
開催日・期間 開催地

1P 3月20日～5月31日 上田市

2P 6月24日 山ノ内町

開催日・期間 開催地

３P 3月3日 安曇野市

４P 3月3日～4月8日 安曇野市

５P 3月16日～17日 山ノ内町

６P 3月17日 栄村

７P 3月17日～18日 須坂市

８P 3月18日 伊那市

掲載ページ

「上田の魅力を攻略せよ！」キャンペーン

掲載ページ

春の高校伊那駅伝2018

信州・志賀高原から始まる市川海老蔵
「いのちを守る森」づくり　ABMORI（エビモリ）2018

安曇野産大豆で 信州味噌作り体験

絵本の広場

SNOWMONKEY 　BEER 　LIVE 　2018

第26回さかえ雪ん子まつり

須坂市動物園 春の動物園まつり

２０１８年２月２８日
ⓒ長野県アルクマ

長野県PRキャラクター「アルクマ」

月号3

記者発表

イベント

長野県大阪観光情報センター

〒530‐0001大阪市北区梅田1‐3‐1‐800大阪駅前第一ビル8階
TEL06‐6341‐8205  FAX 06‐6456‐2889      e‐mail: osaka@nagano‐tabi.net
長野県観光機構http://www.nagano‐tabi.net 長野県大阪事務所http://www.pref.nagano.lg.jp/osakajimu/index.html

担当：樋口隆教/赤岡薫/近藤典子/上村俊夫



開催日・期間 開催地

9P 4月7日～22日 南木曽町

10P 4月7日～30日 小諸市

11P 4月中旬 山ノ内町

12P 4月中旬～5月上旬 大町市

13P 4月14日 池田町

14P 4月15日 大町市

15P 4月15日～6月22日 大町市

16P 4月29日 東御市

17P ・ OAPタワー　さくらまつり観光物産展 ４月７日～８日
ＯＡＰタワー１Ｆ
　 　　大川沿広場

４月１６日（月） 大阪新阪急ホテル

　　　　※掲載ページ内容のお問合わせは、各ページの≪お問合わせ先≫までお願いいたします。

・ 2018長野の酒メッセ in 大阪

掲載ページ

祢津東町歌舞伎公演

なぎそミツバツツジ祭り

立山黒部アルペンルート開通式

第25回 立山・雪の大谷ウォーク

小諸城址懐古園 桜まつり

宇木の古代桜まつり

おおまち桜まつり

陸郷山桜トレッキング

イベント

ⓒ長野県アルクマ

長野県PRキャラクター「アルクマ」

大阪観光情報センターからのお知らせ
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飯綱町

  ３

大町市 
●おおまち桜まつり/12P 
●立 山 黒 部 アルペンルート開 通 式

/14P 
●第 25 回 立山・雪の大谷ウォーク 

/15P 

池田町 
●陸郷山桜トレッキング/13P 

伊那市 
●春の高校伊那駅伝 2018/8P 

山ノ内町 
●信州・志賀高原から始まる市川

海老蔵「いのちを守る森」づくり
ABMORI（エビモリ）2018/2P 

● SNOWMONKEY BEER LIVE
2018/5P 

●宇木の古代桜まつり/11P 

須坂市 
●須坂市動物園 春の動物園まつり/7P 
 

安曇野市 
●安曇野産大豆で 信州味噌

作り体験/3P 
●絵本の広場/4P 

 

東御市 
●祢津東町歌舞伎公演/16Ｐ 

南木曽町 
●なぎそミツバツツジ祭り/9P 

 
 

上田市 
●「上田の魅力を攻略せよ！」キャンペーン/1P 
 

小諸市 
●小諸城址懐古園桜まつり/10P
 

栄村 
●第 26 回さかえ雪ん子まつり/6P 
 

大阪観光情報センター 
●OAP タワー さくらまつり観光物産展/17P 
●2018 長野の酒メッセ in 大阪/17P 



１ 日　時 春　３月２０日（火)～５月３１日（木）

２ 会　場 上田市

３ 内　容

≪主　　催≫ （一社）信州上田観光協会

≪アクセス≫ [お車で] 上信越自動車道「上田菅平ＩＣ」から車で15分

[列車で] ＪＲ「上田駅」から徒歩12分

お問合わせ先 (一社）信州上田観光協会

（住 所） 〒386-0024 長野県上田市大手２－８－４

（電 話）

（ＵＲＬ） http://www.ueda-cb.gr.jp/

（E-ｍａｉｌ) kanko@city.ueda.nagano.jp

―１―

0268-71-6074 （ＦＡＸ）  0268-71-6076

＜スタンプラリー＞
・上田、塩田・別所、丸子、真田、武石の各エリア
  １１か所にスタンプを設置
・うち２つのスタンプでポストカードをプレゼント、
  ３つ以上で別所温泉などの宿泊補助券や
  旬の農産物があたるＷチャンス

＜タイアップ企画＞
・春のスイーツ企画
　⇒市内の菓子店舗で春のタイアップスイーツの販売
・山家神社の御朱印めぐり
　⇒オリジナル御朱印がもらえる
・観光タクシー「旅たく」
　⇒オリジナルグッズをプレゼント
　ほか、「上田城千本桜まつり」、「上田真田まつり」
でもタイアップを予定
※チラシ持参か、スマホ等でＨＰを提示で特典が
　受けられます

上田市記者発表

　信州上田観光プレジデント（草刈正雄氏）が上田の魅力を１年をかけて伝える『上田の魅力を攻略せよ！キャン
ペーン』。草刈正雄氏をメインビジュアルにした「春・夏・秋・冬」のポスターとチラシで、上田市の魅力を発信しま
す。
　また、同時に実施するスタンプラリー企画では参加者全員に草刈正雄氏のオリジナルポストカードをプレゼント
するほか、名湯の宿泊補助券や旬の農産物も当たる。「山家神社の御朱印めぐり」や「上田城千本桜まつり」、「上
田真田まつり」といったタイアップイベントも開催されます。
　武将隊が案内する「旅タク」の旅行商品でも特典が受けられます。

「上田の魅力を攻略せよ！」キャンペーン

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費 無料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「長野駅」よりタクシーで約60分

長野電鉄「湯田中駅」よりタクシーで約20分

長野電鉄「湯田中駅」より志賀高原行バスで約30分「蓮池」下車

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://abmori.com/

（E-ｍａｉｌ) abmori@town.yamanouchi.lg.jp

0269-33-3112 0269-33-1104

記者発表 山ノ内町

信州・志賀高原から始まる市川海老蔵
「いのちを守る森」づくり　ABMORI（エビモリ）2018

６月２４日（日)　９時３０分～１２時

式典：志賀高原総合会館98　植樹：志賀高原（蓮池エリア）

―２―

　「後世に残そう森・水・いのち」～志賀高原から世界へ　未来へ～のコンセプトのもと、ABMORI2018
を開催します。歌舞伎俳優の市川海老蔵氏の呼びかけにより、日本の美しい風景を守るための活動と
して2014年から始まった植樹イベントで、本年で５回目を迎えます。
　この活動は、人の手で開発され、現在は閉鎖したスキー場を人の手で再び森林へと戻すためのプロ
ジェクトで、市川海老蔵さんと一緒に10,000本の苗を植えていただきます。新緑に囲まれた爽やかな
信州・志賀高原で木の苗を植えていただき、作業の後は、竹の子カレーや竹の子汁、100％リンゴ
ジュースなど地元特産の味覚や、国立公園志賀高原でのトレッキングなどもお楽しみください。

●イベント概要
　上信越高原国立公園志賀高原の閉鎖スキーコースでの植樹
　地元特産の竹の子カレー、竹の子汁、リンゴジュースのふるまい（一部有料）
●申込受付は３月21日から開始し、定員（先着1,000人）になり次第締め切ります。
※植樹に参加される方は、標高1,500メートルの高原での作業のため、雨具又は防寒
具を持参のうえ、スニーカーやサンダルなどの履物はご遠慮ください。
●3月21日の募集開始日には、モンベル東京京橋店でキックオフイベントを開催しま
す。

ABMORI実行委員会

上信越自動車道「信州中野IC」から約40分　

※当日は、北陸新幹線長野駅から、専用のシャトルバスに乗車いただけます。

※お車の方は、式典会場の志賀高原総合会館98駐車場をご利用ください。

山ノ内町農林課

〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線 「柏矢町駅」より徒歩15分　　または

JR大糸線「穂高駅」よりタクシーで約10分

お問合わせ先

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.azumino-e-tabi.net

（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03.plala.or.jp

ビレッジ安曇野

一般社団法人　安曇野市観光協会

〒399-8303 長野県安曇野市穂高5952-3

0263-82-3133 0263-87-9361

【日程】ビレッジ安曇野13：00集合➠日程説明➠13：30味噌作り体験（豆つぶし・麹と
塩の混ぜ合わせ・味噌仕込み※ご家庭での作り方もご指導いたします）➠
15：30お小昼(お茶)➠16：00解散

●募集人員：20名（最少催行人員5名）
●申込み締切日：２月23日（金）
●参加費に含まれるもの：指導料、材料費、みそ送料、保険代含む
●持ち物：エプロン、三角巾またはバンダナ

―３―

一般社団法人　安曇野市観光協会

長野自動車道「安曇野IC」から約10分　

3,500円

イベント 安曇野市

安曇野産大豆で 信州味噌作り体験

　信州特産の味噌作りです。
　昔ながらの薪を使用し、安曇野産大豆等材料に凝った手作り味噌を作ります。

　熟成したお味噌3ｋｇを美味しい時期（11月頃）にお送りいたします。

3月3日（土)　　１3時～１６時

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線 「豊科駅」または「穂高駅」よりタクシー約15分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

期間中の土日はイベント盛りだくさん！
イベントに参加してポイントを集めると素敵なプレゼントも！

●お話シアター(絵本の読み聞かせ)　3/3（土)・3/17(土）・3/31(土)
●人形劇「ホーボーズパペットシアター」　3/4（日）・3/18（日）・4/1（日）
●音で感じる絵本の世界（絵本と音楽のコラボレーション）　3/10（土)・3/11(日）
●こまのおっちゃんのこまのサーカス　　3/24（土)・3/25(日）
●肩掛け人形芝居「ねずみのすもう」　4/7（土)・4/8(日）
　

イベント 安曇野市

絵本の広場

日本を含め、世界の絵本が読める広場が登場！
今年は「待ち遠しい春！の絵本」特設コーナーもございます。

期間中の土日は、絵本の読み聞かせや人形劇、コマ回しや一人芝居などのイベントも開催します。

http://www.azumino-koen.jp

国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区　あづみの学校 多目的ホール

３月３日(土)～４月８日(日)　　9時30分～17時　

【3月31日迄】大人：410円（65歳以上210円）小中学生：80円、幼児無料 （イベント体験：有料のものあり）
【4月以降】大人：450円（65歳以上210円）小中学生：無料、幼児無料 （イベント体験：有料のものあり）

アルプスあづみの公園　堀金・穂高管理センター

―４―

〒399-8295　安曇野市堀金烏川33-4

0263-71-5511 0263-71-5512

アルプスあづみの公園管理センター

長野自動車道「安曇野IC」から約20分　

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] 長野電鉄 「湯田中駅」より志賀高原行きバスで約30分「蓮池」下車

または　JR「長野駅」より志賀高原急行バスで約70分「蓮池」下車

お問合わせ先

（住 所）

（電 話）

（ＵＲＬ） http://snowmonkey.jp/

イベント 山ノ内町

SNOWMONKEY BEER LIVE 2018

　全国からトップクラスのクラフトビール会社が志賀高原に集結。
　気鋭のミュージシャンのライブとともに、様々な種類のビールを

お楽しみいただける大人気イベントです。

3月16日（金）17時30分～22時30分（第1部）
3月17日（土）11時30分～16時30分（第2部）
3月17日（土）17時30分～22時30分（第3部）

志賀高原総合会館98ホール

―５―

各部券　4,500円(前売り)/  5,000円(当日)
二部券　7,000円(前売り)/  7,500円(当日)
全部券　9,500円(前売り)/ 10,000円(当日)
金曜ナイター券　3,200円（前売り）/ 3,700円（当日）

※各券、入場料・特製グラス・会場内でビール/ソフトドリンクと交換可能なチケット付き。
　　チケットは各部5枚・二部券は10枚、全部券は15枚、金曜ナイター券は1枚。
※イープラス、セブンイレブン等で購入できます。各部とも1000名限定です。
  （前売りの状況次第では当日券の販売がない場合がございます。前売り券をお早目
にお買い求めください）

0269-33-2155

日本のクラフトビール・シーンをリードする17社が勢揃いします。
当日は、各社のブルワー（醸造家）たち自身が会場に！ つくり手たちと直接ふれあい
ながら、多様なスタイルのビールを樽生で、お楽しみいただけます。
また、会場を盛り上げる多数のライブを予定しています。ビールを片手に、夏とはまた
趣が異なる熱いライブ鑑賞いかがですか！！
皆様のお越しをお待ちしております♪
※出演者・ブルワーの詳細等はウェブサイトでご確認ください
（http://snowmonkey.jp/）

スノーモンキービアライブ実行委員会

上信越自動車道 「信州中野IC」から約40分

スノーモンキービアライブ実行委員会

〒381-0401　下高井郡山ノ内町大字平穏 1163（㈱ 玉村本店）

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR飯山線「森宮野原駅」よりタクシーで約10分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://sakae-akiyamago.com/

（E-ｍａｉｌ) info@sakae-akiyamago.com

イベント 栄村

第26回さかえ雪ん子まつり

　全国でも有数の豪雪地として知られる栄村。これまでの最高積雪は昭和２０年２月１２日に観測史上
最高の７ｍ８５ｃｍを記録しています。
　この豊富な雪をみんなで楽しみにかえよう！と始まったのが「さかえ雪ん子まつり」です。
　今年も露店市やステージパフォーマンスをはじめ、雪上花火や大抽選会等内容もりだくさんです！

３月１７日（土)　　15時～20時

さかえ倶楽部スキー場

〒389-2702 長野県下水内郡栄村大字北信3586-4

0269-87-3333 0269-87-2366

・雪上プログラム・・・豪雪の村で雪上競技に挑もう！

・たいまつ滑走・・・夜のゲレンデにたいまつの灯りが鮮やかに彩ります

・雪上花火・・・イベントを締めくくる花火を栄村の夜空に打ち上げます

・大抽選会・・・来場者全員にチャンス！毎年好評の大抽選会今年もやります！

―６―

第26回さかえ雪ん子まつり実行委員会

関越自動車道「塩沢石打IC」から約50分　

※無料駐車場あり

無料

第26回さかえ雪ん子まつり実行委員会　事務局

・雪像・・・地元の人が今年も製作！昨年は44年ぶりに飯山線を走ったSLを製作

●イベント概要

・露店市・・・地元・村外の人による個性豊かな露店が並びます

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] 長野電鉄「須坂駅」より徒歩で約25分　　

または「須坂駅」よりタクシーで約５分

お問合わせ先 臥竜公園管理事務所（須坂市動物園）

（住 所） 〒382-0028　須坂市臥竜2-4-8（臥竜公園内）

（電 話） ０２６－２４５－１７７０ （ＦＡＸ） ０２６－２４８－１７９３

（ＵＲＬ） https://www.city.suzaka.nagano.jp/suzaka_zoo/

（E-ｍａｉｌ) suzakazoo@city.suzaka.nagano.jp

須坂市動物園

―７―

皆さまに投票していただく「須坂市動物園代表動物選挙2018」や大好評の動物パ
レード、ウサギやモルモット・ヤギ・ヒツジとのふれあいも楽しめます。
「代表動物選挙」では、飼育員たちの立会演説会を開催して、皆さまに熱く訴えかけ
ます。
各種工作教室やポニーの乗馬体験、カピバラ温泉も楽しみのひとつ。
「春の動物園まつり」詳細については、公式ホームページにてお知らせいたします。
※なお、動物の体調・天候等により、中止となるイベントもございますので予めご了承
ください。

臥竜公園管理事務所（須坂市動物園）

一般２００円　　　小・中学生７０円　　　保護者同伴の未就学児無料　

上信越自動車道「須坂長野東IC」から車で約10分

イベント 須坂市

須坂市動物園 春の動物園まつり

　「さくら名所１００選」に選ばれている臥竜公園内にある須坂市動物園。動物園の最大のイベント
『春の動物園まつり』を開催します。
　須坂市動物園の「顔」となる動物を決めるための「須坂市動物園代表動物選挙2018」や様々なイベ
ントが実施され、春の陽気を感じながら気軽に楽しむ事ができます。
　今年の代表動物を決めるのは、あなたの一票です。

３月１７日（土)～１８日（日）　　９時～１６時４５分　　

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

0265-72-4142

spr@inacity.jp

（※陸上競技場周辺の駐車場は選手優先となります）

〒396-8617　伊那市下新田3050　

0265-78-4111

http://www.ina-ekiden.jp/

　伊那市陸上競技場をスタート、高遠町商店街を折り返すコース（42.195km）

▼女子の部：10時スタート

　伊那市陸上競技場をスタート、伊那北折返し、西春近柳沢を折り返すコース

　（21.0975ｋｍ）

▼男子の部：12時10分スタート

春の高校伊那駅伝実行委員会事務局（伊那市教育委員会スポーツ振興課内）

「小黒川スマートIC」から3分

JR飯田線「伊那市駅」より徒歩約15分

―８―

イベント 伊那市

春の高校伊那駅伝2018

　伊那谷に春を告げる「春の高校伊那駅伝」は、今年で女子は第34回、男子は第41回を迎えます。
長野県内の高校と、全国各地から多数の強豪校が参加し、毎年熱戦が繰り広げられます。
タスキをつなぐ選手の迫力ある走りを沿道で応援してみませんか。

３月１８日（日）　　　※開会式　３月１７日（土）16時　長野県伊那文化会館

伊那市陸上競技場（スタート＆ゴール）

春の高校伊那駅伝実行委員会

中央自動車道「伊那IC」から約10分

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

（※国道１９号の信号「三留野大橋」を曲がってすぐになります）

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

中央道「飯田山本ＩＣ」から国道256号線を南木曽方面へ約50分

中央西線「南木曽駅」より徒歩5分

●イベント概要
木曽名物のほう葉寿司や五平餅を始め、山菜、魚の塩焼き、漬物、手作り菓子など
が販売されます。
また、ミツバツツジの苗、福沢桃介が海外から持ち帰ったと言われる花桃の苗の販売
を予定しています。
●その他のイベント概要
・こだわりの匠市　4月７日（土）・８日（日）
・世界の名車展示イベント　4月1５日（日）　※雨天中止

http://www.town.nagiso.nagano.jp/kankou/index.html

kankou@town.nagiso.nagano.jp

南木曽町観光協会

〒399-5301　長野県木曽郡南木曽町読書3668-1

0264-57-2001 0264-57-1027

―９―

なぎそミツバツツジ祭り実行委員会

中央道「中津川ＩＣ」から国道19号線を塩尻・木曽福島方面へ約30分

環境整備協力金として、大型バス：1,500円/マイクロバス：800円/普通車：300円/二輪車：100円

イベント 南木曽町

なぎそミツバツツジ祭り

　天白公園の高台に群生する６種類約４００株のミツバツツジが、鮮やかなピンク色の花を咲かせ、一
面をピンク色に染めます。町指定の天然記念物でもあるミツバツツジは、葉よりも先に花を咲かせるの
で一層鮮やかです。南木曽町の名のついた「ナギソミツバツツジ」という珍種もあります。
　祭り期間中は出店や地元の土産物、ツツジ苗等の販売が行なわれ、大勢の花見客で賑わいます。
また、公園内には電力王と呼ばれた福沢桃介（福沢諭吉の娘婿）が水力発電のために架けた国内最
大級の木製吊橋「桃介橋」（国の重要文化財）や「福沢桃介記念館・山の歴史館」等の見学施設もあり
ます。

４月７日（土)～４月２２日（日）　　9時～１６時

天白公園（木曽郡南木曽町読書）

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR小海線/しなの鉄道 「小諸駅」より徒歩約３分　

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.city.komoro.lg.jp/category/institution/kouen/kaikoen/

（E-ｍａｉｌ) kaikoen@city.komoro.nagano.jp

小諸市懐古園事務所

〒384-0804 長野県小諸市丁311

0267-22-0296 0267-25-0296

▼小諸センゴク甲冑隊「甲冑野点」（かっちゅうのだて）
　　４月７日（土）・１４日（土）　　10：00～15：00
　　場所：懐古園内馬場東屋　一服５００円

　　真田攻めに向け、野点で徳川必勝祈願じゃ！

▼草笛教室
　　４月８日（日）・１５日（日）・２２日（日）・２９日（日）　　13：00～15：00
　　場所：懐古園内馬場東屋　参加費無料

　　小諸草笛会会員による草笛の吹き方教室

▼春の呈茶
　　４月２１日（土）（雨天の場合は４月２２日（日））　　10：00～13：00

　　国際ソロプチミスト小諸のみなさんによる抹茶サービス

▼夜桜人力車
　　４月２１日（土）・２２日（日）　　日没～

　　※料金はお問合せください。

▼小諸市動物園「飼育の日」イベント
　　４月２１日（土）・２２日（日）

▼懐古神社例大祭
　　４月２４日（火）・２５日（水）
　　約５０店の露天が出店します。

　　「４１９（しいく）」の数字にちなんだ楽しいイベントを開催します。

▼第７４回 上信越弓道大会
　　４月２２日（日）　　9：00～15：00
　　場所：小諸懐古射院

その他イベントも盛りだくさん！

―10―

イベント 小諸市

小諸城址懐古園 桜まつり

　明治の文豪、島崎藤村の「千曲川旅情の歌」にうたわれた「小諸なる古城のほとり…」の地
小諸城址懐古園は、「日本さくら名所100選」に認定された県内でも有数の桜の名所です。

　苔むした石垣に約400本の巨木、古木の桜が咲き誇る4月に懐古園桜まつりを開催します。

４月７日（土)～４月３０日（月）　　

小諸城址 懐古園

小諸市

上信越自動車道「小諸IC」から約１0分　

懐古園入園料　散策券　大人：300円　小人：100円

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] 長野電鉄「夜間瀬駅」より徒歩30分 

お問合わせ先

（住 所）

（電 話）

イベント 山ノ内町

宇木の古代桜まつり

 山ノ内町の宇木地区には、樹齢数百年をにもなる名木・古木が点在しており、「宇木の古代桜」と呼
ばれ、満開のこの時期、桜祭りを開催しています。

４月中旬（土日の2日間開催予定）

宇木区民会館・隆谷寺

―11―

きのこ汁、リンゴジュースのサービスや、農産物、加工品の即売などがあります。
夜間は名木がライトアップされます。（予定）

宇木の古代桜を「歩いて巡る桜コース（一周約65分）」もおすすめです。
◎歩いて巡る桜コース１周（約65分、約4.1kｍ)
　　隆谷寺（樹齢推定400年のシダレザクラ）→大久保の桜（高台のシダレザクラ）
　　　　→大日庵の源平しだれ桜（町指定天然記念物、白花のシダレザクラ）
　　　　　→千歳桜（県指定天然記念物：樹齢約850年のエドヒガンザクラ）
　　　　　　→宇木区民会館（樹齢推定350年のシダレザクラ）

宇木古代桜ふるさと事業実行委員会

上信越道「信州中野IC」から15分

宇木古代桜ふるさと事業実行委員会

〒381-0405 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬

090-4091-7574(代表　青木)
●



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「信濃大町駅」より徒歩２５分

JR「信濃大町駅」よりタクシーで約５分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.occi.jp

（E-ｍａｉｌ) occi＠deluxe.ocn.ne.jp

0261-22-1890 0261-23-3735

会場の大町公園は、市街を見下ろせる東山の中腹に位置しており、残雪の北アルプ
スを背景に見る桜はとても美しく、地面は芝生になっておりお花見に最適です。
ソメイヨシノやオオヤマザクラが植えられており、山岳博物館に隣接しています。
期間中は露店が並び、夜には色とりどりのぼんぼりが点灯します。
近くの観光道路や大町霊園の桜並木も人気があります。

おおまち桜まつり実行委員会（大町商工会議所内）

長野自動車道「安曇野IC」から約40分　

―12―

イベント 大町市

おおまち桜まつり

　東山の中腹に位置する「大町公園」は、大町市内が一望できる人気の桜の名所で、桜まつりを開催
します。

４月中旬～５月上旬　（開花時期に合わせて開催）　

大町公園

ぼんぼり点灯時間（18時～22時）

大町商工会議所

〒398-0002 長野県大町市大町2511-3

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] 当日は集合時間に合わせてJR 大糸線信濃松川駅、ＪＲ篠ノ井線明科駅より送迎あり

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.ikeda-kanko.jp

（E-ｍａｉｌ) info@ikeda-kanko.jp

長野自動車道「安曇野IC」から約30分　

1,200円 (ピンバッヂ、昼食、資料、保険等含む)

池田町観光協会

〒399-8601 長野県北安曇郡池田町池田4169-3

●行程
・受付時間：8時～8時30分　　　準備体操、諸注意等
・9時出発、途中休憩をとりながらトレッキング（全般的に勾配あり、一部急な箇所も）
・昼食会場　地元産こしひかりのおにぎり
特製味噌をつけて召し上がっていただきます。
地元産野菜たっぷりのトン汁も振る舞います
・ゴールでは夢農場さんからのおもてなしがあります。
●申込先　　池田町観光協会　0261-62-9197
●締め切り　4月6日（金）定員に達し次第受付終了　　180名
※年々人気が高まっていますので、ご希望の方はお早めにお申し込み下さい。

―13―

0261-62-9197 0261-62-5688

イベント 池田町

陸郷山桜トレッキング

４月１４日（土）　９時～１４時頃　（受付時間　8時～8時30分）

東山夢の郷コミュニティーセンター（集合場所）　池田町陸郷7454-6　(0261-62-5510)

　長野県中信の安曇野北部に位置する池田町
　東部山間部の陸郷（りくごう）地区では山桜が一面に広がるエリアがあります。小鳥たち
が桜の実をついばみ、数千本まで増やしてくれたとも言われています。
　その、桜を鑑賞しながらガイドマスターと歩く「陸郷山桜トレッキング」を開催します。
　昼食つきなので、お手軽に参加できます。

北アルプス展望ウオーク実行委員会

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「信濃大町駅」下車

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.kanko-omachi.gr.jp/

（E-ｍａｉｌ) info@kanko-omachi.gr.jp

―14―

長野自動車道 「安曇野IC」から約35分　

大町市観光協会

〒398-0002　長野県大町市大町 3200

0261-22-0190　 0261-22-5593

ＪＲ信濃大町駅前

佐々成政おもてなし武将隊、大町レディースによるバスドライバーへの花束贈呈、
テープカット、ふるまいが行われます。

大町市イベント実行委員会（事務局：大町市観光協会内）

イベント 大町市

立山黒部アルペンルート開通式

　立山黒部アルペンルートは北アルプスを貫いて富山県と長野県を結ぶ国際的山岳ルートです。冬
の間閉ざされていた豪雪地帯の同ルート、今年は4月15日に全線開通となります。
　高さ２０ｍにも及ぶ室堂「雪の大谷」や春まだ浅い黒部ダムなど、雄大な景色を体感できるアルペン
ルートに今年も大勢のお客様をお迎えできるよう、全線開通を祝して信濃大町駅にて開通式を行い
ます。

4月15日（日)　7時45分～　（予定）

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.alpen-route.com/

〒930-0849　富山市稲荷園町2-34

076-431-3331　 076-442-3431

2018年開催の「立山・雪の大谷ウォーク」は25周年という記念すべき年を迎えることができまし
た。第25回開催を記念し、今回の「立山・雪の大谷ウォーク」は1stステージ、2ndステージの二
部に分け、25周年記念イベントとして開催いたします。皆さんに楽しんでいただけるイベントを
たくさん用意しておりますので、是非、みなさんお越し下さい。
▼時間
　平　日　10時～15時15分（最終入場15時）
　土日祝　9時30分～15時15分（最終入場15時）
☆イベント会場出入り口にて25周年特別記念、雪の大谷通行証をプレゼント☆
☆25周年特別記念イベント☆
　1stステージ ～ようこそ！標高3,000m級の白銀世界へ～ Nature編
　イベント開催期間：4月15日（日）～ 5月6日（日）
　2ndステージ ～さぁ、冒険の始まりだ！天空のSnow parkへ～ Adventure編
　イベント開催期間：5月7日（月）～ 6月22日（金）
※詳細はＨＰをご覧ください（http://www.alpen-route.com/）

雪の大谷ウォーク実行委員会

長野自動車道「安曇野IC」から車で約70分　

JR 「長野駅」より特急バスで扇沢まで105分

扇沢～黒部ダム～黒部湖～黒部平～大観峰～室堂約53分

※ケーブルカーなどの待ち時間を含まず

―15―

JR 「信濃大町駅」より路線バスで扇沢まで40分

イベント 大町市

第25回 立山・雪の大谷ウォーク

4月15日（日）～6月22日（金）（69日間）

立山黒部アルペンルート室堂地区

　春の立山黒部アルペンルートといえば、世界的にも有名な「雪の大谷」です！室堂ターミナル周辺
の道路に積もった雪を除雪してできる「雪の壁」で、壁が連なる約500ｍの区間のことを「雪の大谷」と
呼びます。「雪の大谷」は吹きだまりのため特に積雪が多く、その高さはなんと、20ｍに迫ることも！
 「雪の大谷ウォーク」では、歩行者用通路として開放した片側を歩くことができ、毎年多くの観光客が
訪れる人気スポットです。周辺にも冬に積もった雪が残り、一面真っ白の銀世界を楽しめます。20ｍに
迫る「雪の壁」を間近で見る迫力は想像以上！訪れた人にしか分からない感動があります！大自然の
素晴らしさを体いっぱいで感じてみてください。

【入場無料】※別途、富山県立山室堂までの運賃が必要になります。

立山黒部貫光株式会社　営業推進部 ●



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

イベント 東御市

祢津東町歌舞伎公演

　江戸時代、文化14年(1817年）に造られた回り舞台のある「東町の歌舞伎舞台」と、約250年の歴史を
持つ「東町歌舞伎」が東町歌舞伎保存会によって保存されています。
　この東町歌舞伎舞台で伝統ある歌舞伎が上演されます。

４月２９日（日）　　10時～14時30分

祢津東町歌舞伎舞台

●東町歌舞伎舞台は、現存する回り舞台としては日本で最古とされています。
この歌舞伎舞台で、地元、東町歌舞伎保存会による公演が開かれます。
演目は、それぞれ「土蜘蛛退治」、「伽藍先代萩」の予定です。
・祢津小学校歌舞伎クラブによる上演 時間　11：00～
・東歌舞伎保存会による上演　時間　13：00～
です。
会場には駐車場がありませんので、臨時駐車場をご利用ください。
＊少雨決行

〒389-0506長野県東御市祢津９０９－１

090-4758-6289 0268-62-7702

東町歌舞伎保存会

上信越自動車道「東部湯の丸IC」から5分

東町歌舞伎保存会（保存会長・金井）
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http://www.geocities.jp/t_tyoumeiji/kabuki1.html

info@tomikan.jp

しなの鉄道「田中駅」よりタクシー15分

●



 

長野県大阪観光情報センターからのお知らせです。 

 

 

 長野県大阪観光情報センターでは、長野県観光ＰＲや県産品の物産販売展の開催や支援をして

おります。 

３月以降の開催予定は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

１ 日 時  平成 30 年４月７日（土）～８日（日） 

２ 場 所  ＯＡＰタワー１Ｆ 大川沿広場 

３ 内 容  毎年恒例の「ＯＡＰタワー さくらまつり」に合わせた観光物産展に 

長野県が初出展！！観光ＰＲと特産品販売を実施。 

 

 

 

 

 

 

１ 日 時  平成 30 年４月 16 日（月）16：30～20：00（一般来場者様） 

（受付終了 19：00） 

２ 場 所  大阪新阪急ホテル ２Ｆ 

３ 入場料  おひとり様 ２,０００円（税込） 

４ 主 催  長野県酒造組合 

５ 内 容  長野県内の酒造メーカー約 60 社の 500 種類にのぼる清酒の試飲 

・展示会 
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ＯＡＰタワー さくらまつり観光物産展 

2018 長野の酒メッセ in 大阪 
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