
「大地の芸術祭の里」越後妻有 2014 夏

夏の里山とアートをめぐるツアー
（ガイド付き）

今年も越後妻有の夏は、里山とアートを楽しむプログラムが盛りだくさん。来年の大地の芸術祭
にむけて、アーティストや様々な分野の専門家も集っています。
今夏のツアーは、アート・食・農・越後妻有の魅力を、芸術・絵本・民俗などの切り口でお届けします。

8／
9（土），
17（日）

越後妻有 大地の芸術祭の里 名作をめぐるツアー

大地の芸術祭の里には、約 200 点もの作品が、東京 23 区とほぼ同じ広さに点在しています。
越後妻有のアート作品は、美術の教科書に掲載されたり、世界中から注目される名作を選
んでコースをつくりました。
アートの成り立ち、アートと関わる住民の暮らしなど、様々なエピソードを聞くことがで
きるのもこのツアーの魅力です。車がなくてあきらめていた集落めぐりをこの機会に。

オススメ！
初心者から、

リピーターの方まで

［行程］
8 月 9 日（土）　9：15　越後湯沢駅東口⇒10：15　十日町駅西口出発（以降、バ
スで移動）⇒バタフライ・パビリオン⇒うぶすなの家・みしゃぐち⇒光の館⇒越後
妻有里山現代美術館［キナーレ］・越後しなのがわバル（昼食）⇒絵本と木の実の美
術館⇒再構築⇒ポチョムキン⇒船の家⇒17：10　十日町駅　⇒18：10　越後湯沢
駅東口
8 月 17 日（日）　9：15　越後湯沢駅東口⇒10：15　十日町駅西口出発（以降、バ
スで移動）⇒CIAN⇒静寂と喧騒の中で /手旗信号の庭・ブランコの家⇒まつだい「農
舞台」・越後まつだい里山食堂（昼食）⇒脱皮する家⇒オーストラリア・ハウス⇒最
後の教室⇒家の記憶⇒越後妻有里山現代美術館［キナーレ］⇒17：10　十日町駅⇒
18：10　越後湯沢駅東口

来年は芸術祭！アートで胎動する越後妻有の里山をめぐろう！

参加費：大人 6,300 円小学生 4,200 円　（バス代、ガイド代、昼食代、保険代込）
　※作品鑑賞パスポート別途（大人 2,000 円、小中学生 500 円）

8／
14
　（木）

北川フラムと巡る 越後妻有ミステリーツアー
アートによる地域再生は、瀬戸内そして市原へとつながり、新しい美術のありかた、地域
づくりの手法として国内外から注目されています。総合ディレクターの北川フラムが、越
後妻有でなにを感じ、どのように構想してきたか、芸術祭の展開は？北川自らコースを選
定。ディレクターズカットの越後妻有ツアーです。

［行程］
9：15　越後湯沢駅東口⇒10：15　十日町駅西口出発（以降、バスで移動）⇒行程は当日の
お楽しみ⇒16：00　越後妻有里山現代美術館［キナーレ］★⇒17：00　十日町駅　⇒18：00
　越後湯沢駅東口
★16：30 からは、北川フラムと企画展「1/100,000 の妻有」出品作家日比野克彦氏のアーティ
ストトークがございます。ぜひご参加ください。（パスポート提示で参加無料）

地域づくり関係者
オススメ

参加費：大人 6,300 円小学生 4,200 円　（バス代、ガイド代、昼食代、保険代込）
　※作品鑑賞パスポート別途（大人 2,000 円、小中学生 500 円）



8／
絵本と木の実の美術館オリジナル
越後妻有空間絵本の旅

［行程］
9：15　越後湯沢駅東口⇒10：15　十日町駅西口出発（以降、バスで移動）⇒行程は当日のお楽しみ
⇒16：30　絵本と木の実の美術館☆⇒17：00　十日町駅着⇒18：00　越後湯沢駅東口
☆17：00 からは、イベント「BACCA*GOHGI な鉢祭り！」が開催されます。あわせてご参加ください。
　（参加費：パスポート提示で大人 1,500 円）

16
　（土）

親子の参加も
オススメ！
イベントにも
そのまま
参加できます

廃校がまるごと空間絵本になった「絵本と木の実の美術
館」。日経プラスワン 何でもランキング「廃校で土地の魅
力 再発見」「アートを感じる」で、堂々の 1 位に選ばれ、
年齢問わず子どもから大人まで楽しむことができ、日々多
くの人が訪れています。そんな「絵本と木の実の美術館」が、
越後妻有全体を空間絵本に見立てた楽しむツアーを企画し
ました。越後妻有に降り立ったそのときから、物語はスター
ト。主人公はあなた自身です。行程は、当日のお楽しみです。

8／
越後里山怪談
里山の霊地とアートをめぐる 2日間

［行程］

9日）    14：00 ～　越後里山怪談（まつだい郷土資料館）⇒特別メニューの夕食⇒温泉⇒三省ハウス泊

10 日）9：30　まつだい駅出発⇒小荒戸集落で地域住民と霊の通り道を探る⇒大棟山美術博物館で坂口安吾の文学をひもとく⇒夢の家・

最後の教室 アート作品と異界の地を感じる⇒13：00　まつだい駅着

●10 日のツアーのみの参加も可能です。大人 5,000 円　小学生 3,000 円

　9（土）
～10（日）

怪奇文学・編集者 東 雅夫と、踊る民俗学者の森 繁哉とともに、
越後の怪を経験する 2 日間。里山の夏は、祖霊の迎えなど、
生者と死者とが交錯する季節でもあります。
東の朗読、森の舞踏と土地の古老による語りで構成される「越
後里山怪談」、東と森が越後の里山に見出す霊性など、異界
の息吹を感じることができます。

参加費：大人 6,300 円　小学生 4,200 円　（バス代、ガイド代、昼食代、保険代込）
　※作品鑑賞パスポート別途（大人 2,000 円、小中学生 500 円）

参加費：大人 12,000 円　小学生 8,000 円　（宿泊代、バス代、ガイド代、食事：朝 1・
昼 0・夕 1、保険代込）
　※作品鑑賞パスポート持参の方は、大人 1,000 円、小学生 500 円引き

旅行企画・主催、お申込み：一般社団法人十日町市観光協会　電話：025-757-3345
最少催行人数：2名　お申込み締切：催行の 3日前
※催行の場合、空席がありましたら、当日の受付もいたします（ただし、十日町駅でのみ受付）

越後の怪をめぐる
異界の扉を
開けてみよう

☆イベント後の十日町駅 送迎バスもあります。ツアーお申込みと合わせてご予約ください。
　絵本と木の実の美術館発⇒十日町駅（別途 500 円）1便）19：50 発　2便）20：40 発



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●募集型企画旅行契約 

この旅行は、(一社)十日町市観光協会（新潟県十日町市本町 2 丁目 226 番地 1 

新潟県知事登録旅行業第 2-369 号、以下「当社」といいます。）が企画・実施す

る旅行であり、この旅行にご参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を

締結することになります。契約の内容･条件は、下記条件、別途お渡しする旅行

条件書（全文）、出発前にお渡しする確定書面（最終日程表）及び当社旅行業約

款募集型企画旅行契約の部によります。 

●お申込方法と契約の成立時期 

(1)お申込書に所定の事項を記入し、お申込いただきます。 

(2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段（以下「電話等」という）

による旅行契約の予約のお申込を受付けることがあります。この場合当社が電

話等による旅行契約の予約の承諾の旨を通知した日から 3 日以内にお申込書を

提出していただきます。この期間内にお申込書を提出されない場合は、当社は

予約がなかったものとして取り扱います。 

(3)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込書を受領したときに成立する

ものとします。 

●旅行代金のお支払い 

旅行代金は、旅行当日またはお申し込み時にお支払いください。 

●旅行代金に含まれるもの 

旅行日程に明示した宿泊料金、運送機関の運賃・料金、食事代、拝観入場料及

び消費税等諸税。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含み

ません） 

●取消料 

旅行契約成立後のお客様の都合で契約を解除されるときは次の金額を取消料と

して申し受けます。またお客様の任意で旅行サービスの一部を受けなかったり、

途中離団された場合は、お客様権利放棄となり一切払戻しをいたしません。 

「夏の里山とアートをめぐるツアー」参加申込書 

（一社）十日町市観光協会  行  （FAX：025‐757‐5150） 

※個人情報保護のため、FAXでお申込みの際は番号をお間違えの無いようご注意ください。また FAXを送信 

されましたら、着信確認のお電話をお願いいたします。 

≪お申込みの際には、必ず旅行条件書(全文)をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込みください。≫ 

◆ご旅行に関するお申込み・お問合せ◆ 

一般社団法人 十日町市観光協会 

〒948‐0082 新潟県十日町市本町 2丁目 226 番地 1  
十日町市本町分庁舎内 

TEL 025‐757‐3345／FAX 025‐757‐5150 

（平日 8:30～17:15）  国内旅行業務取扱管理者 西野正人 

取  消  日 取  消  料 

①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目(日帰り旅

行にあたっては１１日目)にあたる以前の解除 
無  料 

②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日目(日帰り旅

行にあたっては 10 日目)にあたる日以降の解除(③～⑥を除く) 
旅行代金の 20％ 

③旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目に 

あたる日以降の解除(④～⑥を除く) 
旅行代金の 30％ 

④旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％ 

⑤旅行開始日当日の解除(⑥を除く) 旅行代金の 50％ 

⑥旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

●その他 

この旅行条件は、2014 年７月 1 日を基準としています。また旅行代金は 2014

年７月 1 日現在有効な運賃・規則を基準として算出しています。 

フリガナ  年 齢 作品鑑賞パスポート 

お名前  才 有 ・ 無 

ご住所 
〒 

ご連絡先 
（自宅電話番号） 

     －     － 

（携帯電話番号） 

     －     － 

（FAX 番号） 

     －     － 

ご同行者 

お名前  お名前  

年齢   才 作品鑑賞パスポート 有 ・ 無 年齢   才 作品鑑賞パスポート  有 ・ 無 

コース No. 

①「大地の芸術祭の里の名作をめぐるツアー」８月９日（土） 

②「大地の芸術祭の里の名作をめぐるツアー」８月１７日（日） 

③「北川フラムと巡る越後妻有ミステリーツアー」８月１４日（木） 

④「絵本と木の実の美術館オリジナル 越後妻有空間絵本の旅」８月１６日（土） 

⑤ 絵本と木の実の美術館～十日町駅 送迎バス ８月１６日（土） 

【往路】十日町駅 16:15発・【復路】美術館 19:50発、20:40発 

⑥「越後里山怪談 里山の霊地とアートをめぐる２日間」８月９日（土）・１０日（日） 

⑦「越後里山怪談 里山の霊地とアートをめぐる２日間」８月１０日（土）のみ 

ご希望コース No. 

 

①～④のコースをお申込みの方  

十日町駅発・越後湯沢駅発 

⑤のコースをお申込みの方 

往復 ・ 復路のみ 

 

年   月   日 

 

・上記申込書に必要事項をご記入の上、旅行日の３日前までにＦＡＸ（025-757-5150）してください。 

 ※４名様以上でお申込みの場合は、本用紙をコピーの上、ご利用ください。 

・お申込みの際は、お電話にて空き状況のご確認をお願い致します。 

・旅行代金は、当日バスに乗車する際に係員にお支払いください。 

 

ご旅行 

代金 
（お一人様） 

①～④：大人 ６，３００円／小学生 ４，２００円 （食事：昼１） 

※作品鑑賞パスポート別途（大人２，０００円／小中学生５００円） 

⑤：大人（小学生以上）《往復》１，０００円 《復路のみ》５００円 

⑥：大人 １２，０００円／小学生 ８，０００円（宿泊代込、食事：朝１、夕１） 

⑦：大人 ５，０００円／小学生 ３，０００円 

※⑥、⑦でパスポートお持ちの方は、大人１，０００円／小学生５００円引き 

その他 
ガイドあり バス代・保険料込 各出発日とも募集定員 24名（最少催行人員 2 名） 

※天候や交通事情により、行程または時間が変更となる場合がございますのでご了承ください。 

 

 
 


