
開催日・期間 開催地

１ｐ 平成27年1月24日 帝国ホテル東京

２ｐ 1１月８日、9日
飯山市

３ｐ 11月9日 中野市

４ｐ 11月23日 東御市

５ｐ 11月29日 箕輪町

６ｐ 11月7日～8日 箕輪町

７ｐ 11月22日 須坂市

８ｐ 12月6日 山ノ内町

　

９ｐ 11月1日～1月12日 佐久市

１０ｐ 11月22日 南牧村

１１ｐ 11月23日 長野市

１２ｐ 12月5日～7日 安曇野市

１３ｐ 1月7日 小諸市

１４ｐ 11月20日～3月中旬 須坂市

１５ｐ～２５ｐ

　▼「アルクマ便り」は毎月第3水曜日、ホームページにアップします。カラーでご覧いただけます。
　 http://www.pref.nagano.lg.jp/tokyokanko/index.html　　新着情報→アルクマ便り(プレスリリース資料）

〈健康イベント〉

もみじ祭り

新そばでそば打ち体験

〈まつり・イベント〉

開業前イベント　ＪＲ飯山駅　移転イベント開催

ＳＡＫＵ ＢＬＯＯＭ イルミネーション２０１４

野辺山×宙ガール　手ぶらde星空鑑賞会

長野えびす講煙火大会

灯の祭典「安曇野神竹灯（かみあかり）」

御影新田の道祖神祭り

”紅の綿”箕輪町健康幸せツアープラン

掲載ページ

ナガノワインフェス in 東京　開催！

〈美術館・博物館〉

小林朝治の木版画

晩秋のカントリーウォーク

海野宿ふれあい祭

志賀高原 統一初滑り・スキー場開き祭

〈夜のイベント〉

月号 11 
２０１４ 年１０月２１日 

飯山市・北陸新幹線ニュース 

イベント 

アルクマ便り 

ワイン、シードル＆ワイナリー特集 

首都圏イベント 

 アルクマ 

長野県PRキャラクター 
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飯山市 
●新幹線開業前イベント/2Ｐ 
 
 

安曇野市 
●灯の祭典 
安曇野神竹灯 
（かみあかり）/12Ｐ 

須坂市 
●晩秋のカントリーウォーク/7Ｐ 
●小林朝治の木版画/14Ｐ 

小諸市 
●御影新田の道祖神祭り/13Ｐ 
 

箕輪町 
●新そばでそば打ち体験/5Ｐ 
●“紅の綿”健康幸せツアープラン/6Ｐ 
 
 

松本市 

山形村 

佐久市 
●ＳＡＫＵ BLOOM 
イルミネーション 2014/9Ｐ 

 
 

南牧村 
●野辺山×宙ガール 
手ぶら de 星空鑑賞会/10P 

 
 
 

長野市 
●長野えびす講 

煙火大会/11Ｐ 

東御市 
●海野宿ふれあい祭/4Ｐ 
 
 
 

中野市 
●もみじ祭り/3Ｐ 
 
 

 
豊丘村 

月号 1  
 

1  
 

山ノ内町 
●志賀高原 
統一初滑り・スキー場開き祭/8Ｐ 
 

ナガノワインフェス in 東京 開催！ 
●2015 年 1 月 24 日（土） 
会場：帝国ホテル東京 

●11 月 1 日前売り開始！ 
 
 
 



１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 入 場 料

４ 内　 　容

≪主　　催≫
お問合わせ先

首都圏イベント

ナガノワインフェスin東京　開催！

平成２７年１月２４日（土）

近年注目を浴びるNAGANO WINEを、首都圏の多くの皆様に知っていただくため、
「NAGANO WINE FES in TOKYO」を帝国ホテル東京で開催します。

当日は県内のワイナリーの試飲に加え、長野県産食材を使った料理を楽しめるなど、
ワインと信州の恵みを体感できる一日となります。

東京都千代田区内幸町1-1-1

帝国ホテル東京　光の間（本館中２階）

１２時〜１９時３０分（２部制）

前売券　６，５００円　当日券７，０００円（ワイン、軽食付き）

（http://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/）

・長野県観光部信州ブランド推進室 
　電話：026-235-7249（直通）担当：片井　メール：brand@pref.nagano.lg.jp

▼県産ワインの試飲会（長野県産食材による軽食、立食形式）
・参加ワイナリー
　長野県内ワイナリー・ヴィンヤード２４社約７０種（変更する場合がございます）
▼２部制（完全入替制）
・第１部　12：00～15：00　　第２部　16：30～19：30
・参集予定人数：６００名（３００名×２回）

▼前売発売開始：１１月１日（土） 各種プレイガイド及び「銀座NAGANO」にて販売予定
※詳細はＮＡＧＡＮＯ ＷＩＮＥ オフィシャルサイト（www.nagano-wine.jp）
　  フェイスブック（www.facebook.com/naganowine）でご確認ください。

長野県、長野県ワイン協会、NAGANO WIN応援団運営委員会

・NAGANO WINE応援団運営委員会
　電話：026-262-1710　担当：山口　メール：nagano.wine.pepteam@gmail.com　

 

１１月１日（土） 

  前売り開始！ 
 

mailto:brand@pref.nagano.lg.jp
mailto:nagano.wine.pepteam@gmail.com　


１ 日 時

２ 会 場

３ 内 容

  １日 時

  ２会 場

　　   ３内 容

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.city.iiyama.nagano.jp/

0269-62-3111 0269-62-6221

〒389-2292　飯山市大字飯山1110-1

JR飯山線 飯山駅下車

▼「ありがとう飯山駅」さよならイベント

飯山駅（新駅）および駅前

8：30～　　　　　　・新駅開業記念式典（飯山駅列車出発式、くす玉割り等）
9：30～10：00　　・飯山駅観光交流センター開館セレモニー
　　　　　　　　　 　・テープカット、からくり時計披露、五束太々神楽の舞
10：00～14：00　・農産物収穫祭（農産物・特産品販売）
　　　　　　　　　　 ・餅つき、きのこ汁サービス（11：00～13：00）
10：30～13：30　・飯山市米食味コンクール試食審査・投票

▼「新幹線延伸・北しなの線開業プロジェクトPart 1」も同時開催
10：30～14：00　「信濃の国」「ふるさと」大合唱、パネル・鉄道ジオラマ展示など

１１月８日（土）　１５時～１９時

飯山市総務部企画財政課

   ▼「新飯山駅」 オープニングイベント

１１月９日（日）　８時30分～１４時

ＪＲ飯山駅（旧駅）および駅前広場

・さよならセレモニー（式典、最終列車見送り）
・七福の鐘つき
・記念品配布
・きのこ汁サービス等（予定）

上信越自動車道 豊田飯山ＩＣより車で約10分

北陸新幹線 飯山市

JR飯山駅 移転イベント開催

　大正10年10月の開業から90年余の間、交通拠点として機能してきたＪＲ飯山駅が、
３００ｍ南の北陸新幹線飯山駅へと移転されます。
これを受けて、現飯山駅のさよならイベントと新飯山駅のオープニングイベントを開催します。

http://www.city.iiyama.nagano.jp/


１ 日　   時

２ 会　 　場

３ 内　 　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（E-ｍａｉｌ)

ＪＲ飯山線　替佐駅よりタクシーで約15分

0269-38-2774

chiikishinko@city.nakano.nagano.jp

〒389-2101　中野市大字豊津2508

0269-38-3111

中野市 豊田支所 地域振興課

上信越道　豊田飯山ＩＣより車で約１分

イベント 中野市

もみじ祭り

11月９日（日）10時～14時３０分

　秋の鮮やかな紅葉と多くの木々が彩る季節。
朝採り野菜や果物などを産直価格で販売します。

おすすめは、りんごで品種も豊富に揃えて試食販売いたします。
このほか、ご友人やご家族で楽しめるイベントも盛りだくさん。

皆さんのお越しをお待ちしています。

もみじ祭り実行委員会

りんごや秋野菜の販売のほか、きのこ汁のふるまい、
もちつき体験、竹とんぼづくり、メダカすくいなど
お楽しみコーナーがあります。

道の駅 ふるさと豊田

mailto:chiikishinko@city.nakano.nagano.jp


１ 日　　 時

２ 場　　 所

３ 内　 　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ) kanko@city.tomi.nagano.jp

〒389-0404　東御市大日向337　

東御市商工観光課観光係

上信越自動車道 東部湯の丸ＩＣより約10分

http://www.tomikan.jp

▼イベント内容
・富山市「越中八尾　おわら風の盆」の皆さん、出演決定！
・時代衣装行列
・売り切れ必死！地元のお母さんたちが作る大人気の、野菜ほうとう、小豆ほうと
う、
　くるみおはぎの販売
・まつり風景を撮って応募しよう！写真コンテスト
・短歌、俳句、川柳のつどい
・人力車に乗ろう！
・海野宿歴史民俗資料館、なつかしの玩具展示館　開放
・白鳥神社「浦安の舞」
・長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」出没

※無料シャトルバス運行　　東御市役所 ⇔ 海野宿

0268－67－1034

海野宿ふれあい祭実行委員会

※駐車場が少ないためできるだけ乗り合わせかシャトルバスでお越しください。

しなの鉄道 田中駅又は大屋駅より徒歩約20分

0268－67－3337

イベント 東御市

第24回 海野宿ふれあい祭

１１月２３日（日・祝）　１０時～１５時

　海野宿は、寛永二年（一六二五年）に北国街道の宿駅として開設されました。
海野宿の街並みは江戸時代の旅籠造りや明治以降の養蚕が盛んな頃に建てられた蚕室造り
の建物がよく調和して伝統的な家並みを形成しています。その伝統的な日本家屋の家並み
が現在まで保存されていることから、「重要伝統的建造物群保存地区」に選定を受けてい
ます。この、海野宿を大勢の皆様に知っていただこうと海野宿ふれあい祭を開催します。

旧北国街道　海野宿



１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 入 場 料

４ 内　 　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) sangyou@town.minowa.nagano.jp

〒399-4695　上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298　
箕輪町役場産業振興課未来農（みらいの）戦略係

中央道「伊北」インターより約5分

http://minowa-gt.jp

0265-79-3111（内線166）

イベント 箕輪町

"新そばでそば打ち体験" 箕輪町 赤そばに親しむ体験②

１１月２９日（土）　９時～１４時

　ご存じ「そばの国」信州でも珍しい、赤い花を咲かせる「赤そば(高嶺ルビー)」が名産の箕輪町で
は、赤そばを育て、味わう「赤そばに親しむ体験」を開催しています。今年度第２回目となる今回は、
町東部上古田にて、地元名人による丁寧な指導のもと、赤そばの新そばによるそば打ちを体験しま
す。白そばとの打ち比べ、食べ比べも。癒しの里箕輪町で、極上の思い出を作りませんか!?
ご参加いただいた方には美人美肌の湯「みのわ温泉ながたの湯」入浴券も差し上げます。

交流施設ぷらプラ

箕輪町グリーンツーリズム推進協議会（株式会社みのわ振興公社・みのわ温泉ながた荘）

上伊那郡箕輪町大字中箕輪３７３０－２７６

大人お1人様 ４，０００円　子どもお1人様　２，０００円
（※：集合･解散場所までの交通費は含まれません。）

JR飯田線「伊那松島」駅よりタクシーで約10分

0265-79-0230

（※高速バスご利用の場合「中央道箕輪」バス停よりタクシーで約10分）

▼スケジュール
 9：00～9：30　　　 集合・受付（交流施設ぷらプラ）
 9：30～　　　　　　 体験施設へ移動（上古田公民館）
10：00～12：30　　 新そばでそば打ち体験
　　　　　　　　　　　 地元名人による丁寧な指導のもと、赤そばの新そばと白そばとの
　　　　　　　　　　 　打ち比べをお楽しみください。
12：30～14：00　　 交流会
　　　　　　　　　　　 ご自身で打った打ちたて・ゆでたてのそばの味は格別！
　　　　　　　　　　　 白そばとの食べ比べも。
14：00　　　　　　　  解散

（※）諸事情により、上記日程の一部を変更させていただく場合がございます。

mailto:sangyou@town.minowa.nagano.jp
http://minowa-gt.jp/


１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 参 加 費

４ 内　 　容

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

イベント 箕輪町

"紅の錦" 箕輪町健康幸せツアープラン⑥

１１月７日（金）12時30分～１１月８日（土）12時

　アルプスに抱かれた信州伊那谷・箕輪町では「運動とコミュニケーション」を重視する健康づくりを取り
入れた「信州みのわ健康幸せツアー」を開催し、首都圏・中京圏を中心に多くのお客様からご好評をい
ただいております。今回のプランは、初日に町東部もみじ湖にて、よませ自然学校校長畔上先生のユー
モアあふれるガイドの元、盛りを迎えた一万本のもみじを眺めつつ自然散策。その後はみのわ温泉なが
た荘にて野菜中心のヘルシーメニューの夕食と伊那谷髄一の名湯をお楽しみ頂き宿泊。２日目は町内
で、旬の野菜の収獲体験も。癒しの里箕輪町で、深まる秋を満喫しませんか!?

▼初日：１１/７(金)
12：30～12：50　集合・受付（ながた荘フロントロビー）
13：00～　　　　 【運動実践】「10,000本の紅葉もみじ自然散策」
　　　　　　　　　　よませ自然学校 校長：畔上正雄先生のガイドの元、住民有志の
　　　　　　　　　　「健康交流隊」とご一緒に、もみじ湖の湖面に照り映える10,000本
　　　　　　　　　　のもみじで色づく山々の眺望をご堪能ください。
16：00～18：00  ながた荘到着後、フリータイム
18：00～20：00  夕食（野菜中心のヘルシーメニューを囲み、懇親会をお楽しみください）
▼２日目：１１/８（土）
　　　  ～ 9：00　 ながた荘フロントロビー集合
 9：00～11：00　 【農業体験】「旬野菜の収獲体験」
　　　　　　　　　　 アルプスに抱かれた豊かな土壌が育む旬野菜の収獲体験。
　　　　　　　　　　 お持ち帰りになれます。
11：00～　　　　  農産物直売所「にこりこ」へ。
　　　　　　　　　   獲れたての新鮮青果、美味しいスイーツ、ジャムやピクルス等を販売。
12：00頃　　　　  ながた荘に戻り次第 解散
（※）諸事情により、上記日程の一部を変更させていただく場合がございます。

みのわ温泉ながた荘

株式会社みのわ振興公社・みのわ温泉ながた荘（※企画：箕輪町グリーンツーリズム推進協議会）

上伊那郡箕輪町大字中箕輪３７３３－１８

お1人様１３，０００円～
（集合、解散場所はいずれも、宿泊会場となる「ながた荘」です。ながた荘までの交通費は含まれません。）

JR飯田線「伊那松島」駅よりタクシーで約10分

0265-79-02300265-79-3111（内線166）

（※高速バスご利用の場合「中央道箕輪」バス停よりタクシーで約10分）

sangyou@town.minowa.nagano.jp

〒399-4695　上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298　
箕輪町役場産業振興課未来農（みらいの）戦略係

中央道「伊北」インターより約5分

http://minowa-gt.jp

mailto:sangyou@town.minowa.nagano.jp
http://minowa-gt.jp/


１ 日　　 時

２ 場　　 所

３ 参 加 費

４ 内　 　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

2,000円(食事・見学料含)

集合場所：臥竜公園

http://www.suzaka-kankokyokai.jp/

026-215-2226

▼スケジュール
臥竜公園 9：30・・・・・興国寺・・・・・アートパーク(世界の民俗人形博物館)・・・・・
糀屋本藤醸造舗(味噌工場見学、試食)・・・・・市内食事処(須坂やきそばの昼食)
・・・八丁鎧塚古墳・・・霧原大元神社・・・りんご狩(3個)・・・15：00 臥竜公園・物館

※ウォーキングの後、臥竜公園の名物おでん（１本）と博物館の見学をお楽しみ
　 ください。（無料）

info@suzaka-kankokyokai.jp

〒382-0077　須坂市大字須坂1295-1　シルキービル2階

026-215-2225

須坂市観光協会

須坂市観光協会

上信越自動車道　須坂長野東ＩＣより約10分

長野電鉄　須坂駅よりタクシーで約５分

イベント 須坂市

須坂・食べ歩き

 晩秋のカントリーウォーク

１１月２２日（土）　９時３０分～１５時

　カントリーウォークは、田園・郊外をのんびりゆっくり歩いて、地域そのものを楽しむウォーキングで
す。そこでの暮らしが織りなす独特の文化・歴史・景観などを歩きながら、もういちど見直し、発見し、
それらを感じ、味わって、ありのままの須坂を楽しみましょう。

参加者 

  募集 



１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 内　 　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

 お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

志賀高原高天ヶ原スキー場

イベント 山ノ内町

志賀高原　統一初滑り・スキー場開き祭

１２月６日（土）　１０時～１２時

志賀高原の本格的なスキーシーズンの到来を告げる
毎年恒例の統一初滑り・スキー場開き祭です。

安全を祈願した後、地元の保育園児や小学生、中学生その他の皆様による
デモンストレーション滑走が行われます。
その他、お楽しみ抽選会やお得な特別割引リフト券の販売もあります。

長野電鉄　湯田中駅よりバス or タクシーで約40分

0269-34-2344

info@shigakogen.gr.jp

〒381-0401　山ノ内町志賀高原蓮池（志賀高原総合会館９８内）

0269-34-2404

志賀高原観光協会

http://www.shigakogen.gr.jp/

上信越自動車道　信州中野ICより 20km約50分

志賀高原観光協会



１ 期　　 間

２ 場　　 所

３ 内　 　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（その他）

イベント 佐久市

新佐久市誕生１０周年記念

SAKU BLOOM イルミネーション２０１４

１１月１日（土）～2015年１月１２日（月・祝）　１７時～２３時

　３シーズン目となる「SAKU BLOOM イルミネーション」。
原点回帰と飛躍の年。「佐久の美しい星空」と「地域との連携」を主眼に佐久の地でしか体験・体感
できないイルミネーションを実施します。
昨シーズンよりもLED電球を１０万球増加させた４０万球で、「Twinkle Fairy Garden」をコンセプトとし
て、妖精たちが舞い降りた幻想的な空間を演出します。

写真スペース(1～3点）

取材者用の駐車場を設置していますので、事前にご連絡ください。

〒385-0051　佐久市中込2976-4 (公社)佐久青年会議所内

佐久市役所　観光交流推進課　　担当：木内　0267-62-3285
Mail：kankou-k@city.saku.nagano.jp

0267-62-2656

SAKU　BLOOM　実行委員会

SAKU BLOOM 実行委員会

ミレニアムパーク（JR佐久平駅　蓼科口西）

http://sakubloom.jp/

0267-62-2735

上信越自動車道 佐久ICより5分

北陸新幹線佐久 平駅より徒歩１分

▼11月の予定
　１日（土）　午後6時　点灯式　オープニングライブ　スイーツイベント
　２日（日）　午後6時　園児点灯式　スイーツイベント
 22日（土）　午後6時　「良い夫婦の日」記念撮影会　イルミネーション写真
　　　　　　　　　　　　　　市制10周年記念スープサービス（農政課）
 23日（日）　午後6時　ゴスペルLIVE
 29日（土）　午後6時半　ビクセン&案内人による観望会
▼12月の予定
 20日（土）　午後6時・午後7時　クリスマスイベント「ウルトラマンセブンがやってくる」
 22日（日）　午後6時　クリスマスイベント　ウェディングイベント

県内でも最大級「40万球のLED電球」で飾り付けをします。
プロジェクターを用いて「星空アニメーション」の上映を行います。



１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 入 場 料

４ 内　 　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

（その他）

イベント 南牧村

野辺山×宙ガール 手ぶらde星空観賞会

１１月２２日（土）　１２時～２１時

▼ビクセンスタッフによる星の解説
▼天文台研究者による星空講演＆シアター上映
　 （有料。1,500円。定員２００名、WEBでの事前予約制）
▼地元＆企業による展示ブース・マーケット
※詳細な情報はホームページにて随時告知いたします。
※一部変更になる可能性がございます。
※会場は大変気温が低くなります。防寒対策をしてお越し下さい。

南牧村農村文化情報交流館（ベジタボール・ウィズ＆パラボラ公園）

　日本星の三選に選ばれた、星の聖地・南牧村野辺山高原の星空を体験するイベントです。
対象は宙ガールや星空を楽しみたい初心者の方。手ぶらで来て気軽に楽しむことができます。
当日は国立天文台の研究者の講演会や天体機器メーカービクセンさんによる星空解説、
その他催しを予定しています。日本有数の満天の星を、たのしんでください。

野辺山観光案内所

中央道 長坂ＩＣより３０分　上信越自動車道 佐久南ＩＣから６０分

中央線　小淵沢駅で小海線に乗り換え野辺山駅下車徒歩４０分

南牧村観光協会

無料（一部有料。国立天文台研究者講演は事前申込み：入場料1,500円）

http://www.kanko-nobeyama.jp

長野新幹線　佐久平駅で乗換え、小海線のぼり方面野辺山駅下車徒歩４０分

0267-98-3338

soragirl@kanko-nobeyama.jp

取材対応：南牧村観光協会長　新海文人　　電話090-1533-3887

〒384-1305　南佐久郡南牧村大字野辺山　　

0267-98-2091

http://www.kanko-nobeyama.jp/


１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 入 場 料 無料（有料観覧席あり）

４ 内　 　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)
（その他） 電話によるお問合せ受付は月～金、９時～17時

〒380-0904　長野市七瀬中町276　

　　　　　　　　　　1席1名4,200円

http://www.nagano-cci.or.jp/ebisukou/index.html
026-227-2428

長野商工会議所、長野商店会連合会

  (信州特産土産、大会公式プログラム、使い捨てカイロ付き）　      写真：長野商工会議所提供

▼購入方法
　 ①セブンイレブンのマルチコピー機「セブンチケット」での購入
　 ②インターネット予約（長野えびす講煙火大会公式HPをご覧ください)
　 ③電話予約　0570-08-9999（受付時間 10：00～18：00）

JR長野駅から徒歩約20分、またはシャトルバスで約10分
※シャトルバス
・長電バス：東口3番のりば発 → 片道：大人180円/小人90円
・アルピコ交通：善光寺口2番のりば発 → 片道：大人200円/小人100円
いずれのバスも行きは15時～随時、帰りは打上げ終了後1時間程度まで運行。

026-227-2758

ebisukou@nagano-cci.or.jp

１１月２３日（日・祝）　

１８時打上げ開始　（雨天決行）

長野大橋西側・犀川第2緑地

長野商工会議所

上信越自動車道　長野ICから約15分
※会場周辺に駐車場はございません。臨時駐車場(無料)（エムウェーブ
・長野地方卸売市場・真島臨時駐車場の3箇所・15時開場22時閉鎖予
定）　からシャトルバスを用意しています。　片道：大人400円/小人200円
行きは15時～随時、帰りは打上げ終了後1時間程度まで運行。
※16時～21時の間、会場周辺が通行規制されます。

イベント 長野市

第109回 長野えびす講煙火大会

　　えびすシート：限定2,500席

▼打上げ数は約1万発以上
▼第23回 全国十号玉　新作花火コンテスト
　 全国から最強豪の15社の煙火師が集まり腕を競い合います。
▼写真コンテスト
　 煙火大会や西宮神社えびす講祭等、えびす講諸行事で撮影した写真をご応募
　 ください。 ※締切り12月4日(木)当日消印有効　詳しくは長野えびす講煙火大会
　 公式HPをご覧ください。
　

▼有料観覧席

　 ｢日本でいちばん美しい晩秋の花火」と賞される長野えびす講煙火大会。
音楽と花火のコラボレーション「ミュージックスターマイン」や「超ワイド特大スターマイン」等、1万発を
超える花火が秋の澄んだ夜空を彩ります。また、全国から最強豪の煙火師を招いて開催される「新
作花火コンテスト」は、花火ファンに人気の催しです。11月下旬の長野市の最低気温は１℃前後で
す。夜はかなり寒くなりますので、暖かい服装でお越しください。

http://www.nagano-cci.or.jp/ebisukou/index.html
mailto:ebisukou@nagano-cci.or.jp


１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 内　 　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

イベント 安曇野市

灯の祭典「安曇野神竹灯（かみあかり）」

１２月５日（金）～１２月７日（日）　１６時～２０時

　安曇野の神『穂高見神』へ遠く離れた大分県竹田市祖母山の神『豊玉姫』からの贈り物「６,０００本
の竹灯籠」。６,０００本の竹灯籠があなたを神秘の世界へ誘います。
安曇野市の穂高神社とその周辺に、孟宗竹の竹灯籠を配置し点灯します。点灯にご参加いただく
こともできます。幻想的な冬の一夜をやさしい灯りとともにお過ごしください。

〒399-8303　安曇野市穂高５９５２－３　

0263-87-93610263-82-3133

一般社団法人安曇野市観光協会

▼期間中のイベント
　 午後４時からあかり点灯を行います。点灯にご参加の方は点灯用ライターを
　 ご持参ください。なお、雨天・降雪の場合は中止となりますのでご了承ください。
　 幻想的な光の下、『ユニット神竹灯』によるミニライヴも行います。暖かい服装にて
　 お越しください。
▼その他のイベント
　 「くらとま」安曇野で暮らすように泊る実行委員会加盟施設においても、竹灯籠
　 の点灯を行います。開催日は、12月27日(土)、28日(日)、31日(水)～1月3日(土)
　 の6日間で、１７時から点灯となります。詳細についてはＨＰをご覧ください。
　　http://kuratoma.com

「くらとま」　 安曇野で暮らすように泊る実行委員会

安曇野市　穂高神社

http://www.azumino-e-tabi.net

hotaka@atlas.plala.or.jp

長野自動車道　安曇野ＩＣより穂高方面へ20分

ＪＲ大糸線　穂高駅より徒歩１分



　

１ 日　　 時

２ 場　　 所

３ 内　 　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

上信越自動車道　小諸ICより 10km約 13分

イベント 小諸市

御影新田 道祖神祭り

１月７日（水）　１８時～２１時

御影新田の道祖神祭り世話人会

　　　　　江戸時代から300年以上の歴史を持ち、
　　　　　「上宿」と「下宿」に分かれた山車が約１時間半にわたり

　　　　　激しくぶつかり合う様は見る者を圧倒します！

２台の山車に乗るのは主に地区内の小学校高学年の子ども達。
高さ６ｍほどの山車の周囲には、子どもの誕生祝いと健やかな成長を祈願した
名入れほおずき提灯が飾られ、勇壮な祭りに華やかさを添えています。

※御影の山車は、ぶつけ合うということから、前面上部の額にあたる部分に一尺
（約33センチ）ほど張り出しを付けています。また、最大特徴は、笹の葉のついた
青竹が二本、笠灯籠から「かたつむり」の触角のように突き出していることです。
衝突の際、この青竹を引き締めて緩衝の働きをさせています。
この青竹には20個ほど提灯が取りつけられています。

御影地区

kanko@city.komoro.nagano.jp

〒384-8501　小諸市相生町3-3-3

小諸市役所商工観光課観光交流係

上信越自動車道　佐久ICより 3km約 5分

http://www.city.komoro.lg.jp/doc/2014022500897/

0267-22-1700

JR北陸(長野)新幹線　軽井沢駅→しなの鉄道小諸駅よりタクシーで約10分

JR北陸(長野)新幹線　佐久平駅→JR小海線小諸駅よりタクシーで約10分

0267-23-8766

長野県指定 
無形民俗文化財 

mailto:kanko@city.komoro.nagano.jp
http://www.city.komoro.lg.jp/doc/2014022500897/


１ 期　　 間

２ 会　　 場

３ 入 館 料

４ 内　 　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

３００円（中学生以下は無料）　　休館日：水曜日

須坂版画美術館・平塚運一版画美術館

http://www.culture-suzaka.or.jp/hanga/

026-248-6711

hanga@culture-suzaka.or.jp

〒382-0031　須坂市大字野辺1386-8

026-248-6633

須坂版画美術館・平塚運一版画美術館

須坂版画美術館・平塚運一版画美術館　（担当：学芸員 青山）

上信越自動車道　須坂長野東ICより約8分

美術館（博物館） 須坂市

小林朝治の木版画

１１月２０日（木）～平成２７年３月中旬　 ９時～１７時

　須坂出身の小林朝治（1898-1939）は、1927（昭和2）年に、愛媛県の吉田町立病院に眼科医長とし
て赴任したのち、木版画制作を始めました。1931（昭和6）年に須坂に帰郷し眼科を開業した後も、熱
心に木版画を続け、国画会展や日本版画協会展に出品を続けました。
今回の展示では、小林朝治の木版画の代表作品を中心にご紹介します。

『小林朝治の木版画』展示期間中の版画教室
▼年賀状版画教室
11月22日(土)　10時～16時　参加費600円(入館料含)　定員15名
簡単な木版画で年賀状をつくります。
▼けしゴム版画教室
11月23日(日)　10時～12時　参加費400円(入館料含)　定員15名
けしゴム版画でオリジナルスタンプをつくります。
※申込みは各教室とも開講1ヶ月前から事前予約制とさせていただきます。
教室の詳細等は、当館ホームページをご覧いただくか、お問合せください。

▼『小林朝治の木版画』と同期間で『日本の風景』(平塚運一版画美術館)を開催します。

長野電鉄　須坂駅よりタクシーで約8分




