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10月１日（日）

信州デスティネー
ションキャンペーン
サンクスイベント

南佐久小海線まつり
in佐久穂

with小さなジャズ
フェスティバル

　３回目となる南佐久小海線まつり。今年は佐久穂町の八千
穂駅周辺で、黒澤酒造「酒蔵開放」やジャズフェスティバル
と共催します。また古き良きまちなみの残る八千穂駅前とい
うことで、そのまちなみや小海線の歴史等も紹介していく予
定です。ミニＳＬの運行や南佐久産品の出店エリアなど、大
人から子どもまで楽しめる内容で開催します。ジャズフェス
ティバルでは、メリアホールでメインコンサート（16：30
～）も予定されています。

ＪＲ小海線
八千穂駅周辺

佐久穂町生涯学習館
茂来館メリアホール

南佐久小海線まつりin佐久穂
実行委員会事務局

（佐久穂町役場産業振興課商
工観光係内）

TEL 0267-88-3956

  10月7日(土)
 ～10月9日(月)

OSJ
トレイルランニング

レース
KOUMI100

　小海町単独でOSJシリーズ初の周回による100マイルレー
スが開催されます。コースは、八ヶ岳東部小海町松原湖周辺
から稲子湯を通り八ヶ岳の中腹、標高2,100ｍまで駆け上が
ります。32kmを5周回と選手には厳しいコースです。

松原湖周辺から
八ヶ岳

（小海町）

小海町観光協会
TEL 0267-92-2525

  10月7日(土)
小雨決行

雨天時10月9日(月)
延期

浅間山周遊登山
モニターツアー

　浅間山の新たな魅力発信についてご意見をお伺いするた
め、黒斑コース登山口から火山館コース登山口まで周遊する
モニターツアーを実施します。登山を愛皆さまのご参加をお
待ちしております。
■参加費:無料　■定員:20名

浅間山一帯
佐久地域振興局商工観光課
TEL 0267-63-3157

10月8日（日）
10:00～15:00

第23回
信州小諸

ふーどまつり

　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。
・市内の飲食店によるフードコート
・地場食材を使用した手づくり加工品の販売
・参加団体によるイベントや出店
その他同時開催イベントを多数予定しています。

小諸駅前相生町通り・
藤村プロムナード・
はんまち町屋館・

停車場ガーデンほか
（小諸市）

小諸商工会議所
TEL 0267-22-3355

10月8日（日）
10:30～14:30

雨天決行
荒天中止

舞台めぐり
CYCLING＆
WALKING

KOMOROGAINING
（コモロゲイニング）

　小諸市内にあるアニメ・マンガの舞台をめぐり写真を撮影
しながら、小諸のグルメを食べてポイントを稼いで競う競技
です。
自転車で高得点を狙うも良し、普段自転車に乗らないけど電
動アシスト自転車でガチ勢と競うも良し、徒歩で食い倒れす
るも良しのミックスガチンコバトル！

小諸市内

受付：小諸市観光交流館
開会セレモニー：大手門公園

一般社団法人こもろ観光局
TEL 0267-22-1234

10月8日(日)
10:00～14:30

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14日(土)
～

10月22日(日)

軽井沢彫家具
展示会

　明治・大正・昭和の名作から新作まで展示
■大人:400円　小人:200円（旧三笠ホテル入館料）
　午前9時開場

旧三笠ホテル
（軽井沢町）

軽井沢商工会
TEL 0267-45-5307

10月15日(日)
雨天決行
受付9:00

出発10:00

小海町紅葉ウォーク

　8km（Ａ・Ｂ）コースがあります。
　Ａコースは松原湖畔の遊歩道を紅葉を味わいながら歩く
コース。Ｂコースは少しアップダウンがあります。どちらの
コースも雄大な八ヶ岳を正面に見ながらウォークできます。
■料金：大人：1,000円/中学生以下：無料　　当日参加可

松原湖高原
スケートセンター

（小海町）

小海町観光協会
TEL 0267-92-2525

10月21日(土) 手ぶらｄｅ
星空観賞会

　星の聖地で美しい星空を手軽に楽しんで！
　野辺山の美しい星空を、たくさんの人に味わってほしい。
特にビギナーの方にも、空を見上げれば広がる満天の星を
知ってほしい。その想いを込めて、手ぶらで気軽に楽しんで
いただける観望イベント！

南牧村農村交流館
【ベジタボール・ウィズ】

パラボラひろば

南牧村観光協会
TEL 0267-96-2211

10月21日(土)
佐久地域における

星空観賞会

　佐久地域に住む小中学生を対象に、昼間はうすだスター
ドームで星空の話を聞いたり昼間の星空観賞をします。夜は
下記の「手ぶらde星空観賞会」に参加し、国立天文台野辺山
宇宙電波観測所の施設見学や星空案内人による星空観賞等を
行います。
　■料金：無料　■申込期限　10月11日（水）

うすだスタードーム
（佐久市）

南牧村農村交流館
【ベジタボール・ウィズ】

（南牧村）

佐久地域振興局商工観光課
TEL 0267-63-3157

9月9日（土）
～

10月9日（月・祝）
「サケテラス」

　信州佐久の蔵元のひやおろし解禁を祝うイベント！
醸造された日本酒を、３つの企画をとおして楽しむことがで
きます。
１　ひやおろしを飲み比べ「ほろ酔い五福」
■場所：村民食堂　料金：1,500円
２　醸造家おすすめの品が並ぶ「酒ギャラリー」
■場所：カフェハングリースポット　料金：入場無料
３　酒粕でリラックス「酒粕足浴」
■ハルニレテラス「常世」前　料金：1,080円（足浴とフッ
トマッサージ10分）

軽井沢星野エリア
星野リゾート　広報

TEL 03-5159-6323

長野県PRキャラクター 

「アルクマ」 

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。
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長野県PRキャラクター 

「アルクマ」 

10月21日(土)
～

10月22日(日)

星空の街＊
あおぞらの街

全国大会
ｉｎ

信州南牧村

　大会プログラム
1日目　歓迎アトラクション・記念講演等
2日目　エクスカーション（関係者のみ）

八ヶ岳高原
音楽堂

南牧村産業建設課
TEL 0267-96-2211

10月21日(土)
～11月19日(日)

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

10月22日(日)
9:20～15:30

ゆっくり歩こう
中山道
第10回

ウォーキング
inたてしな

　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。

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

10月22日(日)
18:00会場
18:30開演

ＤＲＵＭ　ＴＡＯ
「ドラムロック

疾風」

伝統楽器を用いながら、多彩なジャンルのメロディーを取り
入れた概念に囚われない音楽を披露するＴＡＯライブを南牧
村で開催。
■大人（高校生以上）2,000円　小人（小中学生）1,000円

南牧村社会体育館
南牧村役場　産業建設課
TEL 0267-96-2211

10月28日（土）
～

10月29日（日）

マンズワイン
小諸ワイナリー

収穫祭

小諸の気候・風土は、ワイン造りに非常に適しているといわ
れています。数々の受賞歴を誇る高級ワイン「ソラリス」シ
リーズは、ここマンズワイン小諸ワイナリーで育まれている
のです。毎年恒例となった収穫祭は、例年2日間で1万人の人
出があります。

マンズワイン
小諸ワイナリー

マンズワイン㈱
小諸ワイナリー

TEL 0267-22-6341

10月28日(土)
10:00

～
10月29日(日)

15:00

北八ヶ岳・小海 星
と自然のフェスタ

2017

　夜になると雄大な八ヶ岳が人工照明などの光を遮断してく
れます。天文マニアの中で日本有数の美しい星空が見えると
いわれている小海町で初めてとなる星のイベントを開催しま
す。有名企業出展による最新機材の展示と撮影会。誰でも撮
れる風景写真講座、地元食材を使った飲食ブースと高原野菜
の販売もあります。協賛各社提供オークション、両日開催、
豪華景品つきのお楽しみ大抽選会も用意しました。

小海リエックスホテル
特設会場

（小海町）

小海星フェス実行委員会
小海町観光協会

TEL 0267-92-2525

開催場所等が変更になる場合があります。


　事前に主催者へお問い合わせください。

10月22日(日)
７:00～15:30

センゴク合戦ご当地
グルメウォーキング

　小諸城に着陣した徳川軍が、上田城に攻め込むという史実
を再現したウォーキングイベントです。小諸から上田までの
道中でご当地グルメを堪能しながら歩きます。（一部しなの
鉄道使用）
戦国武者・甲冑コスプレ大歓迎！甲冑を着て上田城に攻め込
もう！（本格鉄甲冑レンタルあり。一領23,000円）
※レンタル甲冑は数が限られています。詳細はこもろ観光局
へお問合せください。手荷物配送サービス（スタート→ゴー
ル）も承っております。（有料）
応募・詳細はスポーツエントリーから！
https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/71693

小諸城大手門～上田城
（受付：小諸観光交流館）

一般社団法人こもろ観光局
TEL 0267-22-1234

　10月21・22・28・29日に行われる予定のイベントについては、衆議院議員総選挙等の実施により

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。


