
4日 五十沢キャンプ場
オープニングフェスティバル 五十沢キャンプ場

第4日曜日 巻機山山開き 巻機山
最終日曜日 八海山大倉口火渡り大祭 坂本神社

 五十沢キャンプ場
4日 五十沢キャンプ場

オープニングフェスティバル 五十沢キャンプ場

中旬～5月中旬 カタクリ・山野草みごろ

5月

3日 八海山社務所節分祭 八海山社務所
第2土曜日、日曜日 南魚沼市雪まつり 南魚沼市雪まつり会場
第3土曜日 しおざわ雪譜まつり 鈴木牧之記念館周辺
第3土曜日～4月3日 ひな雪見かざり 塩沢牧之通り、つむぎ通りほか

2月

第1土曜日 越後浦佐毘沙門堂裸押合大祭 普光寺毘沙門堂
上旬 スキーカーニバル前夜祭 シャトー塩沢スキー場
上旬 五日町スキーカーニバル 五日町スキー場
上旬 八海山麓ホワイトカーニバル 八海山麓スキー場
上旬 舞子雪上花火大会 舞子スノーリゾート
上旬 上国ウィンターカーニバル 上越国際スキー場
上旬 石打丸山SKI FEST 石打丸山スキー場
12日　 一宮神社農具市 一宮神社

3月

6日 越後の奇祭  八坂神社婿の胴上げ 八坂神社
第1日曜日 龍谷寺開運観音大祭 龍谷寺
第2日曜日 南魚沼グルメマラソン 八色の森公園
第3日曜日 天昌寺観音堂御開扉 天昌寺
中旬～7月中旬 ホタルみごろ 銭淵公園ほか、各所あり
下旬～7月中旬 各地区山開き 金城山、中ノ岳、八海山ほか
30日 坂戸山山開き 坂戸山
最終日曜日 八海山城内口火渡り大祭 八海神社

6月
第1日曜日 大巻ふるさとまつり・大煙火大会 五日町雪国スポーツ館周辺
第1土曜日 巻機権現火渡り 巻機神社
14、15日（毎年） 大前神社例大祭（翁式三番奉納） 大崎
16日（毎年） 五十沢ふるさとまつり煙火大会 五十沢地域開発センター跡地周辺
16、17日（毎年） 関山神社大祭 関山神社
下旬 魚野川鮎まるかじり祭り 六日町坂戸橋河川敷
最終日曜日（毎年） 上田ふれあい祭り 登川河川公園、滝谷橋周辺
31日～9月2日（毎年） 伍社宮大祭 伍社宮

8月

1月

第1日曜日 浦佐温泉耐久山岳マラソン大会・
健康歩こう大会 浦佐旅館街

中旬 若宮八幡宮 十五夜祭（太々御神楽） 若宮八幡宮
中旬 ぶどう収穫祭とワイン祭り アグリコア越後ワイナリー
最終日曜日 南魚沼コシヒカリ稲刈り体験 道の駅南魚沼 雪あかり

9月

中旬 城内豊年ふるさとまつり大煙火大会 城内地区センター、城内小学校
中旬 八色の森市民まつり 八色の森公園
20日（毎年） 八海山大崎口大火渡り大祭 八海山尊神社
31日～11月10日（毎年） 魚沼菊花展・浦佐菊まつり 普光寺毘沙門堂

10月
 五十沢キャンプ場 五十沢キャンプ場

30日 坂戸山山開き 坂戸山
最終日曜日 八海山城内口火渡り大祭 八海神社

第1日曜日 南方稲荷尊天例大祭 関興寺
上旬 上の原花菖蒲まつり 上の原花菖蒲園周辺
14～16日（毎年） 塩沢まつり（住吉神社祭礼） 塩沢駅周辺
17～19日（毎年） 南魚沼市兼続公まつり 六日町
中旬 浦佐夏祭り・白山神社大祭 浦佐地区、白山神社周辺
24、25日（毎年） 五日町八幡宮大祭 五日町
下旬 八海山登山の日 
下旬 しゃくなげ湖まつり しゃくなげ湖（三国川ダム）周辺ほか
下旬～8月上旬 八色スイカまつり JAみなみ魚沼あぐりぱーく八色構内

7月
4月

中旬 スキー場OPEN
12月
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