
文化・芸術・郷土史
問 社会教育課�文化振興班　☎773-3756

　八色の森公園内にあり、ベースボール・マガジン社の
創設者である池田恒雄氏が収集したコレクションを中
心に、プロ野球やオリンピックなどのスポーツ関係の
展示室を常設。ほかにも日本最初の女性洋画家・ラグー
ザ玉の絵画、小泉八雲の文学資料、會津八一の書など幅
広い美術品を収蔵し、公開しています。常設展示のほか
に、さまざまなジャンルの企画展を年間を通じて多数
開催しています。
　館内には喫茶コーナーを設置、八海山と越後駒ケ岳
を一望しながらコーヒーを飲むことができ、八色の森
公園内の憩いの場となっています。
●開館時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
　　　　　　注臨時に開館時間を変更する場合あり
●休��館��日　毎週水曜日・年末年始
　　　　　　注祝日の場合は翌日が休館日
　　　　　　注展示変更のために臨時休館する場合あり
●入��館��料　［一般］500円・［高校生以下］無料
　　　　　　注団体割引（20人以上400円）
　　　　　　注障害者手帳をお持ちの人は400円
　　　　　　（手帳を提示。付添い1人まで400円）
●そ��の��他　�館内はバリアフリーで、車椅子の貸出あ

り。（2台）授乳室も完備
●問��合��せ　〒949-7302　浦佐5493-3
　　　　　　☎780-4080　FAX 777-3815
　　　　　　URL　http://www.ikedaart.jp

池田記念美術館

●蔵書検索
　市内3館の蔵書を各館設置のパソコンで検索ができ
ます
●予約サービス
　貸出中の本の予約ができます
●リクエストサービス
　所蔵していない本などの購入リクエストや、他の図
書館から借りることもできます
●レファレンス（調査相談）
　資料探しや調べたいことなど、相談に応じます
●コピーサービス
　図書館の資料に限り、著作権の範囲内でコピーでき
ます（有料）
●宅配サービス
　高齢や身体が不自由で図書館に行けない人に、本な
どの宅配サービスを行います（サービスを受ける前に
手続が必要です）
●巡回図書
　市図書館から大和・塩沢図書室に隔月で蔵書の入れ
替えを行っています。近くの図書館としてご利用くだ
さい

図書館サービス

図書館事業

　幼児・小学生・保護者を対象に、毎月第3土曜日、14時
から南魚沼市図書館で毎月テーマを変えて開催

読書のつどい

　入園前の乳幼児と保護者を対象に、毎週水曜日、10時
30分から南魚沼市図書館で絵本の読み聞かせなどを開
催

絵本のへや

　乳幼児・保護者を対象に、毎月第2日曜日11時から南
魚沼市図書館で読み聞かせや手遊びなどを開催

おはなしのじかん

　乳幼児と保護者を対象に、毎月1回金曜日の10時か
ら大和公民館で絵本の読み聞かせなどを開催

えほんであそぼ

　4か月健診時に、本に親しみ、本を通じた親子のふれ
あいのためにメッセージを伝えながら、絵本と子育て
支援の資料などが入ったブックスタートパックを手渡
しています

ブックスタート

　小学生・保護者を対象に、奇数月に1回土曜日の13時
30分から南魚沼市図書館で開催

おはなし会と工作
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●利用料金　�施設利用料金のほか、附属設備は有料
注 �各種減免規程有り。詳しくは、お問い合わせください
●問��合��せ　〒949-6680　六日町865
　（公財）南魚沼市文化スポーツ振興公社　文化振興係
　☎773-5500　FAX 772-8161
　URL　http://www.6bun.jp/kaikan/

施設名 申込開始日
大ホール 利用しようとする日の1年前から

多目的ホール
同上（物品の販売と、これらに類
する行為を目的とする場合は6
か月前から）

大ホール舞台 2か月前から
リハーサル室または
楽屋のみ 同上

多目的ホールの利用に
付随する楽屋などの利用 同上

　市民会館は、芸術文化の鑑賞の場であるとともに、練
習、創作、発表など、市民の芸術文化活動の場としての
機能を併せ持つ文化施設です。
●開館時間　9：00～22：00
●利用申込受付時間　8：30～17：15
●休��館��日　�月曜日・年末年始（12月29日～1月3日）� �

（月曜日が祝日の場合はその翌日）
●施設内容
　大ホール：�固定席1,224席、ギャラリー席40席、� �

車椅子席4席
　多目的ホール：移動席300席
　リハーサル室：72㎡（12m×6m）　
　楽屋1：37㎡　楽屋2（和室）：18㎡（6畳）
　楽屋3：16㎡
●施設利用の受付開始日

市民会館
　新潟県上越市出身の洋画家富岡惣一郎（1922～94）
の油彩画など約570点を収蔵、常設展示しています。富
岡は生涯雪国を取材し描き続け、その雪の白さ、美しさ
を表現するために、自ら開発した白の油絵具「トミオカ
ホワイト」と特大ペインティングナイフを使用し、油絵
とは思えない平滑、清澄な作品を制作しました。これら
の作品は国内外で高い評価を受け、サンパウロ・ビエン
ナーレなどで賞を得ています。
●開館時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
　　　　　　（12月～3月の開館は10：00～）
●休��館��日　�毎週水曜日（祝日の場合は翌日）� �

※8月・10月は無休� �
展示替期間・年末年始

●入��館��料　個人　［一般］500円・［小・中・高校生］250円
　　　　　　団体　［一般］400円・［小・中・高校生］200円
　　　　　　注団体割引（20人以上）
　　　　　　注 �障害者手帳をお持ちの人は提示により無料
●市民招待　・�毎月、8日・18日・28日は、休館日を除き

「市民招待の日」として、南魚沼市民は無
料で入館できます。

　　　　　　・�南魚沼市内の小中学生は通年無料で入
館できます。

●そ��の��他　�館内はバリアフリーで車椅子の貸出あり
（1台）。無料ロッカー（3個）あり。

●問��合��せ　〒949-7124　上薬師堂142
　　　　　　☎775-3646　FAX 775-3650
　　　　　　URL　http://www.6bun.jp/white/

トミオカホワイト美術館

　新潟県産のスギ材を多用したせがい造りの木造建築
で、『北越雪譜』の著者である鈴木牧之（1770-1842）の
功績と雪文化を伝えるための記念館です。
●開館時間　9：00～16：30
●休��館��日　火曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　　　燻蒸・年末年始・展示替期間
●入��館��料　�個人　［一般］500円・［小・中・高校生］250円
　　　　　　団体　［一般］400円・［小・中・高校生］200円
　　　　　　注団体割引（20人以上）
　　　　　　注 �障害者手帳をお持ちの人は提示により無料
●市民招待　・�南魚沼市内の小中学生は通年無料で入

館できます。
　　　　　　・�特別展開催期間は、南魚沼市民は無料で

入館できます。
●展示内容　
・鈴木牧之と『北越雪譜』
 �牧之や交友者の遺墨、『北越雪譜』の物語とゆかりの資料
・越後上布の製作工程の用具　他
●問��合��せ　〒949-6408　塩沢1112-2
　　　　　　☎782-9860（FAX兼用）
　　　　　　URL　http://www.6bun.jp/bokushi/
※�鈴木牧之記念館とトミオカホワイト美術館、十日町
市博物館は雪国の文化と芸術を紹介する共通館とし
て雪文化三館提携を行っています

鈴木牧之記念館

105

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
・
教
育



●所在地　坂戸372
●休館日　�月曜日�

（祝日の場合は翌日）�
年末年始�
（12月28日～1月4日）

●施設内容と開館時間
施設名 施設概要 火～土曜 日曜・祝日 夏休み期間

プール

25mプール
（7コース）
ちびっこプール
（ウォータース
ライダー付）

13：00
～

21：00

10：00
～

16：00

月～土
10：00～21：00
日・祝・お盆
10：00～18：00

トレーニン
グルーム

油圧マシン・ラ
ンニングマシ
ン・エアロバイ
ク他

9：00～
21：00

9：00～
17：00

月～土
9：00～21：00
日・祝・お盆
9：00～18：30

アリーナ

バスケットボール
（2面）
バレーボール
（2面）
バドミントン
（8面）
卓球（16台）

9：00～
21：30

9：00～
17：00

月～土
9：00～21：30
日・祝・お盆
9：00～18：30

ランニング
トラック 一周150m 9：00～

21：30
9：00～
17：00

アリーナと
同じ

スラック
ライン

初級・中級・上級
のスタティック
ライン計8本

9：00～
日没

9：00～
17：00

月～土
9：00～日没
日・祝・お盆
9：00～18：30

●利用料金
　1　個人利用

公式HP Instagram

スポーツ
ディスポート南魚沼

問 ディスポート南魚沼　☎773-6620
　南魚沼の歴史は、町史などにまとめられています。
●大和地域
　『大和町史』上巻（在庫なし）
　『大和町史』中巻（5,000円）
　『大和町の近世』（3,000円）
　『大和町の近・現代』（3,000円）
●六日町地域
　『六日町史』資料編第1巻（3,000円）
　『六日町史』資料編第2巻（3,000円）
　『六日町史』通史編第1巻（3,000円）
　『六日町史』通史編第2巻（3,000円）
　『六日町史』通史編第3巻（3,000円）
　『六日町史』民俗（3,000円）
●塩沢地域
　『塩沢町史』資料編上巻（9,000円）
　『塩沢町史』資料編下巻（9,000円）
　『塩沢町史』通史編上巻（9,000円）
　『塩沢町史』通史編下巻（9,000円）
●�地域の身近な歴史を紹介した『むいかまち』、『みなう
おぬま』（1号～15号）もあります。
●�図書館で閲覧できるほか、上記の金額で販売もして
います。

郷土史誌―南魚沼の歴史―
問 社会教育課�文化振興班　☎773-3756

　現在、国の重要無形文化財としてユネスコの無形文
化遺産の代表一覧表にも記載されている『小千谷縮・越
後上布』。その技術を用いて織られ、江戸から明治にか
けて仙石の八幡宮に奉納された『奉納越後上布幟』。新
潟県の戦国時代を代表する山城である『坂戸城跡』。3月
に盛大に行われる大祭『浦佐毘沙門堂の裸押合』の4つ
が国指定文化財です。また、新潟県を代表する古墳群で
ある『飯綱山古墳群』、『北越雪譜』を著した「鈴木牧之」
の残した資料など、17の県指定文化財、107の市指定
文化財が市内に残され、大切に保存されています。埋蔵
文化財は、607か所の遺跡が確認されています。これら
の文化財の一部は市内の博物館などで展示をしていま
す。
　文化財は一度破壊されると二度と元に戻すことがで
きません。貴重な文化財を大切に保存し、後世に伝えて
いきましょう。（指定文化財、遺跡の件数は令和元年9月
現在）

文化財
問 社会教育課�文化振興班　☎773-3756

施設名 利用者
利用料金

1回券 1年定期券 3か月定期

全施設
（アリーナを
除く）

一般 710円 19,960円 8,370円
シニア

（60歳以上） 510円 10,490円 4,190円
高校生以下

プール

一般 610円 16,800円 6,280円
シニア

（60歳以上） 300円 � 8,450円 3,140円
高校生以下

ランニング
トラック 100円 � 5,300円 2,090円

トレーニング
ルーム 300円 10,490円 4,190円

トレルーム＆
ラントラ － 12,570円 5,240円

スラック
ライン 100円 － －

※定期券は、他に1か月と6か月があります
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