(11) 美術館・各種資料館一覧
（平成30年１月１日現在）
市 町 村

施

設

名

設

置 場

所

展 示 内 容

電 話 番 号

新潟市美術館

新潟市中央区西大畑町
5191-9

新潟市會津八一記念
館

新潟市中央区万代3-1-1
會津八一の書作品を中心に書
025-282-7612
新潟日報メディアシップ
簡，原稿，遺品を収蔵・展示
5階

安吾 風の館（旧市長 新潟市中央区西大畑町
公舎）
5927-9

郷土作家や近現代の美術作品 025-223-1622

坂口安吾の遺品・所蔵資料等 025-222-3062

新潟市新津美術館

近現代の絵画，写真，絵本原
新潟市秋葉区蒲ヶ沢109画、アニメ等の美術作品を展 0250-25-1300
1
示

新潟市潟東樋口記念
美術館

新潟市西蒲区三方92

旧潟東村名誉村民樋口顕嗣の
0256-86-3444
寄贈による美術品

角田山自然館

新潟市西蒲区福井4067

角田山の美しく豊かな自然を
0256-73-4817
紹介展示

新潟市文化財セン
ター（まいぶんポー
ト）

新潟市西区木場2748-1

各種考古資料、民俗資料、旧
025-378-0480
武田家住宅

新潟市北区郷土博物
館

新潟市北区嘉山3452

新潟市歴史博物館
（みなとぴあ）
新潟市
新潟市江南区郷土資
料館

新潟市新津鉄道資料
館

石油の世界館

阿賀北の大地と人々のくらし
をテーマに、考古・歴史・民
025-386-1081
俗資料を展示。書家弦巻松陰
の作品も展示。
新潟の歴史民俗等の常設展
示、ミュージアムシアター、
新潟市中央区柳島町2-10 旧新潟税関庁舎（旧新潟税関 025-225-6111
庁舎は改修工事のため平成30
年12月頃まで休館中）
新潟市江南区茅野山3-114（新潟市江南区文化会 民具、絵巻、古文書等の展示 025-352-1157
館内）
200系新幹線、SL C57-19号
機、485系特急形電車、DD14
新潟市秋葉区新津東町2- 形ディーゼル機関車,Ｅ４系
0250-24-5700
5-6
新幹線，115系電車の実車展
示とミニＳＬ運行。鉄道の歴
史や仕組み
金津油田等の石油採掘の道
0250-22-1400
新潟市秋葉区金津1172-1
具、写真、模型等

新潟市しろね大凧と
歴史の館

新潟市南区上下諏訪木
1770-1

大凧の展示、凧つくり体験、
025-372-0314
歴史民俗資料

重要文化財旧笹川家
住宅（笹川邸）

新潟市南区味方216

江戸時代の大庄屋笹川家の邸
025-372-3006
宅

新潟市曽我・平澤記
念館

新潟市南区味方213-1

旧味方村名誉村民曽我量深・
025-373-6600
平澤興の紹介

新潟市巻郷土資料館

新潟市西蒲区巻甲3069-1 各種民俗・郷土資料

0256-72-6757

新潟市潟東歴史民俗
資料館

新潟市西蒲区三方92

各種民俗・郷土資料

0256-86-3444

岩室民俗史料館

新潟市西蒲区和納2-9-35 各種民俗・郷土資料

0256-82-1021
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市 町 村

施
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新潟市中之口先人館

新潟市西蒲区中之口363

横綱羽黒山ほか郷土ゆかりの
025-375-1112
先人の遺品展示

新潟市澤将監の館

新潟市西蒲区打越甲434

復元した大庄屋の館

（北前船の時代館）
新潟市文化財
旧小澤家住宅
新潟市旧齋藤家別邸
新潟市

長岡市

設

025-375-1300

北前船の寄港地として栄えた
新潟市中央区上大川前通 「みなとまち新潟」の歴史や
025-222-0300
12番町2733
生活文化を伝える資料やパネ
ル
近代の新潟を代表する豪商の
新潟市中央区西大畑町576 別荘。砂丘地形を利用した回 025-210-8350
遊式庭園は国名勝。

砂丘館（旧日本銀行
新潟支店長役宅）

新潟市中央区西大畑町
5218-1

先鋭的な作家やすぐれた物故
作家、プロアーティストによ 025-222-2676
る小・中規模な個展

史跡古津八幡山
生の丘展示館

新潟市秋葉区蒲ヶ沢264

古津八幡山遺跡のガイダンス
0250-21-4133
施設。多数の出土品を展示。

弥

新潟市マンガ・アニ
メ情報館

新潟ゆかりのマンガ家・アニ
メクリエーターの紹介のほ
新潟市中央区八千代2-5か、マンガ・アニメの魅力を 025-240-4311
7 万代シテイBP2 1階
伝える楽しい仕掛けあり。企
画展も実施。

新潟市マンガの家

新潟市中央区古町通6番
町971-7(新古町版画通)
GEO古町通6番町 1・2階

ギャグマンガの作品世界を再
現しているほか、いつでもマ
025-201-8923
ンガを描くこと・読むことが
できる。

長岡市郷土史料館

長岡市御山町80-24

先人の業績とその人となりの
0258-35-0185
紹介

山本五十六記念館

長岡市呉服町1-4-1

山本五十六の遺品

河井継之助記念館

長岡市長町1丁目甲1675河井継之助の縁の品
1

馬高縄文館

長岡市関原町1-3060-1

史跡「馬高・三十稲場遺跡」
0258-46-0601
の資料

如是蔵博物館

長岡市福住1-3-8

長岡出身の偉人の資料

長岡市立科学博物館

長岡市幸町2-1-1

自然と人文、両分野に関わる
0258-32-0546
総合博物館

長岡藩主牧野家史料
館

長岡市幸町2-1-1（さい
わいプラザ3階）

長岡藩主牧野家の縁の品

0258-32-0546

長岡戦災資料館

長岡市城内町2-6-17

長岡空襲関連の資料

0258-36-3269

大竹邸記念館

長岡市中之島4-1

大竹貫一の縁の品

0258-61-2013

越路郷土資料館

長岡市来迎寺甲1392-1

風俗、文化、民具、化石

0258-92-2703

長谷川邸

長岡市塚野山773-1

重要文化財越路最古の民家

0258-94-2518

塚山活性化センター
（昔ばなしとほたる
の館）

長岡市塚野山5141

昔ばなしとホタルの生態

0258-94-2015

三島郷土資料館

長岡市上岩井1260-1

脇野町鋸、縄文土器、民具等 0258-42-2222

紙の美術博物館

長岡市小国町上岩田208

世界・日本の和紙

0258-95-3161

小国民俗資料館

長岡市小国町新町185

風俗、文化、民具

0258-95-3575

0258-37-8001
0258-30-1525

0258-32-1489
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良寛の里美術館

長岡市島崎3938

良寛と貞心尼の書や詩歌

0258-74-3700

菊盛記念美術館

長岡市島崎3938

具象彫刻家の作品

0258-74-3700

歴史民俗資料館

長岡市島崎3938

「沼垂城」の木簡・越後鉄道
0258-74-3700
資料、民俗資料等

寺泊水族博物館

長岡市寺泊花立9353-158 水生動物

0258-75-4936

栃尾美術館

長岡市上の原町1-13

0258-53-6300

長岡市
ながおかのこども作品展

産業交流センターお
長岡市栃尾宮沢1765
栃尾の織物、織り・染め
りなす
兼続お船ミュージア
ム(与板歴史民俗資料 長岡市与板町与板乙4356 直江兼続・お船の資料
館)

三条市

0258-51-1331
0258-72-2021

川口歴史民俗資料館

長岡市東川口1979-128

民俗・郷土資料

0258-89-4030

三条市下田郷資料館

三条市飯田1029-1

考古資料・民具

0256-46-5110

大谷ダムふれあい資
料館

三条市大谷

大谷ダムについての資料等

0256-47-2918

三条市水防学習館

三条市上須頃167番地1

水害の疑似体験等

0256-35-6520

三条鍛冶道場

三条市元町11-53

三条鍛冶の歴史等資料

0256-34-8080

木村茶道美術館

柏崎市緑町3-1

古書画、陶磁、茶器類を季毎
0257-23-8061
に展示

痴娯の家

柏崎市青海川181

全国の郷土玩具、民芸品を展
0257-22-0777
示

黒船館

柏崎市青海川181

開国前夜やその後の文明開化
の資料や版画家川上澄夫の作 0257-21-1188
品を展示

同一庵藍民芸館

柏崎市青海川181

藍染古布、幻灯板、そば猪
口、べろ藍皿や中国をはじめ 0257-21-1199
アジアの民芸品を展示

柏崎市立博物館

柏崎市緑町8-35

柏崎の歴史と自然を分かりや
0257-22-0567
すく紹介

綾子舞会館

柏崎市女谷4529

柏崎の伝統芸能「綾子舞」の
書籍資料、古文書、衣装等の 0257-29-3811
展示

柏崎市
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柏崎市青海川81-4

谷根川に生息する魚類の水
槽、説明パネル、人工河川

飯塚邸

柏崎市新道521-4

昭和天皇の全国御巡幸の行在
所となった。飯塚家で使用さ
0257-20-7120
れていた生活用具などを展示
した歴史民俗資料館

西山ふるさと公苑

柏崎市西山町坂田717-4

民俗文化展示コーナーや立体
映像等により日中文化の紹介 0257-48-2839
をしている

田中角栄記念館

柏崎市西山町坂田717-4

西山町出身の元内閣総理大臣
田中角栄氏の遺墨、遺品を中 0257-48-2130
心に展示

柏崎ふるさと人物館

柏崎市東本町1-4-11

柏崎・刈羽地域の産業や文化
の礎を築いた先人たちの資料 0257-21-8817
を展示

ミュージシャン人形
館

柏崎市青海川133-1

ミュージシャンをテーマに世
0257-23-6293
界中から集めた人形を展示

シーポートミュージ
アム

柏崎市青海川133-1

アンティーク船具を展示

ドナルド・キーン・
センター柏崎

柏崎市諏訪町10-17

日本文学の研究者であるドナ
ルド・キーンの作品・業績を
0257-28-5755
展示し、ニューヨークのア
パートも再現している

蕗谷虹児記念館

新発田市中央町4-11-7

当市出身の蕗谷虹児の原画、
0254-23-1013
直筆原稿、書籍等

旧県知事公舎記念館

新発田市五十公野4926

旧県知事公舎を移築・復元。
0254-23-2525
歴代県知事の遺愛品等

刀剣伝承館・天田昭
次記念館

新発田市月岡温泉827
（月岡カリオンパーク
内）

重要無形文化財保持者・刀匠
0254-32-1121
天田昭次氏の銘刀や関連史
料・歴史史料

市島邸

新発田市天王1563

市島家ゆかりのある美術品、
0254-32-2555
書画等

寺町たまり駅

新発田市諏訪町2-3-28

しばたっ子台輪展示、スイー
ツBOX、地場野菜販売、観光
情報発信

0254-28-9960（観光振興課）

中央町たまり駅

新発田市中央町3-1-1

しばたっ子台輪

0254-28-9960（観光振興課）

諏訪町たまり駅

新発田市諏訪町2-4-24

しばたっ子台輪

0254-28-9960（観光振興課）

清水園・足軽長屋・
堀部安兵衛伝承館

新発田市大栄町7-9-32

新発田藩関係の資料、越後北
0254-22-2659
辺の考古、民俗等の郷土資
料、堀部安兵衛に関する資料

白壁兵舎広報史料館

新発田市大手町6-4-16

自衛隊等の史料

0254-22-3151

新発田城

新発田市大手町6

櫓復元に関する資料

0254-22-9534

柏崎市

新発田市

0257-26-2305

0257-23-6293
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紫雲寺漁村民俗資料
館

沿岸漁業や漁村に関する漁
新発田市藤塚浜3585-110
具・民具

0254-22-9534

加治川展示室

新発田市下中山1107

出土品や民具など

0254-26-2163

紫雲寺漁村民俗資料
館

新発田市藤塚浜3585-110

沿岸漁業や漁村に関する漁
具・民具

0254-22-9534

加治川展示室

新発田市下中山1107

出土品や民具など

0254-22-9534

西脇順三郎記念室・
記念画廊

小千谷市土川１丁目３－ 西脇順三郎の旧蔵書（洋
７（小千谷市立図書館
書）・著書・絵画・書・色紙 0258-82-2724
内）
等

加茂市民俗資料館

加茂山公園内

民俗資料

0256-52-0089

加茂文化会館

加茂市幸町2-3-5

良寛遺墨

0256-52-0842

越後妻有里山現代美
術館[キナーレ]
まつだい雪国農耕文
化村センター「農舞
台」
十日町市立里山科学
館越後松之山「森の
学校」キョロロ

十日町市本町六の一丁目
大地の芸術祭アート作品ほか 025-761-7767
71-2

新発田市

小千谷市

加 茂 市

十日町市博物館
十日町情報館
十日町市 星と森の詩美術館
ミティラー美術館

見附市

十日町市松代3743-1

大地の芸術祭アート作品ほか 025-595-6180

十日町市松之山1712-2

各種生物、風土資料、大地の
025-595-8311
芸術祭アート作品

十日町市西本町一丁目
382-1

テーマ「雪と織物と信濃川」
025-757-5531
火焔型土器（国宝）ほか

十日町市西本町二丁目1図書館、視聴覚センターほか 025-750-5100
1
木版画（星襄一）、
025-752-7202
十日町市稲葉
刀剣（天田昭次）、
彫刻（藤巻秀正）
インド・ミティラー地方の民
025-752-2396
十日町市大池
族画

㈶大棟山美術博物館

十日町市松之山1222

坂口安吾記念館、豪農の館

025-596-2051

十日町市まつだい郷
土資料館

十日町市松代3718

各種民俗・郷土資料

025-597-2138

十日町市松之山郷民
俗資料館

十日町市松之山湯山264

各種民俗・郷土資料

025-596-2041

光の館

十日町市上野甲2891

大地の芸術祭アート作品、宿
025-761-1090
泊施設

清津倉庫美術館

十日町市角間未1528-2

大地の芸術祭アート作品ほか 025-761-7767

みつけ伝承館

見附市学校町2丁目7番9
号

生活民具、遺跡出土品

ギャラリーみつけ

見附市学校町2丁目4番1
号

郷土の作家、市民の手による
0258-84-7755
芸術作品

見附市大凧伝承館

見附市今町1丁目7番28号

六角大凧（畳8枚分）、大凧
合戦の紹介

0258-63-5557

0258-62-1700
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施

設

名

置 場

所

展 示 内 容

電 話 番 号

イヨボヤ会館

村上市塩町13-34

村上の内水面漁業に関する資
0254-52-7117
料等

村上市郷土資料館

村上市三之町7-9

村上まつりのオシャギリ（祭
0254-52-1347
屋台）、歴史資料

村上市三之町7-17

村上地域の民俗資料等

村 上 市 村上歴史文化館

燕

設

0254-53-3666

縄文の里・朝日 奥三
村上市岩崩612-118
面歴史交流館

奥三面地区の考古、民俗資料 0254-72-1577

日本玩具歴史館

村上市猿沢1215

日本全国の玩具

0254-72-1551

燕市産業史料館

燕市大曲4330番地１

和釘・彫金・鎚起銅器・煙
管・洋食器等

0256-63-7666

市 燕市分水良寛史料館

燕市上諏訪9番9号

良寛関係資料、郷土史資料

0256-97-2428

燕市長善館史料館

燕市粟生津97番地

私塾「長善館」に関する資料 0256-93-5400

糸魚川歴史民俗資料
館

糸魚川市一の宮1-2-2

相馬御風の遺品・遺墨

025-552-7471

長者ケ原考古館

糸魚川市大字一ノ宮1383

長者ケ原遺跡、市内遺跡の
遺物

025-553-1900

能生歴史民俗資料館

糸魚川市大字能生7471

能生地域の民具・歴史資料

025-566-4285

糸魚川市大町2-10-1

相馬御風の居宅。往時の姿を
025-552-7471
展示

おててこ会館

糸魚川市大字山寺1997

根知山寺の延年の衣装や道具 025-552-1511

玉翠園・谷村美術館

糸魚川市京ケ峰2-1-13

翡翠園

糸魚川市蓮台寺2-11-1

関川関所道の歴史館

妙高市大字関川272

御番所の復元、街道シアター 0255-86-3280

妙高市大字五日市1123

発掘出土品、民具、農耕具等 0255-74-0035

妙高市大字関川2248－4

妙高戸隠連山国立公園の自然
環境や暮らしなどに関する資 0255－86－4599
料

五泉市村松乙2-1

各種民俗・郷土資料

糸 魚 川 市 史跡

相馬御風宅

妙 高 市 斐太歴史民俗資料館
新潟県妙高高原博物
展示施設（妙高高原
ビジターセンター）
五 泉 市 村松郷土資料館

澤田政廣氏の仏像と村野藤吾
025-552-9277
氏が設計した美術館
ヒスイ原石を配置した日本庭
園とヒスイ彫刻作品の美術 025-552-9277
館

0250-58-8293

(11) 美術館・各種資料館一覧
（平成30年１月１日現在）
市 町 村

施

設

名

設

置 場

所

電 話 番 号

上越市立総合博物館

上越市本城町7-7

日本スキー発祥記念
館

上越市大貫2丁目18-37

牧歴史民俗資料館

上越市牧区宮口1483-1

小林古径記念美術館

上越市本城町7-7

小林古径邸

上越市本城町7-1

高田城三重櫓

上越市本城町6-1

高田城・高田藩に関連した資
025-526-5915
料等

旧師団長官舎

上越市大町2-3-30

明治期洋風建築物、市指定文
025-526-5903
化財

日本スキー発祥記念
館

上越市大貫2-18-37

スキーの歴史に関する資料や
025-523-3766
レルヒ少佐の遺品等

小川未明文学館

上越市本城町8-30

日本児童文学の父・小川未明
025-523-1083
に関する資料

坂口記念館

上越市頸城区鵜ノ木148

吉田東伍記念博物館

阿賀野市保田1725-1

ふるさと農業歴史資
料館

阿賀野市外城町10-5

各種民俗・郷土資料

0250-63-1722

水原代官所

阿賀野市外城町10-5

当時の様子を再現

0250-63-1722

両津郷土博物館

佐渡市秋津1596

漁撈・生活用具、祭礼資料

0259-23-2100

相川郷土博物館

佐渡市相川坂下町20

鉱山・郷土歴史資料

0259-74-4312

相川技能伝承展示館

佐渡市相川北沢町2

裂織・無名異焼の体験実習

0259-74-4313

史跡佐渡奉行所跡

佐渡市相川広間町1-1

奉行所の復原、鉱山資料

0259-74-2201

佐渡版画村美術館

佐渡市相川米屋町38-2

版画

0259-74-3931

佐渡博物館

佐渡市八幡2041

佐渡の歴史、美術、芸能

0259-52-2447

新穂歴史民俗資料館

佐渡市新穂瓜生屋492

各種民族、郷土資料、トキ資
0259-22-3117
料

トキ資料展示館

佐渡市新穂長畝383-2

トキ資料

0259-22-4123

トキふれあいプラザ

佐渡市新穂長畝383-2

トキ

0259-246550

佐渡歴史伝説館

佐渡市真野655

佐渡の歴史と伝説

0259-552525

幸丸展示館

佐渡市小木町1941-1

考古資料

0259-863191

日本アマチュア秀作
美術館

佐渡市小木町1935-1

アマチュア作家の美術作品

0259-86-3841

佐渡國小木民俗博物
館

佐渡市宿根木270-2

漁撈・生活用具、千石船

0259-86-2604

佐渡植物園

佐渡市羽茂飯岡550-6

植物1300種類

0259-23-2100

上越市

阿賀野市

展 示 内 容

上越市の歴史・民俗・美術
（平成30年度7月より歴史博 025-524-3120
物館に改称）
スキーの歴史、上越のスキー
025-523-3766
産業と文化、レルヒの遺品等

佐渡市

周辺古墳群資料や、産業・民
025-533-5117
俗資料を展示
小林古径に関する作品や資料
を展示（現在増改築工事のた 025-523-8680
め休館中）
東京から移築復原した小林古
025-525-2429
径の居宅、国登録有形文化財

応用微生物学の世界的権威・
坂口謹一郎に関する資料、酒 025-530-3100
造道具、地酒試飲等
吉田東伍の著書・遺品、歴史
0250-68-1200
地理資料

(11) 美術館・各種資料館一覧
（平成30年１月１日現在）
市 町 村

施

設

名

設

置 場

所

展 示 内 容

電 話 番 号

宮柊二記念館

魚沼市堀之内117-6

宮柊二の遺品・遺墨

025-794-3800

魚野川改修資料館

魚沼市古新田531-42

河川改修・郷土資料

-

早津ギャラリー

魚沼市青島1501-16

早津剛が描く雪国の民家

025-792-1451

魚沼市須原892

各種民俗・郷土資料

025-797-3220

目黒邸資料館

魚沼市須原768

目黒家・郷土資料

025-797-4111（冬期閉鎖）

浅草山麓エコミュー
ジアム

魚沼市大白川1501

浅草山麓の自然

025-798-4141（冬期閉鎖）

奥只見電力館

魚沼市湯之谷芋川1317-3

奥只見ダム・電力全般関係の
展示

025-795-2059（冬期閉鎖）

南魚沼市六日町140-2

棟方志功他所蔵作品

025-770-1173

南魚沼市上薬師堂142

富岡惣一郎作品

025-775-3646

南魚沼市 池田記念美術館

南魚沼市浦佐5493-3

海外美術、日本美術、スポー
025-780-4080
ツ資料、小泉八雲の文学資料

鈴木牧之記念館

南魚沼市塩沢1112-2

鈴木牧之の遺墨、遺品、文献 025-782-9860

道の駅「南魚沼」今
泉記念館

南魚沼市下一日市855

棟方志功他 市の所蔵作品

025-783-4500

シンクルトン記念館

胎内市下館1622

臭水（原油）関連資料

0254-47-3260

胎内自然天文館

胎内市夏井1251-7

天文台、天体資料

0254-48-0150

胎内昆虫の家

胎内市夏井1204-1

昆虫標本、生きている昆虫の展示 0254-48-3300

胎内クレーストーン博士の館

胎内市夏井1250-30

鉱物、陶芸体験

0254-48-2011

奥山荘歴史館

胎内市あかね町107-10

奥山荘・城の山古墳出土品

0254-44-7737

黒川郷土文化伝習館

胎内市下赤谷387-15

歴史郷土資料・考古資料

0254-47-3000

桃崎浜文化財収蔵庫

胎内市桃崎浜239-4

文化財（船絵馬）

0254-47-3409

柴橋地域ふれあいセンター

胎内市柴橋1155

考古資料室 ・民俗資料室

0254-47-3409

胎内市美術館

胎内市下赤谷387-15

特別展年5回

0254-47-2288

蓮のギャラリー

聖籠町大字蓮野1943-12

町民の作品等

0254-27-2121

歴史資料展示館いに
しえ

聖籠町大字蓮潟2845-1

町指定文化財（古文書）等

0254-27-2121

民俗資料館

聖籠町大字諏訪山1560-3

町民俗資料(農耕・生活用具)
0254-27-2121
等

弥彦の丘美術館

弥彦村大字弥彦2502-1

美術企画展

0256-94-4875

弥 彦 村 旧武石家住宅

弥彦村大字麓7052

300年前のかやぶき民家

0256-94-5353

ふるさと学校

弥彦村大字麓7045

民族衣装展示室

0256-94-2936

魚 沼 市 守門民俗文化財館

棟方志功アートス
テーション
トミオカホワイト美
術館

胎内市

聖籠町

田 上 町 田上町民俗資料館

田上町大字田上丁2392番
各種民俗資料
地1

(11) 美術館・各種資料館一覧
（平成30年１月１日現在）
市 町 村

施

設

名

設

置 場

所

展 示 内 容

電 話 番 号

阿賀町郷土資料館

阿賀町両郷甲2200

考古資料ほか

0254-95-2253

奥阿賀ふるさと館

阿賀町鹿瀬11540-7

電気と和紙の体験館

0254-92-4508

狐の嫁入り屋敷

阿賀町津川3501-1

狐の嫁入り行列、メイク体験
0254-92-0220
等

コスモ夢舞台（ふく
ろう会館）

阿賀町豊実（JR豊実会
館）

彫刻家 佐藤賢太郎常設展示
ほか

0254-96-2003

越後出雲崎天領の里

出雲崎町大字尼瀬6-57

歴史的観光施設

0258-78-4000

良寛記念館

出雲崎町大字米田1

良寛関係資料

0258-78-2370

阿賀町

出雲崎町

湯沢町歴史民俗資料
館「雪国館」

湯沢町大字湯沢354-1

雪国の宿高半
みの間

湯沢町大字湯沢923

三国峠温泉
陣

かす

御宿本

湯沢町大字三国378

湯沢町

津 南 町

ホテルスポーリア湯
沢

湯沢町大字湯沢1920

松泉閣

湯沢町大字湯沢318-5

花月

民俗・郷土資料及び小説「雪
国」のテーマ館（川端康成自
025-784-3965
筆の書、小説の情景を表す日
本画、駒子の部屋など）
小説「雪国」が執筆された昭
和9年～12年当時のままのお 025-784-3333
部屋がご覧いただけます。
創業400年の三国街道浅貝宿
「本陣」の歴史を今に伝える
資料館があり、数百点にのぼ 025-789-2012
る展示物を大女将がガイドす
る
ホテル併設美術館「きり絵・
関口コオ・ミュージアム湯
沢」には、国際舞台で活躍さ
れている関口コオ氏による作 025-784-1112
品が展示されており、和紙の
織りなす優しい切り絵の世界
に触れることができる。
ギャラリー「みちくさ」外山
康雄の描いた野の花の絵が展
示されており、季節に合わせ 025-784-2540
た展示により魚沼の自然に触
れることができる。

津南町歴史民俗資料
館

津南町大字中深見乙827

考古資料、山村生産用具ほか 025-765-2882

農と縄文の体験実習
館 なじょもん

津南町大字下船渡乙835

縄文土器、季節展

025-765-5511

せきかわ歴史とみちの館 関川村大字下関1311

郷土資料

0254-64-1288

国重要文化財 渡邉邸 関川村大字下関904

豪商豪農大庄屋の屋敷

0254-64-1002

歴史資料

0254-55-2688

関 川 村

粟 島 浦 村 粟島浦村資料館

岩船郡粟島浦村159-5

