長野県観光PRキャラクター
「アルクマ」

月 日
6月20日（土）
～8月23日（日）
9：00～17：00
休館日：毎週火曜日
（8月4日、8月11日は
開館）

イベント名

画業７０年
横井照子展
-スイスで描く日本の詩-

内

容

横井照子は1924年愛知県津島市に生まれ、油彩・テンペラ・リトグラフなどによ
る季節の情景や草花など自然をテーマにした色彩豊かな作品が特徴の画家で
す。
本展は、横井照子の70年にわたる初期作品から現在までの油彩・エッグテンペ
ラ・リトグラフなど約70点を一堂に集め、画家としての軌跡を振り返ります。
■入館料：高校生以上500円（400円）/小中学生150円（100円）
※（ ）内は20名以上の団体割引

「カラーインクの魔術師」と称され、イラストレーター・絵本作家として活躍する永
田萠（兵庫県加西市生まれ・京都市在住）。その作品は世代も国境も超え、多くの
7月18日(土）
新佐久市誕生10周年 人々に愛されています。作品の放つやわらかな光に癒やされるとともに、自分の
～9月6日（日）
記念特別企画展 奥に潜む想像のチカラを掘り起こしていただければ幸いです。会期中、様々なイ
9:30～17:00
永田 萠
ベントが予定されています。どうぞご参加ください。
休館日:会期中無休
―夢見るチカラ―
■観覧料
一般 600(500)円／高校・大学生 400(300)円／小・中学生 250(200)円
※（ ）内は20名以上の団体料金

7月18日（土）
～9月1日（火）
9:30～17:00

7月31日～8月30日
毎週金・土・日
但し8月7日～16日は
毎日開催
18:30～21:00

8月1日（土）
16：30～21：00

8月1日（土）
17：00～21：00

8月1日（土）
13:30～15:30

8月8日(土）
～9月6日(日)
9:00～17:00
休館日：毎週月曜日

8月8日（土）

8月8日（土）
10：00～21：00

8月11日（火）
（太鼓演奏）19：00～
（花火）20：00～21：00

8月14日（金）
夏まつり
13:00～20:00
花火大会
20：00～20：30

今年の夏の特別企画展のテーマは「ロボット」！話題の『Pepper（ペッパー）』を
はじめ、いろいろな分野で活躍するロボットたちが集合します。
「見て」「触れて」「体験して」ロボットの歴史や仕組みを知ろう！
ロボットワールド'15
■入館料
大人 500（400）円／子ども 250（200）円
※（）内は20名以上の団体料金

開催地

問合せ先

小海町高原美術館
（小海町）

小海町高原美術館
TEL 0267-93-2133

佐久市立近代美術館
（佐久市）

佐久市子ども未来館
（佐久市）

軽井沢・白糸の滝
イリュージョン

白糸の滝ライトアップ＆プロジェクションマッピング！
軽井沢の観光名所である「白糸の滝」のライトアップが今年も開催されます。昼
間では気付くことができない夜ならではの滝の美しさを是非この機会にお楽しみく
ださい。
■観覧無料（通行料のみ：普通車400円）

白糸の滝
（軽井沢）

こもろ市民まつり
「ドカンショ」

市内各区や事業所などから約2000人の踊り手が参加し、浅間山の噴火音にち
なんだ「小諸ドカンショ」の曲に合わせて目抜き通りを踊り歩きます。踊り方や服装
は自由です。
また、踊りの時間帯(16：30～21：00)は相生町商店街通り等が歩行者天国になり
ます。

小諸駅周辺商店街
（小諸市）

臼田よいやさ

臼田駅から臼田橋下のお祭広場まで、舞踊、大人みこし、子供みこしが街を練
歩きます。 広場では小満太鼓のお囃子がみこしを迎え、それぞれが紹介され舞
踊とともに盛り上がり、花火の打ち上げもあります。

臼田駅
～中央交差点周辺
（佐久市）

避暑地「軽井沢」を見いだした宣教師Ａ．Ｃ.ショー並びに国際親善文化観光都市
の基盤を築いてきた先人たちを称え、その精神の継承を願い、毎年８月１日に「町 軽井沢ショー記念礼拝堂
軽井沢ショー祭2015
（旧軽井沢）
民祭」として実施しております。
■料金 無料

海野和男の
昆虫写真展

第26回 町民まつり
立科えんでこ

ヤッホーの日
（8月8日）

夏祭り白樺高原
花火大会

川上村夏まつり
・川上花火大会

1947年東京生まれ。アジアやアメリカの熱帯雨林地域で昆虫の擬態を長年撮影
し続けている写真家、海野和男さんの昆虫写真を展示いたします。
また、この期間に、「生きもの」をテーマとした小中学生のフォトコンテスト“生きも
の写真リトルリーグ”で選考された優秀作品を展示します。
■料金 大人 500円/小中高校生 無料

御泉水太鼓の演奏、大人子供神輿、たてしな音頭踊りなど開催。

八峰の湯オープン8周年記念イベント第2弾
『誕生日に8』の付く方で食事をされた方、ソフトドリンク プレゼント。さらに、『8月8
日誕生日の方』ケーキプレゼント。
※誕生日の確認が出来る免許証・保険証をご持参ください。

打ち上げ前に御泉水太鼓の演奏が行われます。水中スターマインなど色彩豊か
な花火が湖面に写しだされます。

高原野菜生産の最盛期、村民をはじめ大勢の観客に、ひとときの安らぎを与え
てくれます。夏まつりでは、戦隊ショーやお笑いなどご家族皆さんで楽しめるイベ
ントをご用意しています。
■打上げ花火 約700発

小諸高原美術館
・白鳥映雪館
（小諸市）

芦田宿
（立科町）

八峰の湯

（小海町）

女神湖畔
（立科町）

川上村営グラウンド
（川上村大深山）

佐久地域では、このほかにもたくさんのイベントが行われます♪詳しくは市町村や観光協会のホームページをご覧ください。

佐久市立近代美術館
TEL 0267-67-1055

佐久市子ども未来館
TEL 0267-67-2001

白糸ハイランドウェイ
TEL 0267-31-0070

小諸商工会議所
ＴＥＬ 0267-22-3355

佐久市臼田支所
経済建設環境係
TEL 0267-82-3113
軽井沢ショー祭
実行委員会事務局
（軽井沢彫シバザキ内）

TEL 0267-42-2468

小諸高原美術館
・白鳥映雪館
TEL 0267-26-2070

立科町役場町づくり推進課

TEL 0267-56-2311

八峰の湯
TEL 0267-93-2288

（一社）蓼科白樺高原
観光協会
TEL 0267-55-6654

夏まつり
川上村文化センター
TEL 0267-97-2000
花火大会
川上花火大会実行委員会

TEL 0267-97-2121

8月14日（金）
どんどん祭り
13：00～21：00
花火大会
19：15～21：00

8月14日（金）
18：00～

8月15日（土）
13：20～23：00

8月15日（土）
19：30～21：00

8月16日（日）
灯籠流し 19:20
花火打ち上げ 20:00

8月16日（日）
12：00～18：00

8月19日（水）
～8月24日（月）

8月20日（木）
20:00頃から

8月22日（土）
9：30～11：00

8月22日（土）
12：00～20：30

8月22日（土）
10:00～16:00

浅科地区では、毎年恒例のどんどん祭り・納涼花火大会が開催されます。
浅科どんどん祭り 昼の部では、ミニSL体験搭乗、つかみどり大会、盆踊り・太鼓ほか、夜の部では、
・浅科納涼花火大会 東信随一の尺玉が打ち上げられる花火大会が開催されます。

ふるさと夏祭り

ビンゴゲーム・屋台・盆踊り大会・花火大会等、帰省客と村民が一緒に夏の一夜 南相木小学校グランド
を楽しみます。
（南相木村）

火と榊によって一切の不浄を払い浄め、五穀豊穣、無病息災を祈る、室町時代
から続くと云われる伝統ある火祭りです。
信州の奇祭 榊祭り
闇夜に揺れる幻想的な松明、地面に激しく叩きつけ、あおり合う榊神輿。
信州の奇祭にぜひお出かけください。（市指定無形民俗文化財）
※望月宿一帯で交通規制あり。一般車両は通行できません。（13：20～23：00）

佐久千曲川
大花火大会

松原湖灯籠流し
・花火大会

小田井宿祭り

蓼科音楽祭

千曲川浅科グラウンド
周辺・千曲川河川敷
（佐久市）

ナイアガアラやスターマインなど、夏の夜の醍醐味をたっぷりと楽しむことができ
ます。
■打ち上げ花火 約3,000発

送り盆として行われる伝統行事で、数百の灯篭と湖畔に響く大花火の競演は、
哀しくも賑やかな風情です。※駐車場が狭いため、警察・安協の指示に従って下
さい。
■打ち上げ数 約1000発 ■来場予定者数 約1000人
この祭りは、小田井宿ゆかりの皇女和宮のご降嫁の際、授かった拝領人形を籠
に乗せ行列するというもので、古色豊かに執り行われ、夕方、名家が一斉にお盆
の送り火を燃やすことで、この祭りも終わりを告げます。

旧中山道 望月宿一帯
（佐久市）

千曲川河川敷
（野沢橋～佐久大橋）
（佐久市）

松原湖（小海町）

中山道小田井宿
（御代田町）

駒出火祭り

南相木村総務課
TEL 0267-78-2121

佐久市望月支所
経済建設係
TEL 0267-53-3111

佐久千曲川大花火大会
実行委員会
TEL 0267-62-5714

小海町役場産業建設課
観光担当
TEL 0267-92-2525

御代田町役場
産業経済課商工観光係
TEL 0267-32-3111

音楽祭と並行して開催の女神湖ミュージックキャンプからは、毎年優れた若手音
女神湖ミュージックキャンプ
楽家が巣立ち、各地で活躍しています。
実行委員会
蓼科野外音楽堂、
今年も、地元・立科町の音楽家をはじめ、各地で活躍中のベテラン演奏家から ホテル・アンビエント蓼科 ・蓼科音楽祭実行委員会
国際コンクールなどで上位入賞した気鋭の若手演奏家まで多彩な構成によるコン
TEL 080-4133-9888
（立科町）
サートを７日間にわたって開催いたします。

社叢が町指定文化財に指定されている、諏訪神社の花火大会。8月20日（木）に
旧軽井沢 諏訪神社 大祭を行い、みこし、奉納相撲、神楽、夜店などで賑わいます。
旧軽井沢（軽井沢町）
花火大会
※小雨決行、雨天順延

藤村忌

どんどん祭り
佐久市浅科支所
経済建設環境係
TEL 0267-58-2001
花火大会
浅科商工会
TEL 0267-58-0220

小諸は文豪・島崎藤村の第２の出発点となった町。毎年命日にあたる8月22日
に、藤村文学愛好者らが藤村記念館前に集い、花や歌を捧げて、その遺徳を偲
びます。
■懐古園入園料：共通券（大人：500円 小人：200円）
散策券（大人：300円 小人：100円）
駒出池キャンプ場お客様感謝DAY。魚のつかみ取り、流しそうめん体験のほ
か、お楽しみ抽選会では地元商品を多数ご用意いたします。フィナーレには大
キャンプファイヤーと打上げ花火も行います。

軽井沢観光協会
TEL 0267-41-3850

藤村記念館
（懐古園内）
（小諸市）

小諸市立藤村記念館
TEL 0267-22-1130

駒出池キャンプ場
（佐久穂町）

駒出池キャンプ場
TEL 0267-88-2569

信州の男性に興味のある方、信州に移り住んでみたい女性など、このイベントで
すてきな出会いを見つけてみませんか？
白樺結婚相談所 首都圏からご参加いただける女性を大募集いたします。
松原湖高原キャンプ場
婚活サマーイベント イベント内容は、地元の野菜をふんだんに使用したＢＢＱをしながらみんなで親睦
（小海町）
を深めます。
■参加費 お一人様 2000円（交通費は別途自費）

8月25日（火）
15：00開演（予定）

公演名：前橋汀子ヴァイオリン・リサイタル
出演者：前橋汀子（ヴァイオリン）、松本知将（ピアノ）
軽井沢大賀ホール
曲目：ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ第９番 イ長調「クロイチェル」
2015夏コンサート
ブラームス（ヨアヒム編） ハンガリー舞曲第1番、第5番 他
■料金（予定）：SS4,000円/S（1階、2階）3,500円/A3,000円/B（2階立見席）2,000
円

軽井沢大賀ホール
（軽井沢町）

8月22日（土）
～23日（日）
16：00～翌5：00
(予定)

夜の浅間山麓を歩くナイトウォークです。標高差は1,350m、きらめく満天の星空
を眺め真っ暗な路を歩くという昼間では体験できない浅間山麓の大自然を体感し
てください。
第11回アサマスター ■参加資格 小学校４年生以上の健康な男女
クロスウォーク2015 ■参加費
高校生以上（高校生・未成年者は保護者の承諾が必要）：4,000円
小中学生（一緒に参加する同伴責任者が必要）：3,000円
■定員 先着８００名 （申込受付期間 5/1～7/31)

小諸市大手門公園
高峰高原
群馬県嬬恋村
「つつじの湯」

4月25日（土）
縄文時代中期、いまからおよそ5000年前。日本列島には、独自な縄文文化が花
企画展
浅間縄文ミュージアム
～8月31日（月）
開きました。火焔型土器、焼町土器、勝坂式土器、ユニークな土器などとともに
“縄文”5000年前の世
企画展示室
9:30～17:00
5000年前の縄文世界を覗いていただきます。
界
（御代田町）
休館日：８月は無休
■料金 大人500円/小学生～高校生300円（この料金で常設展も観覧可）

佐久地域では、このほかにもたくさんのイベントが行われます♪詳しくは市町村や観光協会のホームページをご覧ください。

北相木村役場内
白樺結婚相談所事務局
TEL 0267-77-2111

軽井沢大賀ホール
TEL 0267-42-0055

NPO法人浅間山麓
国際自然学校
TEL 0267-23-3124

浅間縄文ミュージアム
TEL 0267-32-8922

