(10) 市町村イベント・祭り一覧
（平成30年1月1日現在）
市町村名 開催月

４月

イ

ベ

ン

ト

・

祭

り

アート・、ミックス・ジャパン2017（１日～23日）、とやの湖桜まつり（１日～30
日）、じゅんさい池「夜桜」観桜会（12日～16日（予定））、日本ボケ公園まつ
り、にいがたカナール彩（29日）、山の下まつり（春）（28日～29日）、ラ・フォ
ル・ジュルネ新潟2017プレ公演（15日）、ラ・フォル・ジュルネ新潟2017本公演
（28日～30日）、ラ・フォル・ジュルネ新潟×プロジェクションマッピング、にい
がた花絵プロジェクト2017（４月29日～５月２日）、にいがた春咲きフェスタ
2017、萬代橋チューリップフェスティバル（４月14日～27日）、にいつ食の陣（29
日～５月31日）
新潟クラシックストリート（５日）、古町どんどん（13日～14日）、中央区まち歩

５月 き「えんでこ」（春季）（５月～７月）、北方文化博物館 大藤ライトアップ

にいつ花ふるフェスタ（４日）、新潟シティライド（４日）、白根大凧合戦（１日
～５日）、新飯田まつり（９日～１０日）、岩室温泉 冬妻ほたる祭り（６月～７

６月 月）、まき夏まつり（16日～18日)、月潟まつり・伝統芸能フェスティバル(24日～
25日）、蒲原まつり（６月30日～７月２日）、にいがた国際映画祭
中之口まつり、白山神社夏まつり（12日～18日）、新潟ジャズストリート（15日～

７月 16日）

８月

新潟まつり（４日～６日）、和納十五夜まつり（５日～６日）、日本海夕日コ
ンサート（11日）、沼垂まつり、にいつ夏まつり、岩室温泉まつり（19日～20
日）、阿賀野川ござれや花火（25日）、かめだ祭り(25日～26日）、小須戸喧
嘩燈籠まつり（25日）、黒埼まつり、西川まつり（25日～27日）、岩室温泉ま
つり、潟東おまつり広場・どろんこカップ（16日）、新津屋台まつり（20日）

９月

わらアートまつり（２日～３日）、みなと新潟「光の響演2017」プロジェクション
マッピング（仮称）（16日～18日）、にいがた総おどり祭（16日～18日）、豊栄大
民謡流し、新津宵の風舞（２日）、葛塚まつり（６日～８日）、阿賀野川あきはま
つり、月潟大道芸フェスティバル（24日）、山の下まつり（秋）（９月16日～17
日）、2017新潟ヒルクライム、夕日ウオーク、中央区まち歩き「えんでこ」（秋
季）（９月～10月）、2017NIIGATAオフィス・アート・ストリート

10月

新潟シティマラソン2017（９日）、にいがたアニメ・マンガフェスティバル、風と
大地のめぐみ（南区凧フェスティバル＆産業まつり）（１日）、にいつ鉄道まつり
（７日）にいつハロウィン仮装まつり（28日）、越後にしかわ時代激まつり（８
日）、古町どんどん、多加良まつり、かぐらin笹川邸、北区秋の祭典キテ・ミテ・
キタク

新潟市

11月 新津石油の里紅葉まつり
かもん！潟東カモねぎまつり(３日)、NIIGATA光のページェント（12月～１月）、

12月 にいがた 冬 食の陣（12月～３月）、小須戸寒梅まつり

１月 新潟ジャズストリート、北区元旦歩こう会（１日）、中之口元旦マラソン（１日）
２月 にいがた 冬 食の陣「当日座」
３月 日本ボケ展、新潟淡麗にいがた酒の陣、かめだ梅まつり

(10) 市町村イベント・祭り一覧
（平成30年1月1日現在）
市町村名 開催月
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・

祭

り

福島江観桜会（２日～24日）、悠久山桜まつり（７日～５月６日）、おぐに桜まつ

４月 り（23日、栃尾・諏訪神社春季大祭大名行列（29日）
５月

山古志・牛の角突き（５月～11月）、栃尾てまりまつり（１日～５日）、とちお町
めぐり雁木あいぼ（３日）、与板観光まつり、楽山苑ライトアップ（12日～21
日）、寺泊観光まつりとよさこいフェスティバル（21日）、栃尾・守門山開き（28
日）
今町・中之島大凧合戦（３日～５日）、とちお自慢市（11日）、越路ほたるまつり

６月 （24日）、新潟別院お取越（25日～27日）

寺泊Ｅボート大会（２日）、栃尾・秋葉の火祭り（24日）、川口まつり（29日～30

７月 日）、杜々の森名水茶会(30日)
８月

長岡市

長岡まつり（１日～３日）、寺泊港まつり（６日～７日）、おぐにかかしまつり
（５日～15日）、与板中川清兵衛ビールフェスタ（５日）、中之島夏まつり（６
日）、ふるさとわしままつり（14日～16日）、三島まつり（15日～16日）・全日本
丸太早切選手権大会（16日）、おぐにもちひとまつり・大花火大会（20日）、とち
お祭（26日～27日）

９月 与板十五夜まつり（15日～17日）、栃尾・謙信公祭（17日）

10月

米百俵まつり（７日）、越後長岡酒の陣（７日）、与板天地人行列と観光まつり
(７日)、農と魚のフェスティバルin寺泊（８日）、こしじ秋まつり（８日）、栃
尾・Ｒ290街道まつり（８日）、寺泊シーサイドマラソン大会（15日）、中之島産
業まつり（15日）、川口秋まつり（15日）、もみじ園ライトアップ（10月下旬～11
月下旬）、越後みしま竹あかり街道（21日）、与板いきいきフェスティバル（29
日）
山古志産業まつり（３日）、みしま産業まつり（３日）、おぐに秋まつり（３

11月 日）、越路・新そばまつり（３日）、長岡市秋まつり（２日～６日）、与板ふいご
まつり（５日）

12月
１月 栃尾・岩戸舞（２日）
とちお遊雪まつり（３日～４日）、スノーフェスティバルin越路（10日）、栃堀巣

２月 守神社裸押合大祭（10日）、長岡雪しか祭り（17日～18日）、おぐに雪まつり・雪
上エンデューロ大会（24日～25日）、えちごかわぐち雪洞火ぼたる祭（24日）

３月 古志の火まつり（10日）、栃尾・ほだれ祭（11日）、寺泊食の陣（25日）

(10) 市町村イベント・祭り一覧
（平成30年1月1日現在）
市町村名 開催月
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二・七の市×三条マルシェ（２日）、～三条マルシェ～ごった市＠ホコテン（29

４月 日）、五・十の市×三条マルシェ（30日）

二・七の市×三条マルシェ（２日）、粟ヶ岳山開き（５日）、～三条マルシェ～

５月 ごった市＠ホコテン（７日）、三条祭り（14日・15日）、越後三条・高城ヒメサユ
リ祭り（14日～31日）、春の保内公園まつり（27日・28日）
三条凧合戦（３日・４日）、花菖蒲まつり（11日～25日）、三条クラフトフェアin

６月 槻の森（17日・18日）、五・十の市×三条マルシェ（25日）、秘境八十里越体感バ
ス（６月～11月）、笠掘ダムかさ上げ工事現場見学会（６月～11月）
二・七の市×三条マルシェ（２日）、～三条マルシェ～ごった市＠ホコテン（16

７月 日）、栄ふるさと夏まつり（22日予定）

三条夏まつり（４日～６日予定）、～三条マルシェ～ごった市＠ホコテン（５

８月 日）、二・七の市×三条マルシェ（12日）、しただふるさと祭り（26日予定）
三条楽音祭（３日）、二・七の市×三条マルシェ（17日）、五・十の市×三条マル

三条市

９月 シェ（30日）

10月

第46回三条かぐら鑑賞会（１日）、～三条マルシェ～ごった市＠ホコテン（１日、
７日）、燕三条 工場の祭典（５日～８日）【主催：｢燕三条 工場の祭典｣実行委員
会】、三条市美術展(14～18日)、五・十の市×三条マルシェ（15日）、燕三条もの
づくりメッセ（26日・27日）【主催：地場産 共催：三条市、燕市外】、ソレイユ
祭2017（29日）、秋の保内公園まつり
三条市音楽祭（３日、５日、12日、19日）、お取り越し（５日～７日）、～三条マ

11月 ルシェ～ごった市＠ホコテン（７日）、五・十の市×三条マルシェ（12日）、三条
市美術展(14日～18日)

12月 輝け！一番星コンサート(10日)、まちなか雪と灯りのコンチェルト（23日）
１月 元旦マラソン大会（１日）、献灯祭（14日・15日）
２月 本成寺鬼踊り（３日）、WINTER TRAIL GAMES～越後雪獅子祭～（11日・12日）
まちなか文化祭(３日・４日)、若手芸術家支援事業（中旬）、栄神楽鑑賞会(中

３月 旬)、成人式(21日)
４月 赤坂山公園観桜会

５月 柏崎潮風マラソン、かしわざき風の陣、柏崎クラフトフェア
６月 米山山開き（第１日曜）、えんま市（14日・15日・16日）
７月 どんGALA！祭り、ぎおん柏崎まつり（24日・25日・26日）
８月 花市（11日）、草生水まつり
柏崎市

９月 綾子舞現地公開（第２日曜）
10月 狐の夜祭り（第２日曜）、松雲山荘紅葉ライトアップ（10月～11月）
11月 高柳町産業文化まつり（２日）、さけ豊漁まつり
12月
１月
２月 御弓始め（７日）、弘法大師堂霊塩水祭礼、高柳町雪まつり「YOU・悠・遊」
３月 雪割草祭り

(10) 市町村イベント・祭り一覧
（平成30年1月1日現在）
市町村名 開催月
４月
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しばた軽トラ市（4月～12月）、新発田城址公園桜まつり（7日～16日）、加治川桜
まつり（7日～16日）、「春RUN漫」しばたジョギング大会in加治川桜堤（9日）、
大峰山山桜まつり（22日～5月5日
食のアスパラ横丁 味めぐり（1～31日）、堀部安兵衛生誕地まつり（1日～31

５月 日）、中心市街地ランニングフェスタ（21日）、荒川剣龍峡山開き(下旬)、二王子
岳山開き（下旬）

６月 しばたあやめまつり（9日～30日）、藤塚浜海水浴場海開き（16日）
７月 天王まつり（4日・5日）、湯の平山開き（上旬）、サマーフェスティバル（29日）
新発田市

８月 花市（11・12日）、城下町新発田まつり（下旬）
９月 新発田豊年秋まつり（下旬）、城下町しばたスポーツフェスタ（下旬）
10月 全国「花嫁人形」合唱コンクール（中旬）
全国うまいもん横丁（1日～5日）、城下町新発田大菊花祭（1日～5日）、月岡温泉

11月 菊花祭（上旬～中旬）
12月 義士祭（14日）

１月 第14回城下町しばた全国雑煮合戦（7日）
２月 月岡温泉どんど祭り（第3日曜日）、赤谷どんつき祭り（第3土曜日）
３月
４月 おぢや桜まつり
５月 牛の角突き（５月～11月）・船岡公園まつり
６月
７月 二荒さまのお祭り
８月 おぢやまつり
小千谷市

９月 片貝まつり（９日・10日）
10月
11月
12月
１月
２月 おぢや風船一揆、小千谷のひいな祭り
３月
雪椿まつり（４月中旬、大園遊会23日）、加茂川の鯉のぼり（７日～５月９日）、

４月 市民茶会(29日)、粟ヶ岳山開き（29日）

５月 青海神社春季祭礼（加茂まつり 21日）
６月 長瀬神社春季祭礼（上条まつり 15日）
７月
８月 越後加茂川夏祭り（14日）、舞踊まつり（下旬）
加茂市

９月 AKARIBA2016（16日・17日）、市民芸能祭（下旬）
10月
11月 市展（３日～７日）、加茂菊花展（６日～23日）
12月 第九演奏会（23日）
１月
２月
３月 民踊まつり（下旬）

(10) 市町村イベント・祭り一覧
（平成30年1月1日現在）
市町村名 開催月

イ

ベ
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祭
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４月 大地の芸術祭の里イベント（４月～３月）
５月 十日町きものまつり（３日）、松之山新緑温泉まつり（第３土曜）
６月
７月 千手観音十七夜まつり
８月 真夏の雪まつり（14日）、十日町おおまつり
９月 きものの街のキルト展 秋季企画展（仮称）
十日町市

10月 ロ・マン24（第１土・日曜）、生誕地まつり（第２土・日曜）、地そばまつり
11月
12月
１月 節季市（ちんころ市）、バイトウ、むこ投げ・すみ塗り（15日）
２月 十日町雪まつり（第３金・土・日曜）
かわにし雪まつり（第１土・日曜）、越後妻有雪花火、雪原カーニバルなかさと

３月 （第２土曜）、越後まつだい冬の陣（第２土・日曜）、松之山温泉スキーカーニバ
ル
ニット春まつり（８・９日)、市民の森観桜会（15日）、大平森林公園オープニン

４月 グイベント（16日）、見附刈谷田川ハーフマラソン（23日）

５月 イングリッシュガーデンフラワーフェスティバル（27日～6/4）
６月 大凧合戦（３～５日）、健幸フェスタ（25日）
７月 見附まつり（24・25日・花火大会22日）
小栗山不動院獅子舞、イングリッシュガーデン夕暮れ音楽会（19日）、エコアク

８月 ションinみつけ
見附市

９月
10月 イングリッシュガーデンオータムフェア（１～9日）、市展（13～15日）
秋の物産まつり（４・５日）、ニット秋まつり（11・12日）、子育て教育の日（19

11月 日）、街路樹イルミネーション点灯
12月 アルカディア音楽祭（２・３日）

１月 パティオにいがた冬まつり（27・28日）
２月
３月 まちの駅＆どまいち春の物産フェア（11日）
４月 大須戸能（３日）、笹川流れマラソン（第１日曜）
５月

さかなまつり（３日）、日本国山開き（５日）、お幕場茶会（21日）、
春の庭百景めぐり（１日～31日）

６月 笹川流れ岩がき物語り（中旬～８月下旬）

村上市

７月

村上大祭（７日）、笹川流れ海の縁日（第１日曜）、瀬波温泉海水浴場海開き
（15日）

８月

村上市あらかわ大祭（第１金、土曜）、大須戸能・薪能（15日）、
村上七夕まつり（15日～17日）

９月

穀菜マラソン（３日）、瀬波大祭（４日）、町屋の屏風まつり（15日～10月15
日）

10月

岩船大祭（19日）、宵の竹灯籠まつり（第２土日）、村上・笹川流れ国際トラ
イアスロン大会

11月 鮭魂祭（11日）
12月 越後村上鮭塩引き街道（上旬～下旬）
１月 元旦マラソン（１日）
２月 ぶどうスキー場スノーフェスティバル（５日）
３月 町屋の人形さま巡り（１日～４月３日）

(10) 市町村イベント・祭り一覧
（平成30年1月1日現在）
市町村名 開催月
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４月 分水おいらん道中（16日）、国上山山開き（29日）
田んぼアート：田植え（中旬）、戸隠神社春季祭礼（20日・21日）、吉田天満宮祭

５月 礼（24日・25日）
６月

飛燕夏まつり（15日・16日）、分水まつり（15日・16日）、吉田まつり（21日・22

７月 日）、燕大花火大会（23日）
８月
燕市

戸隠神社秋季祭礼（16日・17日）、越後くがみ山酒呑童子行列（24日）、田んぼ

９月 アート：稲刈り（下旬）

燕青空即売会（１日）、燕三条 工場の祭典（５～８日）【共催：三条市、燕

10月 市】、農業まつり（下旬）
11月
12月
１月
２月
３月
おうみ観桜会、糸魚川けんか祭り(10日・11日)、日光寺けんか祭り、
４月
能生白山神社春季大祭(24日)、塩の道道開き
糸魚川・塩の道起点まつり(２日)、成人式（３日）、クラシックカーミーティ
５月 ング（３日）、こども大会（５日）、海のウエストン祭・白鳥山山開き、藤ま
つり、翠風展
駒ヶ岳山開き、明星山山開き、シーサイドカーニバル、霊峰権現岳ジオサイト
６月
登山、さかな祭り
雨飾山山開き、鉾ヶ岳山開き、早川大花火大会、海の祭典、おうみ祭り、海開
７月
き、おまんた祭り
能生ふるさと海上花火大会、ヒスイ峡フィッシングパークイワナ･マス祭り、
８月 早川温泉郷夏まつり、根知山寺の延年、藤崎サマーフェスティバル、奴奈川大
ウス祭り
糸魚川市

９月 日本海クラシックカーレビュー、翡翠まつり
高浪の池鯉恋祭り、海谷まつり、田海川サケ祭り、
10月 グランフォンド糸魚川、豊漁大感謝祭、
いといがわスポーツ・レクリエーション祭（体育の日）、駅伝競走大会

11月 まるごと小滝ウォーキング、さけつかみどり大会、糸魚川翡翠ミネラルフェア
12月 スキー場開き
１月

白山神社お筒粥の神事・献灯祭(14日)、青海の竹のからかい(15日)、
藤崎観音堂裸胴上げ(17日)、日本海・糸魚川荒波あんこう祭り、

２月 市民スキー大会
３月

糸魚川ジオパークＧＳＬ大会、日本海大漁浜汁まつり

(10) 市町村イベント・祭り一覧
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早春の斐太遺跡群を歩く（16日）、妙高高原体育館竣工記念式典・オープニングイ

４月 ベント（30日）ミズバショウ祭（下旬～5月上旬）

第42回艸原祭・大かやば焼き（13日）、菜の花まつり（中旬）、笹ヶ峰夢見平エコ

５月 ツアー（21日）

６月 平丸ふれあいの森エコツアー(4日)、くびき野縁日
７月 SEA TO SUMMIT妙高・野尻湖2017（22日～23日）、妙高夏の芸術学校（27～30日）
第44回あらいまつり（3日～5日）、黒姫・妙高山麓大学駅伝大会（27日）、全国ス

８月 ポーツ少年団新潟大会in妙高（28～31日）

第17回妙高サマージャンプ大会（上旬）、信越五岳トレイルランニングレース（16

妙高市

９月 日～18日）、健康フェア（30日）、みょうこう環境フェア（30日）

第48回越後妙高コシヒカリマラソン大会（8日）、第27回新潟県スポーツ・レク

10月 リエーション大会in妙高（14日～15日）、苗名滝奥渓谷エコツアー（15日）、妙高
芸術祭（28日～11月5日）、「妙高市民の心」の集い（下旬）

11月 出会い～子育て応援フェア（上旬）、妙高版森里川フォーラム（中旬）
12月 妙高アートステージ音楽祭（上旬）
第73回国民体育大会冬季大会スキー競技会新潟県予選会・新潟県スキー選手権大会

１月 （中旬）

第65回信越学童親善スキー大会（16日）、第73回国民体育大会冬季大会スキー競技

２月 会「にいがた妙高はね馬国体」（25日～28日）
３月

白山山開き(第１日曜)、村松公園桜まつり(１日～30日)、小山田彼岸桜樹林見頃

４月 (中旬)、八幡宮春季祭礼(14日・15日)、チューリップまつり(中旬～下旬)、菅名岳
山開き(第４日曜)、ふれあいウォーク(24日)、高立山・菩提寺山山開き(29日)

５月 大蔵山山開き（５日）、花木まつり（上旬～中旬）
健康ウォーク西会津“山の神様へ”(５日)、咲花温泉水中花火大会(９日)、城下町

６月 村松のぼり旗祭り(上旬)、横町地蔵尊祭礼(23日)、さくらんど吹奏楽の夕べコン
サート(30日)
安勝寺弁財天祭礼(５日)、粟島神社祭礼(13日)、谷地地蔵尊祭礼(23日)、住吉神社

７月 例祭(28日・29日)、陸上競技選手権大会(31日)

五泉ひゃんで花火大会(19日)、粟島子安延命地蔵尊祭礼(23日)、天満宮例祭(24

８月 日・25日)
五泉市

９月 八幡宮秋季祭礼(９日・10日)、日枝神社秋季例大祭(17日～19日)
生涯学習フェスティバル(２日)、市民芸能祭「村松会場」(９日)、秋の健康ウォー

10月 ク(10日)、さといもまつり(中旬)、市展・文化展(31日～11月３日)

市民音楽祭(６日)、ふれあいウォーク(６日)、農業まつり(上旬)、市民芸能祭「五

11月 泉会場」(23日)
12月

元旦マラソン(１日)、新年歩こう会(１日)、成人式(８日)、菅名岳寒九の水汲み

１月 (中旬)

２月 別所虚空蔵尊例祭（12日・13日）
３月 雪割草見頃（３月中旬～４月中旬）、水芭蕉見頃（３月下旬～４月上旬）

(10) 市町村イベント・祭り一覧
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第91回高田城百万人観桜会（１日～17日）、城下町高田本町春フェスタ（16日）、

４月 米山山麓ロードレース大会（19日）
鵜の浜温泉

観光地引網（１日～10月30日の日曜日・祝日）、青空セリ市（３

５月 日）、柿崎みなとさかなまつり（４日）、米山山開き登山（29日）

大潟かっぱ祭り（４日・５日）、お引き上げ商工まつり（20日～22日）、たにはま

６月 海水浴場海開き(26日)、仁上ほたるまつり（11日～７月９日）

なおえつ海水浴場海開き(１日)、上越まつり（23日～29日）、上越蓮まつり(22日

７月 ～８月16日)

越後よしかわやったれ祭り(６日)、うらがわらまつり（６日）、頸城の祭典（７

８月 日）、柿崎時代夏まつり（６日）、謙信公祭(20日・21日)、鵜の浜温泉まつり(27
日)

上越市

９月 名立大鍋まつり（18日・19日）、大池まつり（25日）
姉妹都市と上越市の観光と物産展（１日・２日）、城下町・高田花ロード（8日～

10月 10日）、越後・謙信ＳＡＫＥまつり（22日・23日）、上越菊まつり（29日～11月６
日）

11月 牧縁結びジャンボツリー（22日～12月25日）、鮭のつかみ取り大会（27日）
12月 佐渡寒ブリ祭（11日）
１月 新春マラソン大会（３日）、レルヒ少佐顕彰会(12日)
レルヒ祭（６日・７日）、ごんぞ飛ばし世界選手権大会（19日）、灯の回廊（25

２月 日）、不動ミニキャンドルロード（25日）
３月 冬の星座観察会（４日～25日）
４月 さくらまつり（４月中旬）
５月 五頭連峰山開き（３日）

五頭薬用植物園園開き（６月上旬）、やすだ瓦ロードフェスティバル（６月上

６月 旬）、瓢湖あやめまつり（18日）
７月 ふるさとだしの風まつり（23日）

８月 水原まつり（24、25日）、瓢湖大花火大会（25日）
阿賀野市

安田八幡宮例祭（９月中旬）、五頭リンピック（９月下旬）、昭和の乗り物大集合

９月 （９月下旬）

10月 コスモスきょうがせまつり（第２日曜）、あがの市民交流まつり（第１日曜）
11月 あがのわくわく産業フェア（11月上旬）
12月
１月 裸まいり
２月
３月

(10) 市町村イベント・祭り一覧
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４月 おいらん道中in桜まつり（16日）、佐渡トキマラソン（23日）、島内各地区春祭り
佐渡ロングライド２１０（21日）、佐渡國鬼太鼓どっとこむ（28日）、佐渡薪能

５月 （５月～10月）

６月 宵乃舞（3日・4日）、カンゾウ祭り（11日）、
７月 シー・トゥ－・サミット（8日・9日)、鉱山祭（22日・23日）
赤泊港まつり、佐渡オープンウォータースイミング（6日）、両津七夕祭り・川開

８月 き（７日・８日）、アースセレブレーション（18日～20日）、小木港祭り（26日・
27日）

佐渡市

佐渡ジュニアトライアスロン大会（2日）、佐渡国際トライアスロン大会（3日）、

９月 佐渡レガッタ

10月 鬼太鼓inにいぼ・朱鷺夕映え市、佐渡トキツーデーウオーク
11月 リョウツ・デ・フリマ、佐渡さかなまつり
12月 佐渡海府寒ブリ大漁まつり、あったかふるさと羽茂大市
１月
２月 まっさき食の陣
佐渡國相川ひなまつり、佐渡両津のお宝・おひなさま巡り、よってけまつり・さど

３月 食の陣、町人文化の香り漂うおぎひな人形飾り、全国高等学校版画選手権大会
４月 浅草岳スキーツアー（2日、16日）、奥只見湖釣り解禁（21日）

皇大市（5月～10月毎月第一日曜）、小出公園さくら・つつじまつり（5日）、
５月 芝桜まつり（6～21日）、大湯温泉山菜まつり（21日）、鏡ヶ池フィッシング
フェスティバル（28日）
魚沼から行く尾瀬ルートオープン、ロングライド魚沼、しねり弁天たたき地蔵まつ

６月 り（30日）

７月 うおぬま夏の雪まつり（22～23日）
ヒルクライム（6日）、重要無形民俗文化財・盆踊り「大の阪」（14～16日）、小

８月 出まつり（25～27日）
魚沼市

９月 堀之内十五夜まつり（15～17日）、魚沼市堀之内一周駅伝大会（17日）
広神ふれあいまつり（1日）、食まちうおぬま秋の陣2017四季の潤い里山まつり（7

10月 日）、コシヒカリ紅葉マラソン（15日）

11月 お神送り（１日）、うおぬま食文化フォーラム
12月 お神迎え（１日）
１月 元旦マラソン（１日）
２月

小出スキーカーニバル（3日）、小出国際雪合戦大会（4日）、雪中花水祝（11
日）、大湯温泉スキーカーニバル、須原スノーカーニバル

３月 薬師スキーカーニバル、折立百八灯（4日）

(10) 市町村イベント・祭り一覧
（平成30年1月1日現在）
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４月 銭淵公園観桜会（４月中旬～４月下旬）
八海山大倉火渡大祭（最終日曜日）、八海山登山マラソン＆新緑ウォーキング大会

５月 （28日）

６月 第7回南魚沼グルメマラソン（11日）、八海山火渡大祭（最終日曜日）
塩沢まつり（14日・15日・16日）、南魚沼市兼続公まつり（17日・18日・19日）、

７月 浦佐夏祭り（中旬）、八色スイカまつり（７月下旬～８月上旬）
８月 巻機権現火渡（第１土曜日）

浦佐温泉耐久山岳マラソン・健康歩こう大会（第１日曜日）、ぶどう収穫祭とワイ

南魚沼市

９月 ン祭り（中旬）

八色の森市民まつり（中旬）、八海山大崎口火渡大祭（20日）、魚沼菊花展・浦佐

10月 菊まつり（31日～11月10日）、コシヒカリRUN in石打（28日）
11月 しおざわ秋の収穫祭（３日）
12月
１月 八坂神社婿の胴上げ（６日）

南魚沼市雪まつり（第２土・日曜日）、しおざわ雪譜まつり（第３土曜日）、ひな

２月 雪見かざり（第３土曜日～４月３日）

３月 浦佐毘沙門堂裸押合大祭（３日）、一宮神社農具市（12日）
４月 胎内チューリップフェスティバル、櫛形山脈山開き登山
５月 胎内川新緑まつり、KUSHIGATA WIND TRAIL
６月 ほっとHOTまつり
７月 黒川燃水祭、飯豊連峰胎内登山口山開き登山、村松浜海水浴場海開き
８月 胎内温泉まつり、胎内星まつり、黒川民謡流し、黒川まつり
胎内市

９月

中条まつり民謡流し、中条まつり、中秋の名月板額の宴、第５回米粉フェスタ
inたいない

10月 たいないスポーツフェスティバル、胎内いいもんまつり、くろかわ産業まつり
11月
12月
１月 胎内スキー場オープン
２月 胎内市のひなまつり、乙宝寺おまんだらさま法要、胎内スキーカーニバル
３月
４月 弁天潟さくら祭り（おおむね中旬の日曜日）
５月 蓮潟神楽（３日：河内神社大祭にて）
６月 聖籠さくらんぼまつり（おおむね中旬の土曜日）
７月 聖籠マリンフェスタ（中旬）

聖籠町

８月 聖籠夏祭り（第１日曜日とその前日の土曜日）
９月
10月 スポレク祭（１０日）
聖籠秋まつり（３日/文化の日）、聖籠町文化祭（３日/文化の日を中心に１～３日

11月 間）

12月
１月 亀塚練馬（26日以前の土曜日）
２月
３月
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４月 さくらまつり・湯かけまつり・弥彦山開き（15日）
５月
６月

弥彦村

田上町

７月 弥彦競輪開催６７周年記念ふるさとカップ（7月29日～8月1日）
８月
９月
10月
11月
12月
１月
２月
３月
４月
５月
６月

菊まつり（１～24日）

７月
８月
９月
10月
11月
12月
１月
２月
３月
４月
５月

田上夏まつり

彌彦神社二年参り・初詣

うめまつり・護摩堂山開き
あじさいまつり開園式・あじさいまつり（６月～７月）

温泉まつり
産業まつり

奇祭「つがわ狐の嫁入り行列」（３日）、春の山菜まつり

６月 七福の里祭り
７月 全海堂御開帳（８日）
８月 ふるさとまつり、ふるさとふれあいまつり
阿賀町

９月 阿賀野川レガッタ
10月 産業祭（10月～11月）、狐の里がえり市
11月
12月
１月
２月 鐘馗様祭（11日平瀬区、第１・日曜牧野区）
３月 鐘馗様祭（２日大牧区、第２・日曜夏渡戸区）、正鬼様祭（８日熊渡区）

(10) 市町村イベント・祭り一覧
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４月
５月 大漁さかなまつり（３日）、天領の里春まつり（３日）
６月 出雲崎大祭（17日）
７月 海開き（１日）
出雲崎ストリートジャズ（６日）、汐風ドリー夢カーニバルⅩ・船まつり・大花火

８月 大会（15日）、出雲崎おけさ全国大会（27日）
出雲崎町

９月
10月 出雲崎汐風食堂（１日）
11月
12月
１月 獅子舞（２日・３日・11日）
２月
３月
４月 花まつり・ゆざわ(２９日）
５月 越後湯沢ユニバーサルウォーク（２７日）
６月
７月 FUJI ROCK FESTIVAL（２８日～３０日）
８月 湯沢温泉夏まつり（15日・16日）、ハチロクゆかたまつり(６日)

湯沢町

９月 越後湯沢秋桜ハーフマラソン(２４日）
10月 こらっしゃい湯沢収穫祭(第３日曜）
11月
12月
１月
２月
３月 湯沢温泉雪まつり（第１土曜）、越後湯沢全国童画展（第１土曜から10日間）
４月 河岸段丘ウォーク（29日）
５月
６月 苗場山山開き（1日）、萌木まつり（第1日曜）、けっとのほかげ（中旬）
７月 津南まつり（第4土曜）、津南ひまわり広場（7月下旬～8月下旬）
８月 大割野熊野三社女神輿（27日）

津南町

９月 越後妻有クラフトフェア（中旬）
秋山郷紅葉まつり（第3土日）、河岸段丘花火（第4土曜）、秋山郷やすらぎウォー

10月 ク（第4土曜）

11月 見玉不動尊火渡り護摩（上旬）
12月
１月
２月
３月 津南雪まつり（上旬）、豪雪地面出し競争（下旬）

(10) 市町村イベント・祭り一覧
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４月 桃の花見フェスティバル（１６日）
５月
６月
７月
８月 刈羽村ふるさとまつり（１５日）
９月
10月
11月
12月
１月
２月
３月
４月
５月
６月 第44回UP・DOWN関川マラソン
７月 大石ダム湖畔まつり・かじかとりまつり

関川村

８月 えちごせきかわ大したもん蛇まつり（最終日曜日）
９月
10月 農林業まつり、えちごせきかわ米沢街道まつり
11月
12月
１月 わかぶな高原スキー場ジャイアントスラローム大会
２月 第13回おおいしどもんこ祭り、えちごせきかわ雪まつり、七ヶ谷雪ほたる
３月
４月 粟島一周マラソン（24日）
５月 島びらき（2日～3日）
６月 クリーンアップ作戦（19日）、粟島マグロ食べ放題ツアー
７月 タケノコ捕りツアー
８月 盆踊り（13日～14日）、七夕様、若者体験交流（2週間）

粟島浦村

９月 磯ダコ捕りツアー（1週目を除いた毎週土曜日）
10月 八所神社大祭
11月
12月
１月 演芸会
２月
３月 初兎

