長野県PRキャラクター
「アルクマ」

月 日

イベント名

９月10日（土）～
１０月16日（日）
9:00～17:00

９月２６日（月）～
１１月６日（日）

10月１日（土）
7:00～14:00

10月１日（土）
10:00～15:00

開催地

問合せ先

市立小諸高原美術館
（小諸市）

市立小諸高原美術館
TEL:0267-26-2070

リゾートマラソンやテニス大会といったスポーツ大会をは
じめ、ウォーキングイベントなど多彩な催しで、さわやかな
秋を迎えた軽井沢を満喫していただけます。
●紅葉まつりテニス大会 １０月８日（土）・９日（日）
●ホリデーウォーク in 軽井沢 １０月１６日（日）
など

軽井沢町内各所

軽井沢町役場観光経済課
TEL 0267-45-8579

軽井沢の追分宿をスタートし、小諸城をゴールとする約14
ｋｍのウォーキング大会です。
そばに関するグルメを味わいながら歩きます。
真田氏と徳川軍の決戦「第二次上田合戦」では、小諸城に本
北国街道
蕎麦グルメウォーキン 陣を置いた徳川秀忠公を、小諸城主であった仙石秀久が追分
グ
宿まで出迎えに行き、小諸城まで案内した史実があります。
スタートとゴールでは、「小諸センゴク甲冑隊」によるお出
迎えがあります。
※申し込みは締め切っています。

軽井沢追分宿～
小諸城址懐古園

小諸市観光協会
TEL:0267-22-1234

小諸城展

軽井沢紅葉まつり

エキナカ縁日2016

内 容
小諸フィルムコミッションと長野大学が連携して進めてい
る、小諸城を３Ｄアーカイブ化してシステム上で小諸城を再
現する取り組みを紹介する新規企画の展示会です。
全国的にも珍しい、城下町よりも低い位置に建てられた難攻
不落の穴城、小諸城の当時の姿を見に来てください。

プラザ佐久と佐久平駅との合同による催しです。
アルクマ駅長とじゃんけん大会及び写真撮影会・新幹線見学
会・鉄道模型走行・ミニＳＬの試乗・蓼科牛を使ったプレミ
アム牛丼販売（数量限定）・地元農家直売等の催し物が開催
されます。
婚活パーティー「秋コン」を開催します。パーティーの

10月1日（土）
15:00～22:00

秋コン・秋の星空ナイ
後、ナイトゴンドラに乗って恋人の聖地で星空観察を行うナ
トゴンドラツアー
イトゴンドラツアーに参加します。
inたてしな

■２０才～４０才の独身男女各１５名

10月1日（土）
～10月2日（日）

10月1日（土）
～10月2日（日）

10月2日（日）
10:00～15:00

10月8日(土)
～10月10日(月)

ぞっこん！
さく市

今年は「健康未来」をテーマに、あらゆる世代が生活の質
を向上できる“佐久ライフスタイル”を提案します。

2016環境フェア
in 佐久

「やってみよう！未来を変える エコライフ」をテーマに、
環境に関する製品、技術、活動を紹介し、身近な環境につい
て考えるイベントです。
ソーラーミニカーや燃料電池ミニカー、木の枝など自然の
物を使った工作会、苗木の配布、カラマツ薪ストーブやハイ
ブリッド車、燃料電池自動車など、エコに関する展示を行い
ます。

プラザ佐久
（佐久市）

ホテルコロシアム・イ
ン蓼科
（立科町）

・駒場公園佐久創造館
・佐久市立近代美術館
・佐久市立中央図書館
・家畜改良センター
長野支場

家畜改良センター長野
支場ふれあい広場
（佐久市）

小諸の新たな食文化（Food）の開発や地域性（風土）の掘
り起し、そして街歩き（Foot）を目的として毎年秋に開催。 小諸駅前相生町通り・
藤村プロムナード・
・市内外の飲食店による食のブース
信州小諸ふーどまつり
はんまち町屋館・
・地場食材を使用した手づくり加工品の販売
停車場ガーデンほか
・参加団体によるイベントや出店
（小諸市）
その他同時開催イベントを多数予定しています。
OSJ
トレイルランニング
レース
KOUMI100

小海町単独でOSJシリーズ100マイルレースが、八ヶ岳東
部小海町松原湖周辺から稲子湯周辺にかけて開催されます。
32kmを5周回と選手には厳しいコースです。

立科町商工会
TEL 0267-56-1004

佐久商工会議所
TEL 0267-62-2520

長野県佐久地方事務所環境課
（豊かな環境づくり佐久地域
会議事務局）
TEL 0267-63-3166

小諸商工会議所
TEL 0267-22-3355

松原湖周辺から
稲子湯周辺
（小海町）

松原湖観光案内所
TEL 0267-93-2005

松原湖高原
（小海町）

小海町役場観光係 (事務局)
TEL 0267-92-2511

八千穂高原紅葉祭

出展ブースでは地元の特産品の販売はもちろん、地元なら
ではのグルメが味わえます。毎年恒例の丸太切り大会など楽
しいイベントも盛りだくさんです。高原の秋と美味しい味覚
を満喫してください。

八千穂レイク周辺
（佐久穂町）

佐久穂町観光協会
TEL 0267-88-3956

10月9日（日）
9：30～13：00

秋の直売所祭

地場産の天然きのこ（松茸、ハナイグチなど）をお値打ち
に販売します。
また、新そばの実演販売やそば粉を使用したそばまんじゅ
うも販売。わたあめ、ポップコーンのサービスもありますの
で、お誘い合わせてお出かけください。

小海町農産物
加工直売所
（小海町）

小海町役場産業建設課
TEL 026７-92-2525

10月9日（日）

中山道塩名田宿
宿場祭り

千曲川の目の前に広がる河川交通の要衡であった塩名田宿
で行われる祭り。石畳がつづく宿場の中で太鼓演奏や民謡流
しなどが開催されます。

中山道塩名田宿
お滝通り
（佐久市）

佐久市浅科支所
経済建設環境係
TEL 0267-58-2001

10月8日（土）
～10月10日(月)

10月9日(日)
9:30～14:30

松原湖高原で行われる日本唯一のマウンテンバイク24時間
耐久レースです。台風が来ても耐久レースは開催します！
マイティデューロ
＜プログラム予定＞
･MTB24時間耐久レー
10月8日(土)受付、検車、試走、マイティデューロイブ
ス
10月9日(日)8:00スタート
10月10日(月)8:00フィニッシュ

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、またはさわやか信州旅.netのホームページをご覧ください。

長野県PRキャラクター
「アルクマ」

月 日

10月15日(土)
～11月20日(日)

１０月16日（日）
7:00～15:30

10月16日(日)
※雨天決行

10月16日(日)
9:20～15:30

イベント名

内 容

開催地

問合せ先

小諸城址懐古園
紅葉まつり

日本100名城のひとつ、紅葉の名所「小諸城址・懐古園」
で開催します。期間中は各種イベントが盛りだくさんです。
苔むした石垣の緑と黄、橙、朱に染まる紅葉した園内のケ
ヤキやモミジ、カエデなどの樹々とのコントラストをお楽し
みください。
※例年の見頃・・・10月中旬～11月上旬
■懐古園散策券 大人300円・中学生以下100円

小諸城址懐古園
（小諸市）

小諸市懐古園事務所
TEL 0267-22-0296

小諸城址懐古園～上田
城跡公園

小諸市観光協会
TEL:0267-22-1234

松原湖高原
スケートセンター
（小海町）

小海町産業建設課観光係
TEL 0267-92-2511

旧中山道界隈
（立科町）

「たてしなの中山道を歩く」
実行委員会
（事務局：立科町役場 企画
課）
TEL 0267-56-2311
内線 282

小諸センゴク合戦
ウォーキング

小海町紅葉ウォーク

中山道ウォーキング
inたてしな

10月16日(日)
※雨天決行

第26回佐久市
ハーフマラソン大会

10月16日(日)
※雨天決行

第26回佐久市
ハーフマラソン大会

１０月22日（土）・
23日（日）

マンズワイン
小諸ワイナリー
第１８回収穫祭

戦国武者・甲冑コスプレ歓迎！
小諸城址から上田城へ約13ｋｍの歴史めぐりウォーキン
グ！
（一部鉄道利用）
▼参加費
おひとり3,800円
▼甲冑レンタルサービス
一領12,800円（参加費含む）
▼参加申込締め切り
１０月３日（月）参加定員２００名
（定員に達し次第申込を締め切ります。）
・8km松原湖と史跡めぐりの紅葉コース【A】
・8km松原城跡コース【B】
の2コースがあります。
スケートセンターにてお祭り広場開催！
多数の出店があります。
■料金：大人：1,000円/中学生以下：無料
木々が鮮やかに染まる秋、「信州たてしな」の中山道を歩
くイベントです。笠取峠の松並木から芦田宿、さらには茂田
井間の宿へと続く道のりを、肌で感じながら散策します。

ハーフの部の制限時間が２時間４５分に延長になりまし
た。
≪ゲストランナー≫
佐久総合運動公園陸上
競技場
嶋原清子さん（世界陸上女子マラソン元日本代表、２００９
（佐久市）
年横浜国際女子マラソン優勝）
猫ひろしさん（１４７cmの小さな巨人、リオ五輪男子マラソ
ンカンボジア代表）
ハーフの部の制限時間が２時間４５分に延長になりまし
た。
≪ゲストランナー≫
佐久総合運動公園陸上
競技場
嶋原清子さん（世界陸上女子マラソン元日本代表、２００９
（佐久市）
年横浜国際マラソン優勝）
猫ひろしさん（１４７cmの小さな巨人、リオ五輪男子マラソ
ンカンボジア代表）
ワイン造りの最適な小諸の地で毎年10月に開催されるマン
ズワインの収穫祭。今年のブドウの収穫とワインの出来を祝
います。楽しいひと時をお楽しみください。
▼ワイン・ジュースの試飲
最初の１杯はグラス付きで300円。以降１杯５０円にて提
供いたします。
▼お祭りステージ
ミニコンサート、じゃんけん大会、小諸草笛会による演奏
と草笛体験
▼お祭り広場
焼肉、焼き鳥、チーズ等の販売
洋ラン、花グッズ他の販売
▼特別一般公開・地下セラー
10：00～15：00
国産プレミアムワイン「ソラリス」有料試飲
▼日本庭園内本格茶室のお茶席
10：00～15：00 薄茶200円

第３８回皇后杯全日
10月29日（土）
中学１年生以上の登録選手を対象とした国内で最も権威の
本女子サッカー選手
30日（日）
ある大会が開催されますので、ぜひご来場ください。
権大会２回戦

10月30日（日）
10:00～15：00

10月30日（日）

第39回平尾山
もみじ祭り

南相木ダムふれあい
ウォーク'16

佐久鯉太鼓や園児によるおゆうぎといったステージ発表の
ほか、フリーマーケット、炭火バーベキューやマス釣りなど
開催します。
日本一標高の高い場所（1,532ｍ）にあるダムで紅葉を眺
めながらウォーキング。爽やかな秋の一日を満喫できます。
10キロ、5.5キロの２コースを用意。
■参 加 費：500円
■募集期間：9/20～10/14

マンズワイン
小諸ワイナリー
（小諸市）

佐久市
ハーフマラソン大会事務局
（佐久市総合体育館内）
TEL 0267-62-2020

佐久市
ハーフマラソン大会事務局
TEL 0267-62-2020

マンズワイン小諸ワイナリー
TEL:0267-22-6341

一般社団法人長野県サッ
佐久総合運動公園陸
カー協会事務局
上競技場（佐久市）
℡0263-87-8565
佐久スキーガーデン
パラダ 北パラダ
（佐久市）

佐久市観光協会
TEL 0267-62-3285

南相木ダム周辺
（南相木ダム）

南相木村役場振興課産業係
TEL 0267-78-2121

http://www.minamiaiki.jp/

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、またはさわやか信州旅.netのホームページをご覧ください。

