
月　日 イベント名 内 　容 開催地 問合せ先

12月24日(土)
～２月12日(日)
9:00～17:00

休館日:毎週月曜日

2016長野ADC展

　長野アートディレクターズクラブ（長野ADC）は、
さまざまなジャンルのクリエイターが個人の資格で参
加・運営する会員組織（非営利の任意団体）であり、自
身のレベルアップのための機会や場を創出しています。
2015年に発足した長野ＡＤＣにとって2年目となる審
査会が去る9月3日に行われ、厳正なる審査により各賞
が決定しました。今回の展示会では入賞作品及び上位作
品を展示します。長野のクリエイターによる優秀作品を
どうぞご覧ください。

小諸市立
小諸高原美術館・

白鳥映雪館
（小諸市）

小諸市立
小諸高原美術館・

白鳥映雪館

TEL
0267-26-2070

2月3日(金)

2月14日(火)

シャトレーゼ
スキーリゾート八ヶ岳

3日･･節分、恵方巻き

14日･･バレンタイン・
チョコフォンデュ

　3日･･節分の日に大勢の皆さんと一緒に恵方を向いて
シャトレーゼ特製の「恵方ロールケーキ」を食べません
か？先着90名様で参加無料!!

　14日･･バレンタインデーの日はＷプレゼントとして
12:00～13:00に２Ｆレストランでお食事のお客様全
員にチョコレートフォンデュの無料サービスを行いま
す。

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

2月  5日(日)

2月14日(火)

白樺高原国際スキー場

5日‥「ゆるキャラ集合」
　　キッズ祭り2016

14日‥バレンタインデー
サービス

　5日‥立科町のシンボルキャラクター「しいなちゃ
ん」をはじめ、地域のゆるキャラが集合！

　14日‥リフト1日券20%ＯＦＦ、粗品プレゼント

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

2月11日(土) 初午祭

　商売繁盛や家内安全祈願の参拝客が訪れ、岩村田商店
街から神社への参道には露店が立ち並ぶほか、神社の入
口の出店では縁起物のダルマを買い求める多くの人々で
賑わいます。
　また、鼻顔稲荷神社の下を流れる湯川のほとりでは、
夕刻から奉焼祭が執り行われ一年お世話になったダルマ
のお焚きあげが行われ、幻想的な光景を見ることができ
ます。

鼻顔稲荷神社
（佐久市）

佐久市観光協会

TEL
0267-62-3285

2月11日(土)
10:00～15:30

環境フェアin佐久
Jump Out！佐久穂

　環境保全に関する取組みを紹介し、「やってみよう！
未来を変える　エコライフ」をテーマに「環境フェアin
佐久Jump Out！」を開催します。環境について体験
し、見て、考える場を用意しております。皆様のご来場
をお待ちしております。

生涯学習館　茂来館
（佐久穂町）

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

　地酒と料理のマリアージュを楽しみながら、御酒飲ラ
リーのお酒１３本＋シークレット１本の１４種類の地酒
を当てる利き酒選手権を開催します。当日は、おんな酒
場放浪記に出演している“栗原友さん”をお呼びしての
ほろ酔いトークの他、地酒に合うお料理をご用意、上位
入賞者には『酒匠』の称号（記念品）を贈呈しますの
で、奮って参加をお願いします。
■定員：５０名（定員になり次第終了）
■参加費：１，２００円　※my猪口持参で２００円引
き、御酒印シール１３枚全制覇の方は無料０円

こてさんね
（佐久市岩村田）

佐久商工会議所

TEL
0267-62-2520

12月15日（木）
～2月26日(日)
9:30～17:00

休館日:毎週月曜日

収蔵品展

「国展の作家たち
　　―創作の自由を求め

た９０年－」

　1918年、自由な制作と発表の場を求め、小野竹喬ら
が結成した「国画創作協会」。彼らが開催する展覧会を
通称「国展」としました。それから90年、変遷を経て
現在では「国画会」として絵画部・版画部・工芸部・写
真部と拡大し活動しています。今回の展覧会では、収蔵
品の中から初回から現在までの間に国展に参加した作家
たちの作品約50点をご覧いただきます。
　「公募展　平成28年度第31回佐久平の美術展」（2
月11日～）、「平成28年度佐久市児童生徒美術展」
（2月18日～）も同時開催。
■観覧料：一般５００円　高校大学生４００円
　　　　　小中学生２５０円

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

2月11日(土)
15:00～17:30

目指せ「酒匠」
利き酒選手権！

 

おすすめ！ 

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のホームページをご覧ください。
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おすすめ！ 

長野県PRキャラクター 

「アルクマ」 

2月12日(日)

池の平スノーパーク

冬のおもしろ
運動会

　冬の運動会を今年も開催！
各優勝者には、池の平ホテルペア宿泊券をプレゼント！
入賞者にも豪華プレゼント、参加賞もご用意。
親子で楽しい運動会♪

白樺リゾート
池の平スノーパーク

（立科町）

白樺リゾート
池の平スノーパーク

TEL
0266-68-2100

2月12日(日)
八千穂高原スキー場

スノーシューハイキング

　真っ白な雪と日本一美しいと言われる白樺林に囲まれた八
千穂高原を歩きます。高原ガイド付きでファミリーや初心者
でも楽しめます。
■参加費：（スノーシューレンタル込）
中学生以上2,500円/小学生1,500円/未就学児500円
■定員：20名
予約制（参加日の５日前までにお申し込みください。）

八千穂高原
（佐久穂町）

八千穂高原スキー場

TEL
0267-88-3866

2月12日(日)

2月25・26日
(土・日)

佐久スキーガーデン
「パラダ」

12日･･かぶ太くんバレンタ
インDay特別企画

25・26日・・ハッピー大抽
選会！

　12日･･小学生までのお子様先着100名かぶ太くんか
らお菓子のプレゼント

　25・26日・・来シーズンのパラダシーズン券などが
当たるかも！

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

2月14日(火)

2月19日(日)

しらかば2in1スキー場

14日・・バレンタインデー
サービス

19日・・お楽しみダーツ
大会

　14日・・リフト1日券20％ＯＦＦ　粗品プレゼント

　19日・・リフト1日券購入者対象、先着300名に
ダーツ大会資格。地元特産品などがダーツで当たる！

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

2月18日(土)
八千穂高原スキー場

抽選会で特産品GETの日

　当日1日リフト券、15-16シーズン券購入者を対象に
抽選会を開催！佐久穂町産の美味しい特産品がGETでき
るチャンスです！

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

2月18日(土)
19:30～21:00

冬の星空観望会

　明るい星や星座、美しい星雲・星団が多い冬の星空を
たっぷりと楽しむ観望会。オリオン座をはじめとする冬
の星座の見つけ方、つなぎ方、星座神話を紹介するほ
か、望遠鏡や双眼鏡で冬の星空名所もご覧いただきま
す。予約は不要です。お気軽にお越しください。
■入館料：一般５００円　小中学生２５０円

うすだスタードーム
（佐久市）

うすだスタードーム

TEL
0267-82-0200

2月18日(土)
～3月5日(日)

10:00～16:00

第13回北国街道
小諸宿の

お人形さんめぐり

　早春の訪れを告げる北国街道小諸宿のお人形さんめぐ
りが、今年もほんまち町屋館を中心に開催されます。開
催期間中には様々な時代のひな人形やつるし雛が各所で
展示され、街は華やかな雰囲気に包まれます。また、期
間中にはイベントも多数開催。早春の北国街道小諸宿で
皆様のお越しをお待ちしております。

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19日(日)

軽井沢プリンスホテル
スキー場

19日‥トナッキーとじゃ
んけん大会

　19日‥小学生までのお子さま先着100名さまを対象
にトナッキーとじゃんけん大会を開催。

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

2月19日(日)
第６回

東信州雪合戦大会

　雪合戦は大人から子供まで熱中できるスポーツ。手に
汗握る攻防、一瞬の駆引きで勝負が決まる。今、この地
で、この楽しさを・・・。優勝チームには池の平ホテル
宿泊券を進呈します！
■募集チーム数：一般リーグ／先着24チーム
■申込締切：２月３日(金)
■参加料：１チーム　15,000円（保険料込）
■申込方法：①チーム名②代表者名③住所④TELを明記
の上、下記Eメールまたは電話によりお申し込み下さ
い。
※１チーム８名以上でお申込み下さい。８名以上集まらない

場合も混同チームを作りますので、事務局にご相談下さい。

Eメール　info@ikenotaira-resort.co.jp

白樺リゾート
池の平ホテル&リゾーツ

（茅野市）

東信州雪合戦協会

TEL
0266－68－2100

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。


