後川口」

無料

あぐりの里

エリア

川口

個性的な生産者の揃う地元色のあるおもしろい直売所
新鮮な日本海の幸と旬の味がズ
ラリと並ぶ 魚の市場通り。イキ
の良さと安さに定評があり、品
揃えの豊富さは、港町ならでは。
浜焼きを頬張りながら汐風にふ
かれ、
日本海を満喫してください。

8：30 ～ 17：00

10：00〜18：00

長岡市栃尾宮沢1764
0258-77-0100
https://r290tochio.jp/

寺泊魚市場通り

営業期間

栃尾

栃尾名物ジャンボあぶらげが味わえる道の駅

定休日 第１月曜日・12/29〜1/2

長岡市島崎5713-2
0258-41-8110
http://www.motenashiya.com

エリア

道の駅 R290 とちお

築 180 年の古民家を移築した
地域交流センター。地元の郷
土料理や道の駅限定のスイーツ
が楽しめるお食事処と、地 域
の特産品を一堂に集めた物産
コーナーを併設しています。
営業期間

駐車場 ※お問い合わせください

越後川口の毎朝採れたて新鮮
野菜や物産、あぐりの里でしか
お買い求めいただけない地元農
産加工品などを取り揃えた道
の駅です。蒸したての熱々笹だ
んごが、１個から購入できます。

定休日 年中無休
駐車場 大型バス 30 台
寺泊観光協会

無料

0258-75-3363

営業期間

定休日 第 1・3・5 火曜日（12~3 月毎週火曜）
9：00~18：00
（12~3 月 17：00 閉館） 駐車場 大型バス４台 無料

長岡市川口中山84-2
0258-89-4550
http://agrinosato.com
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昼食施設

郷土食やマナーを通して楽しく食育

ホテルニューオータニ長岡
長岡
スマートに身につけたい
テーブルマナー
エリア

フランス料理のフルコースを講師が説明しながらご案内い
たします。
学生生活で身につけておきたいマナーです。

イメージ

メニュー

お弁当形式

3,300 円〜

セットメニュー

4,400 円〜

テーブルマナー

5,500 円

受入人数

374 名（白鳥の間 220 名、柏の間 63 名、雪椿の間 42 名）

定休日 なし
駐車場 大型バス２台

料金１台 2,400 円（税込） 追加手配可能

長岡市台町2-8-35
0258-37-1212
http://www.nagaoka-newotani.co.jp

長岡グランドホテル

エリア

長岡

ホテルの味を
楽しみながらレッスン
フランス料理のフルコースを講師が説明しながらご案内い
たします。
学生生活で身につけておきたいマナーです。
ステーキランチや松花堂弁当などお手頃な料金でのラン
チもあります。
イメージ

メニュー

松花堂弁当

2,200 円

テーブルマナー

5,000 円

イメージ

受入人数

380 名（悠久 280 名、蒼紫 100 名）

定休日 なし
駐車場 大型バス２台

無料

追加手配可能

長岡市東坂之上町1-2-1
0258-33-2100
https://breezbay-group.com/nagaoka-gh/
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昼食施設

パストラル長岡

エリア

長岡

地産地消の長岡産に
こだわったお弁当
市内中心部にあり、大きな会場がいくつもあるため大型
校の受け入れも可能です。

メニュー

修学旅行 昼食弁当 2,000 円 笹団子付

修学旅行

昼食弁当

1,500 円

修学旅行

昼食弁当（1,500 円）

コシヒカリ／県内産枝豆、野菜あんかけスクランブルエッグ／
大口蓮根はさみ揚げ／エビフライ ほか

修学旅行

昼食弁当（2,000 円）

コシヒカリ／漬物／大口蓮根はさみ揚げ ／
鶏モモ肉の柿の種フライ／栃尾の油揚げピザ／
県産枝豆入りポテトサラダ／笹団子 ほか
※どちらもペットボトルのお茶がつきます。
イメージ

イメージ

受入人数

654 名（座敷 20 名、テーブル席 634 名）
（平安の間 250 名、末広の間 100 名、扇の間 80 名、他 6 会場）

定休日 なし
（12/31〜1/3 お休み）
駐車場 お問い合わせください

無料

長岡市今朝白2-7-25
0258-35-1305
http://www.pastral-n.com

よもぎひら温泉

和泉屋
長岡の奥座敷で
懐石料理の食体験

エリア

長岡

釜で炊き上げた地元産コシヒカリが自慢です。
近隣の港で水揚げされた日本海の幸や周囲の山々から豊
富に採れる野菜と山菜を使った旬を大切にした郷土の味
をお楽しみいただけます。

メニュー

花籠盛り御膳

受入人数

4,450 円

80 名（椿・菊・桔梗・山吹 40 名、広間 40 名）

定休日 お問い合わせください
駐車場 大型バス４台
イメージ

無料

長岡市蓬平町1508-2
0258-23-2231
https://www.yomogi-izumiya.com/
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昼食施設
美味探究の宿

郷土食やマナーを通して楽しく食育

住吉屋

エリア

寺泊

和島トゥー・ル・モンド

イメージ

和島

イメージ

寺泊漁協から競りで仕入れた
鮮度抜群の魚介料理

自分達の目で確かめた “ 旬 ” を
採れたての食材で提供

寺泊漁協の競り権をもつ住吉屋ならではの、鮮度抜群の海の幸と
地元の食材をふんだんに使った料理が自慢です。天気の良い日には
佐渡島も望める雄大な日本海を眺めながら、寺泊ならではの時間
をお楽しみいただけます。魚の市場通りや水族博物館などの観光
スポットへのアクセスよく、寺泊を満喫したい団体様にお勧めです。

小高い丘の上に立つ白亜の校舎、旧島田小学校の築 85 年の木

メニュー

受入人数

造校舎をリノベーションしたレストランです。人気のあるレストラ
ンですので必ず早めにご予約ください。
メニュー

ちらし寿司・浜焼膳

スープ、本日の前菜、自家製のパン、お魚料理又
はお肉料理、ドリンク 2,530 円

1,980 円

200名（本館大宴会場 100 名、別館大宴会場 100 名）

駐車場 大型バス５台

受入人数

40 名

定休日 水・木曜日

定休日 なし

無料

駐車場 大型バス２台

長岡市寺泊大町7745-1
0258-75-3228
http://www.h-sumiyoshiya.net/

中川清兵衛記念 BBQ ビール園

無料

長岡市和島中沢乙64-1
0258-74-3002
http://www.tout-le-monde.com
エリア

与板

旬食・ゆ処・宿

喜芳

イメージ

エリア

三島

イメージ

雨でも安心 ! 手ぶらでバーベキュー

旬の味覚をお楽しみください

日本で初めてビール醸造法を修得したサッポロビールの創業醸
造家、中川清兵衛の出身地の与板地域にある「与板★中川清
兵衛記念 BBQ ビール園」では、最新グリルによる本格バーベ
キューや薪で炊いた新潟県産コシヒカリ、枝豆などの季節の地
場産野菜も味わえます。
大型テントで雨天時でも安心して利用可能。

東山連峰の雄姿が望める自然豊かな場所にあり、旬の食材を
使ったスローフードをリーズナブルに提供しています。長岡花火
が一年を通じて体験できる道の駅「ながおか花火館」に近く、
関越自動車道「長岡 IC」からのアクセスもよいので、昼食施設
としてお勧めです。施設の規模が小さいため、大人数の受け入
れはできませんが、その分幅広いニーズにお応えできます。

メニュー

メニュー

スタンダートコース 3,000 円

受入人数

長岡食材コース 5,500 円

120 名

駐車場 大型バス３台

エビフライと鶏の唐揚げ定食

受入人数

定休日 11 月頃〜３月頃

1,500 円

花水木の間 50名

定休日 ６月と 10 月にメンテナンス休館あり

無料

長岡市与板町与板（たちばな公園内）
https://nagaoka-yoita-beer.jp/
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エリア

駐車場 大型バス２台
0258-41-5600

無料

長岡市上岩井6964
0258-42-4126
https://www.kihou.jp

宿泊施設

ホテルニューオータニ長岡
315 名
駐車場 大型バス２台
長岡市台町2-8-35

179 室

ツイン＋トリプルで 101 室
214 名宿泊可能

１台 2,400 円（税込） 追加手配可能
0258-37-1212

立地

エリア

長岡
宴会場・円卓又はスクール［利用人数に合わせて調整］

JR 長岡駅より徒歩 2 分

http://www.nagaoka-newotani.co.jp

受入条件/男女別フロアー貸切は、ご利用人数により可能。全館貸切は、ご利用人数により相談

イメージ
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宿泊施設

長岡グランドホテル
121 名
駐車場 大型バス２台
長岡市東坂之上町1-2-1

92 室

長岡

ツイン＋トリプルで 18 室
39 名宿泊可能

料金 1,500 円〜2,500 円
0258-33-2100

エリア

宴会場・円卓又はスクール［利用人数に合わせて調整］

立地 JR 長岡駅より徒歩３分

アオーレ長岡となり

https://breezbay-group.com/nagaoka-gh/

受入条件/男女別フロアー貸切は、ご利用人数により相談。全館貸切は、不可

16 mm

よもぎひら温泉
181 名

37 室

和泉屋
宴会場座敷・向い合わせ又はスクール

大浴場 ３ヵ所
（30 名用×３ヵ所）
駐車場 大型バス４台
長岡市蓬平町1508-2

無料

立地

JR 長岡駅より車で 30 分

0258-23-1131

https://www.yomogi-izumiya.com/

受入条件/フロアー貸切60名様以上ご利用により相談。全館貸切120名様以上ご利用により相談
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エリア

長岡

宿泊施設

花の宿

よもやま館

47 名

13 室

エリア

長岡

宴会場座敷・向い合わせ又はスクール

大浴場 ２ヵ所
（20 名用×２ヵ所）
駐車場 お問い合わせください
長岡市蓬平町甲130-1

無料

立地

0258-23-2121

JR 長岡駅より車で 30 分

http://www.yomoyama.co.jp/

受入条件/フロアー貸切はご利用人数に応じて対応。全館貸切はご利用人数により相談

蓬莱館

福引屋

117 名

23 室

エリア

長岡
宴会場座敷・向い合わせ又はスクール

大浴場 ２ヵ所
（10 名用×２ヵ所）
駐車場 大型バス３台
長岡市蓬平町甲1227

無料

立地

JR 長岡駅より車で 30 分

0258-23-2221

http://www.fukubikiya.co.jp

受入条件/男女別フロアー貸切12名以上で可能。全館貸切は40名以上ご利用で相談
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宿泊施設

美味探究の宿
110 名

本館 80 名
別亭 30 名

住吉屋
30 室

本館 23 室
別亭 7 室

エリア

寺泊
宴会場向い合わせ又はスクール

大浴場 ４ヵ所本館
（20 名用×２ヵ所）、別亭（10 名用×２ヵ所）
駐車場 大型バス５台
長岡市寺泊大町7745-1

無料

立地

JR 長岡駅より車 30 分
http://www.h-sumiyoshiya.net/

0258-75-3228

受入条件/男女別フロアー貸切ご利用人数により相談。全館貸切ご利用人数により相談

ホテル飛鳥
120 名

エリア

寺泊

31 室

宴会場向い合わせ又はスクール

大浴場 ２ヵ所
（20 名用×２ヵ所）
駐車場 大型バス８台
長岡市寺泊野積107

無料

立地

JR 長岡駅より車 35 分

0258-41-6111

https://www.hotel-asuka.jp

受入条件/男女別フロアー貸切可能。全館貸切ご利用人数により相談
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