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1月11日(月・祝）
～3月上旬

（天候次第）

手ぶらで遊べる！
ワカサギ釣り

　結氷した松原湖（猪名湖、長湖）でワカサ
ギの氷上穴釣りが楽しめます。道具一式がレ
ンタルできるので、手ぶらで楽しめます。水
のきれいな松原湖のワカサギは食べると最高
においしいと評判です。釣ったワカサギは道
具のレンタル店に持っていけば揚げてもらえ
ますよ。

松原湖
（小海町）

松原湖観光案内所

TEL
0267-93-2005

2月20日(土)
～

3月6日(日)

第12回北国街道
小諸宿の

お人形さんめぐり

　3月3日のひな祭りに合わせて「お人形さん
めぐり」を開催します。北国街道小諸宿を中
心に、店舗や個人宅など100軒ほどが古くか
ら伝わるひな人形を飾りつけ、市民や観光客
が誰でも見られるように公開しています。
　3月5日(土)には、無病息災をわら馬に託す
「わら馬パレード」が開催されます。

ほんまち町屋館ほか
（小諸市）

北国街道 ほんまち町屋館

TEL
0267-25-2770

2月20日(土)
～

3月21日(月)
郷土のひな人形展

　地域の方々より寄贈いただいた江戸時代か
ら現代までのひな人形200点余りを展示しま
す。ひな人形の製作と販売で有名な、旧中山
道鴻巣宿からお借りした浮世人形やひな人形
を彩る小物、当時の写真などをあわせて展示
します。

佐久市立望月歴史
民俗資料館
（佐久市）

佐久市立望月歴史
民俗資料館

TEL
0267-54-2112

３月5日(土)
～６日(日)

スノーシューで
雪山散歩

　スノーシューの体験をしながら、山を散歩
し、真冬の大自然を楽しみます。定員：20組

長野県望月少年自然の家
（佐久市）

長野県望月少年自然の家

TEL
0267-54-2405

3月12日(土)
13:30～15:30

小諸城 戦国協奏講演会

第四陣
真田家ゆかりの地をめぐ
る＆牧野家当主が語る
”小諸城と常在戦場”

　小諸の歴史を紹介する講演会（全9回予定の
うち5回目・題目：第四陣）を開催いたしま
す。
　今回は、小諸城主・牧野家の現代当主をお
招きし、NHKで”真田家ゆかりの地巡り”を
担当するキャスターと対談。それぞれの目線
で当時を振り返り、真田家と小諸城、小諸城
と常在戦場の関係に迫ります。

小諸グランドキャッスル
ホテル

（小諸市）

小諸市商工観光課

TEL
0267-22-1700

2月5日(金)
～

3月14日(月)

期間中 金･土･日
16:00～19:00

軽井沢 氷柱白糸
イルミネーション

　2014年7月、日本夜景遺産に認定された氷
柱白糸イルミネーションが、2016年も開催
されます。神秘的でハートフルな氷と光の輝
きを、是非お楽しみください。

白糸ハイランドウェイ
第1駐車場

（軽井沢町）

白糸ハイランドウェイ

TEL
0267-31-0070

11月10日(火)
～

4月17日(日)
第78回作品展示

　「唐俑」のほか、「聖牛」（下図）、そし
て秘蔵の作品「牡丹」（本画）を展示中で
す。その他、素描作品など合計で46点を展示
しています。
　また、開館25周年を記念して、特典ブック
レットをご来館された方全員にプレゼントし
ます。(3月31日まで）

奥村土牛記念美術館
（佐久穂町）

奥村土牛記念美術館

TEL
0267-88-3881

３月5日(土)
～

5月8日(日)

9:30～17:00
休館日:毎週月曜

(3月21日と5月2
日は開館)

収蔵品展 いざ旅を
世界を旅した画家たち

　世界各地を旅してその風景や人々の姿を絵
画として遺してきた画家たち。その土地の歴
史や風土、様々な空気感や思いを画面から伝
えてくれます。
■佐久市民の日無料開放：3月12日(土)･13
日(日)
■春休み工作教室：3月26日(土)･27日(日)
■観覧料 一般500円/高校生･大学生400円 /
小中学生250円
URLhttp://www.city.saku.nagano.jp/museu
m/index.html

佐久市立近代美術館
（佐久市）

佐久市立近代美術館

TEL
0267-67-1055

長野県PRキャラクター 

「アルクマ」 

2016年3月 

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。
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長野県PRキャラクター 

「アルクマ」 

2016年3月 

3月5日(土)

 シャトレーゼ

   スキーリゾート八ヶ岳

親子･そり滑りコンテスト

　
　親子のそり大会!トーナメント方式で1～3ブ
ロックで勝ち進んだチャンピオン親子を決定
し最終のグランドチャンピオン親子を決定し
ます！

3月12日(土) 親子・雪上運動会
　４種類のミニゲームを2チームに分かれて対
戦し総合得点が多いチームが勝利となりま
す。

3月14日(月)
ホワイト･チョコフォン

デュ
　先着100名様限定でチョコレートフォン
デュの無料サービスを行います。

3月19日(土) 親子・スノーフラッグ

　ビーチフラッグの雪上版!トーナメント方式
で1～3ブロックで勝ち進んだ親子を決定し最
終のグランドチャンピオン親子を決定しま
す！

3月21日(月･祝) ファン感謝デー
　ご来場のお客様全員に賞品が当たる大抽選
会を開催します!!その他にもイベント盛りだく
さんの1日です!

3月6日(日)
11:00～

佐久スキーガーデン
「パラダ」

NEWかぶ太くん！と
一緒に滑ろう!

　
　北パラダラルゴコース、みんな集まれ!かぶ
太くんと一緒に滑ろう!かぶ太くん滑走します!

3月13日(日)
13:45頃

かぶ太くんホワイトDay
特別企画

　小学生までのお子様（先着100名）にかぶ
太くんからお菓子のプレゼント

12月19日(土)～
３月27日(日)

冬の特別企画展
「昆虫のキレイ展：

白と銀」

　白い昆虫で有名なのは、学校でも習うモン
シロチョウでしょう。北アメリカにはシロカ
ブトという白いカブトムシもいます。それで
は銀色は？信じられないような金属光沢に輝
くその名もプラチナコガネがいます。日本に
もウラギンヒョウモンやギンモンスズメモド
キなどがいます。白銀のゲレンデを望む昆虫
体験学習館で、キレイな白と銀をご覧下さ
い。

昆虫体験学習館
（佐久市）

昆虫体験学習館

TEL
0267-68-1111

３月13日(日)
八千穂高原スキー場

スキー場祭り

　スキー場お客様感謝デー！雪上宝探し、ス
ノーフラッグ、抽選会など楽しいイベントが
盛りだくさんです。景品として佐久穂町の特
産品や豪華賞品をご用意しております。

八千穂高原スキー場
（佐久穂町）

八千穂高原スキー場

TEL
0267-88-3866

3月14日(月)
白樺高原国際スキー場

ホワイトデーサービス

　リフト1日券20%ＯＦＦ、先着で粗品プレ
ゼント

3月19日(土) ファン感謝デー
　リフト1日券を購入されたお客様に先着で地
元特産品をプレゼント

3月14日(月)

しらかば2in1スキー場

ホワイトデーサービス
　リフト1日券20%ＯＦＦ、先着で粗品プレ
ゼント

3月21日(月･祝) 感謝サービスデー
　リフト1日券を購入されたお客様に抽選で地
元特産品をプレゼント

3月20日(日)
12:30～

軽井沢プリンスホテル
スキー場

トナッキーと
じゃんけん大会

　小学生までのお子さまを対象にトナッキー
とじゃんけん大会を開催。じゃんけんの勝者
先着100名に賞品をプレゼント。

軽井沢プリンスホテル
スキー場

（軽井沢町）

軽井沢プリンスホテル
スキー場

TEL
0267-42-5588

しらかば2in1スキー場
（立科町）

白樺高原総合観光センター

TEL
0267-55-6201

シャトレーゼスキー
リゾート八ヶ岳

（川上村）

シャトレーゼ
スキーリゾート八ヶ岳

TEL
0267-91-1001

佐久スキーガーデン
「パラダ」
（佐久市）

佐久スキーガーデン
「パラダ」

TEL
0267-67-8100

白樺高原国際
スキー場

（立科町）

白樺高原総合観光センター

TEL
0267-55-6201

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。


