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三井住友海上文化財団ときめくひととき第826回 .
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l交通のご案内

日公共交通機関を利用の場合

北陸新幹線 上越炒高駅 下車「上越炒高駅前Jか ら「中央病院

行Jパ スにて「上越地域振興局庁舎前J降車、徒歩約10分

えちこトキめき鉄道 高田駅 下車
~高

田駅前案内所Jか ら「中央

病院J行 きハスにて「上越地域振興局庁舎前J降車 徒歩約10

分.ま たは「宇津ノ俣J「牧小学・
~J行

きパスにて「高田公園入

口」降車 徒歩約3分 .

えちこトキめき鉄i首 直江,ヨ駅 下車「直江津駅前Jか ら「南本

町J行 きパスにて「大手町十字路J降車 徒歩約5分 .ま たは、「中

央病院レ子きハスにて「高田公園入口J降車、徒歩約3分 .

高速バス「北城町三丁目J降車 徒歩約15分 .

1自 家用車をご利用の場合

北陸自動車道から上越インターチニンジ～国道 18号線 鳴

島立体交差点右折 高田公園内まで約10分

上信越自動車道から上越高田インターチェンシ～高田公国内

まで約15分

長崎 麻里香 (ピ アノ)

Iヽnrika Nagasalti Pia〕 lo

P4P5は込み合いますのでP6をど利用ください


