
クリスマスイルミネーション

花と緑の館

日中に館内がイルミネーション
やクリスマスツリーできらびや
かに輝きます！
12/4土～12/25土
開園時間中

12/4土、5日、12日 10：00～15：30
12/11土、18土、19日 12：00～16：00
12/24金、25土 12：00～19：00

協力：おせっかい倶楽部

※12/24金、25土以外の夜間開園は
　ありません。

※イベント開催のため12/20月～26日はKIDSステーション終日利用中止

長岡スカイランタンフェスティバル

緑の千畳敷

ランタンが公園の空に幻想的にあがります。
12/24金 19：30～
12/25土 17：30～ 19：30～

7色に輝くジェルキャンドル体験
ドライフラワーやサンド、木の
実などで7色に輝くジェルキャ
ンドルを作ってみませんか？

クリスマスパーツで飾る
文字型キーホルダーを
作ってみませんか？

協力：handmade N’s garden

1,200円～

500円～

12/5日　10：00～15：00

LEDライトづくり&クリスマスランタン

クリスマスマーケット
花と緑の館 いこいの広場

かわいい手作りライトや、クリ
スマスランタンを作ってみま
せんか？

協力：アトリエ花音＆アトリエAnne
800～1,000円

12/11土、12/12日　
10：00～15：00

パフェデコ体験 クリスマスVer.
ツリーやクリスマスケーキの形に小
物をデコレーションしませんか？

12/24金、12/25土　
協力：Smile Ribbon500円～

15：00～19：00

クリスマスリース＆スノードームづくり
クリスマスリースやスノードーム、ハーバリウム
ボールペンを作ってみませんか？

協力：雑貨HARU

12/18土、12/19日　10：00～15：00

600円

キャンドルホルダーづくり
キャンドルフォルダーにイラストやメッセージを描こう！

アートマルシェ
クリスマスにぴったりのかわいい小物
や雑貨が並ぶマルシェ。

クリスマスカラーのアルファベット
キーホルダーづくり

協力：NICOTTO880円～
12/4土　

URL:https://niigata-lantern.com

12/4土、5日、12日 10：00～15：30
12/11土、18土、19日 12：00～16：00
12/24金、25土 12：00～19：00

ポインセチアプレゼント

花と緑の館

クリスマスイルミネーションで展示したポインセチアを
プレゼントいたします。
12/26日 
9：30～（なくなり次第終了）

先着100名（1人１鉢）

10：00～15：00

新型コロナウイルス感染予防のため、各種プログラムは予告なく変更・中止になる場合があります。

WINTER
2021-2022 12-３月冬

対象 雨天時

自動車をご利用の場合
関越自動車道長岡ICより約10分
公共交通機関をご利用の場合
JR長岡駅・大手口6番線よりバスで約35分＋徒歩10分

facebook、Instagram、twitter配信中！ 
s

国営越後丘陵公園 越後公園管理センター
※12～3月は降車バス停が変わります（「陽光台4丁目」）。

※イベントは予告なく変更・中止になることがあります。　※料金が記載されていないイベントは全て無料です。
※冬期（12～3月）はご利用いただけないエリアや施設がございます。

12～3月は入園料・駐車料が“無料”です。

開 園 時 間 9：30～16：30（12/24・25は20：00まで）

休　園　日 12/1水、6月～8水、13月、20月、27月～1/1土、4火
1～3月の毎週月曜日（月曜が祝日の場合は翌日）

※12/11、18、19は長岡花火ウインターファンタジー開催のため16:00閉園。
　延期の場合は12/12、26も16:00閉園。

※1/3月は開園

国営越後丘陵公園 ご利用案内 （12～3月）

里山口

ウェルカムゲート

E17

国営越後丘陵公園
看板

国営越後
丘陵公園看板

国営越後丘陵公園看板

大積2丁目

23

里山フィールドミュージアム
および里山口は冬期（12月～
3月）は閉鎖いたします。
4月よりオープンします。

長
岡
南
越
路

ス
マ
ー
ト
IC 2021.11.151.000

早春フラワー
フェスティバル

〈ウェルカムゲートまで〉
予 告

早春のフラワーリレー！
クリスマスローズや雪割草、カタクリなど
次々春の訪れをお知らせします。

2022年1月22日（土）～4月10日（日）

観覧無料（打ち上げ参加は有料）
KIDSステーション

※写真はイメージです。

光るわたあめ 500円

各250円

12/4土～12/25土の土日
12/24金　
11：00～15：30
（12/24、25は19：30まで）
暖の館2階（12/24、25は花と緑の館2階）

ロイヤルパープルドーナツ
パステルピンクドーナツ

12/11土からの
土日祝
開園時間中
花と緑の館 売店

冬の公園グルメ

ランタン打ち上げ参加方法については、「新潟スカイラン
タンフェスティバル実行委員会」のURLをチェック！

9：30～16：30

2022

入園料・駐車料無料

詳細は裏面をチェック！

詳細は裏面をチェック！

えちご
スノーワールド

開園は1/2日からウインター
スペシャルオープン

9：30～20：00
入園料・駐車料無料

2021

クリスマスイルミネーションクリスマスイルミネーション
屋内が幻想的にきらめく

12/4土～12/25土 9:30～16:30（12/24、25は20：00まで）

日中開催



10：30～12：00
13：00～14：30

緑の千畳敷

ペンギンが公園にやってくる！ スノーラフティング キャンプの楽校　冬編
かわいいペンギンたちが公園
に遊びにきます。

2/6日

荒天延期2/20日
※鳥インフルエンザ等の状況により延期・中止となる場合があります。

協力：長岡市寺泊水族博物館　　

10：00～15：00
緑の千畳敷

スリル満点！スノーモービルが
ひっぱるラフティングボートに
乗り雪上を駆け抜けます！

2/5土、2/6日

少雪・荒天中止

300円/名

未就学児～
※未就学児は保護者同伴

9：30（受付開始）～翌日15：00解散
里山交流館えちごにあん（集合）

超初心者限定！一晩で達人になれるキャンプ講座
【冬バージョン】を開催します。

1/22土～1/23日

少雪・小雨決行、荒天中止

１家族（4名まで）20,000円/組
別途食費1,500円/名（夕食・朝食・昼食の3食分）
※1日目の昼食はご持参ください。
別途レンタル費5,000円/組（必要な方）
※寝袋、マット、イス、テーブル、テント、タープ、ランタン等

家族3組 事前申込 共催：森の演出家協会長岡支部共催：森の演出家協会長岡支部

事前申込・お問い合わせ：https://www.mori-pro.life/nagaoka

ウィンタースポーツを楽しもう！ ながおかタニタ健康くらぶ対象講座

5歳以上 ※小学生以下は保護者同伴　

講師：松永 紘明氏（トレイルランナーズ）
荒天中止

花と緑の館（集合）

スノーシューで雪山に出かけてみよう！

500円 （スノーシューレンタル費込み）

1/22土、2/19土 9：50～12：45

プロトレイルランナー松永紘明さんと一緒に冬しか通
れない特別な道を歩いてみよう！

小学生以下の初心者～初級者 
※保護者の同伴なしで90分授業を受けられる方。
※スキー用具のレンタルはございません。　

少雪・荒天中止

少雪決行、荒天中止

暖の館（集合）

1/23日、1/30日

初心者向け　アルペンスキー体験会

1,000円

10：30～12：00

25名 事前申込
30名 事前申込

未就学児～ ※小学2年生以下は保護者同伴 荒天中止

ウェルカムゲート（集合）
2/23水㊗、3/27日

冬＆早春の里山散歩

9：30～12：30

30名 事前申込

花と緑の館（受付）

2/13日

スノートレイルランナーズカップ国営越後丘陵公園

見渡す限りの銀世界を走る雪上大会。トレイルランニン
グコースを走り、雪の丘を駆け上がれ！

2月は白銀の森で動
物の足跡などを探し
に、3月はマンサクの
花などを愛でながら、
里山を散策しましょう。

共催：トレイルランナーズ共催：トレイルランナーズ

［動物取扱業登録］　名称 /長岡市寺泊水族博物館
種別 /展示：新潟県長保第 1205005 号　登録年月日：H29.5.29
有効期間の末日：H34.5.28　動物取扱責任者 /坂井 昌樹

大会の詳細はトレイルランナーズ
のHPをご覧ください。
URL:https://trailrunners.jp

※積雪状況によりスノーシューなどを使用します。

バーティカル10：30～ トレイル12：40～

積雪時は遊具が
ご利用になれません。

展望台

雪割草群生地

※トイレのみ利用可

自然探勝路橋

緑の千畳敷

クロスカントリースキー
ロングコース

スノーシュー
ショートコース

スノーシュー
ロングコース

クロスカントリースキー
ショートコース

ソリ用
ロープリフト

ウェルカムゲート

花と緑の館

ゲレンデ小屋

PP

暖の館

（土日㊗限定）

更衣室・乾燥室、無料シャワー、
あったまろって（軽食コーナー）、
授乳室、ロッカー

園内の特設コースをスノーシューで
散策しよう！円周路周辺の「ショート
コース」と、土日祝日限定で自然
探勝路を一周できる「ロング
コース」もオープン！

●ロングコース（約4㎞）
●ショートコース（約2㎞）

※コースの整備、安全確認完了後に
　ご利用いただけます。

※コースの整備、安全確認完了後に
　ご利用いただけます。

スノーシューコーススノーシューコース

●ロングコース（約2㎞）
●ショートコース（約1㎞）

クロスカントリー
スキーコース
歩くスキー“クロスカントリースキー”
をアクティブに体験。

自由に雪遊びを楽しんで
いただけるコーナーです。

雪遊び広場雪遊び広場

KIDSステーション

レストラン、ロッカー、救護室、
授乳室、レンタル受付

ゲレンデ小屋
● インフォメーション
● 休憩コーナー
● レンタル受付

遊び方は無限大！

初級ゲレンデ初級ゲレンデ

初めての方や小さなお子様に
ぴったり!

小さなお子様や初心者など、初めて
のスキー練習に最適なゆるやかな斜
面のゲレンデです。

※アルペンスキー・スノーボード・ウェアーの
　レンタルはございません。
※サイズ・数量には限りがございます。

無 料

無 料

無 料

ゲレンデ小屋

エアボード（小学3年生以上）

ソリ
スノーレーサー（小学生～）

土日㊗：1日500円、1時間200円（延長30分100円）　平日：無料
土日㊗：1時間300円（延長30分100円）　平日：貸出なし
土日㊗：1時間500円（延長30分100円）　平日：貸出なし
土日㊗：3時間500円、1時間200円（延長30分100円）
平　日：１日200円

スポーツ用スノーシュー&
　　　　　　ポールセット

スノーシュー(簡易)

雪遊び道具(スコップ、バケツ、コンテナ等) 

クロスカントリースキー用具
(スキー板、ストック、くつ)

花と緑の館

レンタル用品手ぶらで来ても

思いっきり楽し
める！

閉園30分前まで

暖の館２階

小学生まで（遊具により異なる）
※2021年12/20月～
　2022年1/1土は利用休止

休憩スペース・コインロッカー、授乳室なども完備し
ているので雪遊び後の休憩エリアとしてもご利用い
ただけます！

寒い日・
天気が悪い日も思いっきり遊ぼう！ K  I  D S ステ ー シ ョ ン

えちごスノーワー
ルド

2022年
1月8日　 ～2月27日　 土 日

入園料・駐車料無料

アイスチューリップ展示

1/22土～2/12土
花と緑の館

アイスチューリッププレゼント
2/12土 9：30～（なくなり次第終了）
花と緑の館

ソリの貸出は
平日無料！

ソリの持込
OK！

あったまろって（暖の館2階）

レストラングリーンフィールド
（花と緑の館２階）

11：00～15：30

11：00～15：30
（食事LO14：30、
ドリンクLO15：00）

豚汁 おにぎり

雪いっぱいの公園を満喫！！

開園は1/2日から！1/3月も開園！開園は1/2日から！1/3月も開園！

小倉峠

&

アクティブゲレンデ
スノーレーサーなどのハンドル付きの
ソリの持込が可能なゲレンデ。
（金属、木製、立って乗れるソリ可）
※足でブレーキがかけられないソリは
　持込できません。

ソリゲレンデ
ソリ専用なので小さなお子さまも安心して
遊べます。

ソリリフト

長さ150ｍ

無 料

※平日は利用5日前までに団
体利用申込み(20名以上)
があった場合に運行します。
※ソリ以外のご利用はできま
せん。
※荒天、強風、視界不良の場
合は運行停止します。

10：00～16：00土日㊗

各ゲレンデ、コース、リフトは、積雪・整備状況また、安全管理等により利用開始が遅れたり、利用できない場合がございます。
詳細はHPをご覧いただくか、越後公園管理センター（TEL 0258-47-8001）までお問い合わせください。

球根を低温貯蔵することで開
花時期を調節した「アイス
チューリップ」総数4,500本を
屋内に展示します。

先着150名
※1人1ポット ※展示で使用したポットです。 
※来年も冬季に開花する球根は採れません。

協力：新潟県花卉球根農業協同組合

営業日：土日祝日冬の公園【グルメ】

クロスカントリースキー 

スノーシュー

スポーツ用スノーシ
ュー


