
開催日・期間 開催地

１ｐ 第４８回 木曽漆器祭・奈良井宿場祭 ６月５日～７日 塩尻市
２ｐ 随時 栄村

３ｐ 5月10日 銀座NAGANO

４ｐ ５月９日～７月１２日

５ｐ 5月22日～、9月11日～

６ｐ 5月23日 茅野市

７ｐ 5月24日 上松町

８ｐ 5月、6月、8月、9月、10月 南箕輪村

９ｐ 5月30日～31日 白馬村

１１ｐ 5月30日 木祖村

１２ｐ 5月30日 安曇野市

１３ｐ 6月13日、14日 須坂市

１４ｐ 6月20日、21日 安曇野市

１５ｐ 6月20日、2７日 安曇野市

１６ｐ 6月21日 須坂市

１７ｐ 6月21日 安曇野市

１８ｐ 6月27日～28日 伊那市

１９ｐ 4月～11月 長野県 観光協会

２１ｐ 6月27日～28日 栄村

木曽観光連盟

淡竹（はちく筍）狩りと廃線敷潮沢歴史ガイドウォーク

第57回 長衛祭

栄村フットパス　オープニングイベント

上田市・長和町・松本市

第49回 貞逸祭・白馬連峰開山祭

「信州楽たび」春～秋のおすすめツアー

掲載ページ

さかえむら　田舎コンシェルジュサービス開始

信州辰野ほたる祭りがやって来る！ iｎ 銀座ＮＡＧＡＮＯ

第29回 やぶはら高原いわな釣り大会！

峰の原高原 花と滝ハイキング

須坂オープンガーデンウォーク

新玉ねぎ収穫体験

第49回 信州木曽・上松　赤沢森林浴

親子体験学習～やまこの学習～

安曇野ロゲイニング2015

まっくん「田んぼ」体験隊

初夏の木曽路めぐり

春の物件見学ツアー

美ヶ原高原タイムラプスワークショップ

月号 ５  
２０１５ 年４月２１日 

アルクマ便り 

参加募集 

記者会発表 

首都圏イベント 

アルクマ便り 
 アルクマ 

長野県PRキャラクター 



開催日・期間 開催地

２２ｐ 4月１日～10月31日 須坂市

２３ｐ 4月29日 東御市

２４ｐ 5月2日～6日 伊那市

２５ｐ 6月13日 山ノ内町

２６ｐ 6月13日～21日 辰野町

２７ｐ 6月16日 小諸市

２８ｐ 6月19日～27日 諏訪市

２９ｐ 6月19日～30日 安曇野市

３０ｐ 7月11日 小諸市

３１ｐ オープン 飯山市

３２ｐ 4月～10月 長野市

３３ｐ 5月1日～ 長野市

３４ｐ 4月4日～5月17日 原村

３５ｐ 4月18日～6月28日 飯山市

３６ｐ 4月24日～11月15日 上田市

３７ｐ 6月6日～9月7日 須坂市

３８ｐ ６月２０日～８月２日 小諸市

　▼「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）

こもろ市民まつり「みこし」

ENJOY PLAY 親孝行　二十四孝の不思議な世界

なつまち展

清水タカエ 銅彩画展　～銅の色に魅せられて～

信越自然郷アクティビティセンター

信州新町で遊ぼう！

戸隠・飯綱キャンプ場開き

〈その他〉

美ヶ原高原美術館　企画展「こどもと旅する美術館」

Beyond the paper やまふところ 和紙 齋藤一郎展

祢津東町歌舞伎公演

きのこ王国　ＧＷイベント

掲載ページ

横山祖道草笛禅師を偲ぶ会と小諸懐古園草笛のつどい

信州須坂オープンガーデン

第20回 志賀高原新緑祭

辰野町新町発足６０周年　第67回 信州辰野ほたる祭り

第31回 信州安曇野あやめまつり

アルピコバスツアー「夜空の蛍火号」

 アルクマ 

長野県PRキャラクター 

イベント 

美術館 



１ 期　　 間

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)
（取材担当）塩尻市役所ブランド観光商工課 （担当：百瀬）電話：0263-52-0280

http://shikki-shukuba.shiojiri.com/
sakurayama@shiojiri.or.jp

長野自動車道 「塩尻IC」より国道19号で約30分
JR「木曽平沢駅」、「奈良井駅」下車すぐ

0263-52-0258 0263-51-1388

イベント 塩尻市

第４８回 木曽漆器祭・奈良井宿場祭

６月５日（金）～７日（日）　９時～１７時

　塩尻市楢川地区（贄川、木曽平沢、奈良井）をあげての一大イベント。三日間を通して行われる大
漆器市では、木曽うるしの逸品を一堂に介します。この日は、普段営業にはでない匠達がこの日ばか
りはと軒先に出て、その技術を垣間見ることができます。
　二日目にはお客様参加型のイベント、きもの町歩きが開催されます。ぜひ、着物で宿場町を歩きま
せんか？また、かつて栄華を究めた宿場町奈良井宿では、最終日にお茶壺道中の再現行列が行わ
れ、まさに江戸時代にタイムスリップした気分を味わえることでしょう♪

▼５日（金）～７日（日）大漆器市
情緒ある町並みの中、普段買えない木曽漆器の逸品を作り手のみなさんと対話しな
がら、お気に入りの一品を購入できるお祭り。
▼６日（土）きもの町歩き＆フォトコンテスト
着物姿で奈良井宿場町を訪れ、歩いていただきます。また、それに合わせたフォトコ
ンテストも実施。カップルでお友達で、着物で江戸の町を歩く機会となります。
▼７日（日）お茶壺道中
中山道を通って運ばれたお茶。お茶壺道中は、江戸時代の行列を再現しておりま
す。時代絵巻そのものの煌びやかな世界をご堪能ください。

塩尻市楢川地区（贄川、木曽平沢、奈良井）

第４８回 木曽漆器祭・奈良井宿場祭実行委員会

〒399-0736　塩尻市大門一番町１２番２号
第４８回 木曽漆器祭・奈良井宿場祭実行委員会事務局（塩尻商工会議所） ● 

http://shikki-shukuba.shiojiri.com/
mailto:sakurayama@shiojiri.or.jp


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）
（E-ｍａｉｌ)
（その他）

http://www.vill.sakae.nagano.jp/skousya/
skousya@miy.janis.or.jp
https://www.facebook.com/nekotsugura

関越自動車道 「塩沢石打IC」より国道353号線を
津南方面へ約30分

国道117号線を長野方面へ約30分

「森宮野原駅」下車

一般財団法人 栄村振興公社　（地域振興係　担当：藤木）

0269-87-3115 0269-87-3312

新着情報 栄村

さかえむら
田舎コンシェルジュサービス開始

随時

　栄村でのひとときの滞在を全面的にサポートする案内人をご紹介します。
ご家族やお友達やグループなどのご希望や年齢構成といったそれぞれの特性に合わせ、
栄村で楽しめる様々な村人との触れ合いを、事前にお客様とご一緒に組み立ててご案内します。
農業体験、農村体験、田舎暮らしなどやってみたいことのご相談も承ります。
心に残る旅のプランニングを田舎コンシェルジュにお任せください。

一般財団法人　栄村振興公社

〒389-2702　下水内郡栄村大字北信3585-2

▼まずはご連絡いただき（メールでも可）、こちらからその時期にあったプログラムな
どのご提案をさせていただきます。
▼その中からお選びいただくか、栄村でやってみたいことなどご希望を伺います。
▼それらを踏まえお宿やプログラムなどをご提案させていただきます。
※その他詳細などお問い合わせください。

栄村全域

上越新幹線 「越後湯沢駅」より路線バス（森宮野原駅行き）

● 

http://www.vill.sakae.nagano.jp/skousya/
mailto:skousya@miy.janis.or.jp
https://www.facebook.com/nekotsugura


１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 入 場 料

４ 内　 　容

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [電車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

http://kankou.town.tatsuno.nagano.jp
tatsusho@tatsunomachi.jp

JR 「有楽町駅」より徒歩約7分

辰野ほたる祭り実行委員会　（担当：伊藤）
〒399-0421　上伊那郡辰野町大字辰野1777-1
0266-41-0258 0266-41-4925

東京メトロ 「銀座駅」A1出口より約1分

首都圏イベント 辰野町

信州辰野ほたる祭りがやって来る！
 iｎ 銀座ＮＡＧＡＮＯ

　ほたるの里信州辰野。日本一のゲンジボタルの乱舞や、信州辰野ほたる祭りの雰囲気そのままに、
ほたるの里の郷土料理を、地元の母さん達が自慢の腕を振るいます。そして、地酒「夜明け前」の呑
みくらべを心ゆくままお楽しみいただきます。また、４階のコワーキングスペースでは、「地域課題がイ
ノベーションのチカラで価値を生みだそう♪」のテーマでワークショップを開催します。どれも、予約不
要・入場無料・入退席自由ですので、ご家族皆様でお越しください。

５月１０日（日） １２時～１８時

銀座NAGANO　（中央区銀座五丁目すずらん通り）

入場無料　たつの御膳ワンプレート（８品）1,000円・地酒呑み比べ（飲み放題）：500円

▼目にまぶしい新緑が広がりさわやかな辰野ほたる童謡公園では、ほたるが舞う季
節まであと少し。幻想的なほたるの乱舞の雰囲気をお届けします！
▼創業1864年小野酒造店6代目：小野能正氏の語りで地酒「夜明け前」をご堪能♪
▼山菜の天ぷらなど、春の味満載の郷土料理を地元のお母さんがおもてなし♪

辰野ほたる祭り実行委員会・辰野町・辰野町観光協会
外堀通り

B5出口▲

■

三愛●

中央道り 銀座四丁目

●三越

●東京交通会館
●マリオン

●Gap

並木通り口

銀座NAGANO ●GUCCI

すずらん通り　　A１出口▲

●和光

●交番

数寄屋橋

晴
海
通
り

JR有楽町

銀座NAGANO地図 

http://kankou.town.tatsuno.nagano.jp/
mailto:tatsusho@tatsunomachi.jp


１ 期　　 間

２ 出発場所

３ 参 加 費

４ 内　 　容

≪主　　催≫
お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

http://www.kisoji.com
kanren@kisoji.com

木曽観光連盟

参加募集 木曽観光連盟

初夏の木曽路めぐり

５月９日（土）～７月１２日（日）

　遥か昔、幾人もの旅人が踏みしめた中山道の街道を
いにしえに思いをはせながら、ゆっくりのんびり歩くのが、木曽路にはとても似合います。
　また木曽は山の国、水の国、森の国。
美しい自然の中で、きっと自分だけのとっておきの季節の輝きが見つけられるはずです。
緑の香りを深呼吸しながら、旅のアルバムを飾る素敵なシーンを探しに出かけてみませんか。

新宿高速バスターミナル8:10発 (毎日運航)木曽路への直行バスでご案内します。

▼高速バスと観光タクシーで行く旅
専門のプランナーがお客様のご要望に応じてピッタリの旅行プランをお作りします。
観光タクシーで木曽路を巡った後は、お宿でごゆっくりとおくつろぎください。
▼パック内容
・ 高速バス乗車券往復分（新宿～木曽福島）
・ プランに合わせて選べるホテル・旅館　１泊２日２食付
・ 観光タクシー４時間分
また、もれなく入浴剤「檜の香」、「木曽ひのき箸」、
赤沢自然休養林森林鉄道乗車割引券をプレゼントいたします。
※お申し込みは２名様以上でお願い致します。

京王バス　おんたけ交通

〒399-6101　木曽郡木曽町日義4898-37

２１,０００円から（往復バス代、一泊２食、タクシー代：４時間　含む）　

0264-23-1122 0264-23-8018
● 

http://www.kisoji.com/
mailto:kanren@kisoji.com


１ 開 催 日

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） http://www.utsukushigaharakogen.jp/
（E-ｍａｉｌ)

２回目（秋）　９月１１日（金）～１３日（日）　

参加募集 上田市・長和町・松本市

美ヶ原高原タイムラプスワークショップ

１回目（春）　５月２２日（金）～２４日（日）

　タイムラプスとは一定間隔で撮影した写真をつなげ動画にしたもの。
標高２０００ｍの美ヶ原高原から望む日の出、北アルプスに沈む夕日、眼下に広がる街並み、夜景、
雲海、星空などタイムラプスに適した多くの素材があります。美ヶ原高原では春、秋の2回、「星空タ
イムラプス」ワークショップを開催します。星空の撮影方法、タイムラプス編集方法の座学と撮影会を
2泊3日で行い、星空タイムラプスムービーに挑戦します。
　また、美ヶ原高原タイムラプスコンテストも開催します。

ＪＲ・しなの鉄道 「うえだ駅」よりタクシーで約60分

0268-86-2217

utsukushi@utsukushi-oam.jp

〒386-0507　上田市武石上本入美ヶ原高原
0268-86-2331

美ヶ原高原タイムラプス実行委員会事務局（美ヶ原高原美術館内）

美ヶ原高原タイムラプス実行委員会

ワークショップ参加費　26,600円（2泊分宿泊含む）

▼タイムラプスワークショップ
2泊3日のワークショップを通じ、基本的な星空タイムラプス制作方法（星空の撮影方
法、動画編集）を学び、撮影会を行い、タイムラプスムービーを制作します。
▼美ヶ原高原タイムラプスコンテスト
応募期間：2015年5月11日～10月31日
応募対象：美ヶ原高原で撮影したタイムラプスムービーで題材は自由。
応募条件：60秒以内、100Ｍｂ以下の動画。
応募方法：ホームページ応募専用フォームからご応募ください。
▼賞品：優秀作品には美ヶ原高原ホテル山本小屋、王ヶ頭ホテル、山本小屋ふる里
　　　　　 館の各ホテルペア宿泊券

美ヶ原高原一帯

ＪＲ「松本駅」よりタクシーで約60分

上信越道 「東部湯の丸ＩＣ」より武石観光センター経由約60分
長野道 「岡谷ＩＣ」よりビーナスライン（和田峠）経由約60分

● 

http://www.utsukushigaharakogen.jp/
mailto:utsukushi@utsukushi-oam.jp


１ 日　　 時

２ 集合場所

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)
（その他）

春の物件見学ツアー

５月２３日（土）　１０時～１８時

（市役所内に駐車場があります。）

昼食費：1,500円

茅野市役所：マイクロバスで市内をまわります

http://rakuc.net
info@rakuc.net
取材でツアーに同行する場合には、事前にご連絡ください。

田舎暮らし　楽園信州ちの

0120-002-144

参加募集

中央自動車道 「諏訪IC」から車で約10分
JR 「茅野駅」東口から徒歩10分

茅野市

0266-73-8330
〒391-0003　茅野市本町西5番23号

田舎暮らし　楽園信州ちの

▼働く世代も歓迎！物件・企業・子育て情報などをご紹介。
・売買賃貸物件の見学。
・建築中の建物見学で寒冷地建物の勉強会。
・地元企業の紹介。
・先輩移住者の体験談。
・里山散策で休憩。
・医療、福祉、子育て環境についての説明会。
※参加には事前申し込みが必要です。お申込は下記お問い合わせ先のホーム
ページまたは電話、FAX、メールで受け付けています。

　八ヶ岳の裾野に広がる長野県茅野市で「春の物件見学ツアー」を開催します。田舎暮らし物件をま
わりながら、茅野市をご案内いたします。その他に移住者の体験談や地元企業の紹介や子育て・医
療・福祉に関する説明会などもあり、茅野市の生活がよくわかるツアーになっています。
　参加者の方には、不動産購入時に5万円としてお使いいただける「不動産パスポート」と、新築時に
10万円、リフォーム時に5万円としてお使いいただける「建築パスポート」をプレゼントいたします。ぜ
ひ、この機会に美しい草花に囲まれた茅野市の春を体感しにきませんか。

● 

http://rakuc.net/
mailto:info@rakuc.net


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)

上松町役場　産業観光課商工観光係　（担当：見浦）

上松町、公益財団法人森林文化協会

〒399-5603　木曽郡上松町駅前通り2-13

長野道 「塩尻IC」より国道19号線を木曽方面へ約90分
中央道 「伊那IC」より国道361、19号線を経由 中津川方面へ約90分

JR「上松駅」より路線バス（赤沢線）、又はタクシーで約30分

0264-52-4804 0264-52-1038
http://www.town.agematsu.nagano.jp/kankou/
syoukan@town.agematsu.nagano.jp

木曽郡上松町　赤沢自然休養林

参加募集 上松町

　　第49回 信州木曽・上松　赤沢森林浴

５月２４日（日）　９時３０分～１５時３０分頃

3,000円　※要予約（班編成等の都合上、５名以内でお申し込みください））
　　　　　　　 受付は５月８日(金) ９時から電話（0264-52-4804）にて

▼以下の２コースからお選び下さい。（合計：100名限定）
≪学術研究コース≫　約4.5㎞　約４時間
普段は立入禁止の保護林「学術研究路」に入り、「奥千本」を目指します。樹齢300
年以上の木曽ヒノキが林立するコースを、赤沢に関する説明を受けながら散策しま
す。（標高：約1,080ｍ～約1,250ｍ）
≪ふれあいコース≫　約３㎞　約３時間
ゆっくりしたペースで休養林内の起伏が少ないコースを散策します。ガイドが赤沢の
魅力をたっぷりご紹介します。（標高：約1,080ｍ～約1,150ｍ）

　昭和57年に全国に先駆けて森林浴大会を開催して以来、「森林浴発祥の地」として注目を集める
赤沢自然休養林。江戸時代から続く厳しい管理・保護の賜物ともいえるこの美林を、ガイドの解説を
受けながら散策します。樹齢300年以上の木曽ヒノキが林立する「奥千本」は迫力満点で、毎年春と
秋に開催されるこの森林浴の時でしか見られないので必見です。
　新緑が輝き、木々の活動が活発になり始めるこの季節、森林が発する癒しの力を存分に浴びてみ
ませんか。

● 

 

５月８日（金） 

  受付開始！ 
 



１ 期　　 間 全５回開催

２ 場　　 所

３ 参 加 費 16歳以上：14,500円　中学生：5,000円　未就学児：無料

４ 内　 　容

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

参加募集 南箕輪村

0265-73-9799

まっくん「田んぼ」体験隊

南箕輪村観光協会　まっくん「田んぼ」実行委員会

〒3994511　上伊那郡南箕輪村4825番地１

　南箕輪村で、「減農薬・減化学肥料」のお米を、地元の農家や農業高校生といっしょに栽培体験し
てみませんか？主な農作業は機械で行い、農家の方が優しく教えるので、楽しく農作業ができます。
作業後は、地元産のおやつと、農業高校生が開講する「田んぼのちから講座」が楽しめます。また、
体験後は割引券で地元温泉施設を利用し、疲れを癒すことができます。
　昨年の参加者から｢ぜひ来年も開催して欲しい！｣と大好評でしたので、よりパワーアップさせた
『まっくん「田んぼ」体験隊』を今年も開催します。首都圏から車で３時間！田んぼの近くには温泉、
宿泊、観光施設がそろっています！南箕輪村の豊かな自然の中、中央・南アルプスの景観を楽しみ
ながら農業を楽しみましょう！

nousei-c@vill.minamiminowa.nagano.jp

中央道 「伊那ＩＣ」より伊那西部広域農道を北へ約5分

南箕輪村役場　産業課農政係　（担当：千 泰山）

http://www.vill.minamiminowa.nagano.jp/
soshiki/sangyou/makkuntanbo-2015boshu.html

南箕輪村農場

0265-72-2180

▼お米のプレゼント！※16歳以上の参加者のみ
　 １回の体験ごとに特別栽培米コシヒカリ１ｋｇをプレゼント！
　 全日程に参加すると、第５回体験終了時に育てた新米25kg（玄米）をプレゼント！
▼地元農業高校開講　≪「田んぼ」のちから講座≫
　 上伊那農業高校生が学んだお米や、田んぼのことを教えます。
■体験内容
○第１回５月２４日（日）１３:００～１６:００※雨天決行
田植え機への苗補給と、乗車体験、手植えによる補植をします。
○第２回６月２０日（土）１３:００～１６:００※雨天決行
水田に入り、田んぼに住む生き物の調査と草取りをします。
○第３回８月１日（土）１３:００～１６:００※雨天決行
家にある材料を使ってかかしを作り、設置します。
○第４回９月２６日（土）１３:００～１６:００※雨天延期
コンバインによる稲刈り体験（乗車体験有り）と、手による稲刈りをします。
また、イナゴ（バッタ）を捕獲し、佃煮作りも挑戦します。
○第５回１０月１１日（日）１０:００～１５:００※雨天決行
精米したお米をかまどで炊いて、収穫祭を行います。
伝統の五平餅を作って食べます。

● 

南箕輪村 
イメージキャラクター 
アカマツの妖精「まっくん」 

mailto:nousei-c@vill.minamiminowa.nagano.jp
http://www.vill.minamiminowa.nagano.jp/soshiki/sangyou/makkuntanbo-2015boshu.html
http://www.vill.minamiminowa.nagano.jp/soshiki/sangyou/makkuntanbo-2015boshu.html


１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 参 加 費

４ 内　 　容

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

木曽川の源流に放流されたいわなを、釣り上げた魚の大きさで競う大会です。
餌釣り、ルアー・フライ部門、更に一般男子の部、女子子供の部に分かれ、部門ごと
入賞された方には豪華景品が贈呈されます。
大会後には参加者限定のお楽しみ抽選会も行います。

【申込期限】　5月22日（金）まで
【申込方法】　インターネット（木祖村観光協会）、または
                 往復ハガキで事前予約ができます。
【定　　　員】　300名（先着順）
【参 加 費 】　大人：4,000円（当日5,000円）、子供：2,000円
　　　　　　　　 ※村内の宿泊施設へお泊りの方は参加費割引あり
▼参加申込みいただいた方のみ、大会当日と翌日に指定区域内での釣りが可能。
　 餌釣り、ルアー・フライ釣り区域に分かれて釣っていただきます。

やぶはら高原イベント実行委員会

〒399-6201　木曽郡木祖村大字薮原1191-1

信州・木祖村やぶはら高原　木曽川源流および笹川（支流）

イベント 木祖村

第29回 やぶはら高原いわな釣り大会！

５月３０日（土）　午前７時～１１時

木曽川の≪源流の里≫ 信州・木祖村で
最大６００ｋｇのいわなを放流して、いわな釣り大会を開催します！

釣り上げた魚の大きさを競い、入賞者には豪華景品が贈呈されます。

大人：4,000円（当日5,000円）　子供：2,000円（中学生以下）

0264-36-3344
http://www.vill.kiso.nagano.jp/kankou/
yabuhara-event@kisomura.com

中央自動車道 「伊那IC」からR361,R19経由 約35分
長野自動車道 「塩尻IC」からR19 約45分

やぶはら高原イベント実行委員会

0264-36-2766

● 



　北アルプス白馬連峰の山開きを告げる「第49回貞逸祭・白馬連峰開山祭」。
山の安全を祈願する安全祈願祭のほか、恒例の白馬大雪渓トレッキングツアーや、残雪の白馬岳を
登頂する白馬岳登山ツアーもあわせて開催いたします。
　各ツアーには白馬村にそびえ立つ山々を、約100年もの間守り続けてきた地元のプロガイド「白馬
山案内人組合」が皆様を安全に楽しくご案内いたします。地元の山の達人が、普段だと気がつかな
い小さな花々の説明や絶景ポイントなど、白馬の山々の秘密についても教えてくれます！
　下山後には猿倉荘前にて地元で採れた山菜の天ぷらや山菜汁などのふるまい、参加者には記念
ピンバッジ（非売品）をプレゼント。

参加募集

第49回 貞逸祭・白馬連峰開山祭

      撮影ポイント： 

春の北アルプス白馬連峰の絶景と 

日本三大雪渓の白馬大雪渓 

カモシカに遭遇！ 



１ 日　　 時

２ 場　　 所

３ 参 加 費

４ 内　 　容

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で] 中央道 「安曇野IC」より国道148号線を大町・白馬方面へ約50分　

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)
（その他）

白馬三山縦走登山ツアー　５月３０日（土）～３１日（日）1泊2日ツアー

0261-72-7100 0261-72-6311

時間帯等の詳細は白馬村観光局HPをご覧下さい。

ＪＲ大糸線 「白馬駅」より猿倉荘までタクシーで約30分

白馬村

開山祭・大雪渓トレッキング　５月３０日（土）７時３０分～８時１５分頃（受付）

※猿倉荘の駐車場には限りがございますので、当日は白馬駅発猿倉行きの臨時バ
ス（有料）をご利用下さい。

大雪渓トレッキングツアー　1名1,000円（中学生以下無料）※要予約

※取材の場合はトレッキング参加料は無料となります。
　 事前にお申し出ください。

▼白馬連峰開山祭（安全祈願祭）
・オープニングイベント　≪アルプホルン演奏≫
・安全祈願祭
・トレッキング出発式
・山菜汁、山菜の天ぷら等のふるまいなど
▼白馬山案内人と行く、大雪渓記念トレッキングツアー
日本三大雪渓の一つ、白馬大雪渓まで地元のベテラン登山ガイド集団『白馬山案
内人』が皆様を安全にご案内致します。また、スキーやスノーボードを持参すれば大
雪渓で春スキーやスノーボードも楽しめます。
・開催日：5月30日（土）
・参加費／1,000円（中学生以下無料）要予約　※当日申し込みは出来ません。
（ガイド料・記念ピンバッジ・保険代含む）
※注意事項：スキー滑走ご希望の方は、用具は各自で準備し全て自己責任でお願
いします。

▼貞逸祭記念特別企画　12名限定！白馬三山縦走ツアー
貞逸祭を記念して白馬のシンボルである白馬岳・杓子岳・白馬鑓ヶ岳を縦走する上
級者向けの本格登山ツアーです。
・開催日：5月30日(土)～31日（日）1泊2日ツアー
・参加費：19,800円（宿泊費1泊2食付、ガイド料、記念ピンバッジ、消費税）
・募集人員：12名 （最少催行： 8名）
※参加条件：本コースは上級健脚者向けコースの為、参加条件を満たされた方の
み参加可能です。詳しくは白馬村観光局ＨＰをご覧下さい。
※70歳以上の方のご参加はご遠慮下さい。（ガイドとマンツーマンの個人登山ツ
アーをお勧め致します。）

白馬岳登山口（猿倉荘駐車場）

白馬村観光局

〒399-9301　北安曇郡白馬村大字北城7025　

※猿倉荘の駐車場は大変混雑しますので、当日は白
馬駅発猿倉行きの臨時バスをご利用下さい。

白馬村観光局

http://www.vill.hakuba.nagano.jp/
info@po.vill.hakuba.nagano.jp

白馬三山縦走登山ツアー　1泊2日　19,800円（上級者限定）※要予約

● 

http://www.vill.hakuba.nagano.jp/
mailto:info@po.vill.hakuba.nagano.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) kankokoryu@city.azumino.nagano.jp

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から約15分
JR篠ノ井線 「明科駅」から徒歩7分

集合場所：安曇野市明科公民館

1名

あやめまつり実行委員会

〒399-8281　安曇野市豊科6000番地
安曇野市商工観光部 観光交流促進課

参加募集 安曇野市

安曇野ロゲイニング2015

５月３０日（土）　午後０時30分から午後５時まで

一般１名：3,000円　　学生１名：1,000円

2～5名

　風薫るさわやかな季節、安曇野の地で
『信州安曇野あやめまつり記念イベント
安曇野ロゲイニング2015』を開催します。
ロゲイニングに参加しながら、自然豊かな
安曇野を駆け巡ってみませんか？
大勢の皆さんのご参加をお待ちしております。

男子16歳以上男子ソロ

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

■申込締切　５月15日（金）まで
■申込方法　スポーツエントリーのサイトから申込み

1名

資格
15歳以下と16歳以上のメンバー含む

0263-71-2000

2～5名

男女混合、16歳以上のメンバー含む
女子のみ2名以上、16歳以上のメンバー含む
男子のみ2名以上、16歳以上のメンバー含む

0263-71-5000

2～5名
2～5名

▼競　　　技　フォトロゲイニング方式
▼募集人員 　60チーム100名
▼参加クラス

競技は、安曇野市明科・豊科及び松本市四賀をフィールドとします。

クラス
家族チーム
混合チーム

女子16歳以上

女子チーム
男子チーム
女子ソロ

チーム人数

● 

二次使用禁止写真です。 

二次使用禁止写真です。 
「ロゲイニング」は地図などを使って山や里に多数設置さ
れた「コントロール」といわれるポイントを制限時間内にで
きるだけ多く回り、どれだけ多くの得点を集められるかを
競うスポーツです。オリエンテーリングのようにポイントを
回る順番は決まっていないので、自分の能力に合わせて
回る順番を考えるのも楽しみの一つです。 

二次使用禁止写真です。 

mailto:kankokoryu@city.azumino.nagano.jp
http://www.city.azumino.nagano.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　（※昼食代・ポット苗付）

※雨天決行

026-215-2226
http://www.suzaka-kankokyokai.jp/
info@suzaka-kankokyokai.jp

上信越自動車道 「須坂長野東ＩＣ」より約10分
長野電鉄 「村山駅」下車

須坂市観光協会

026-215-2225

須坂市観光協会

〒382-0077　須坂市大字須坂1295-1シルキービル2階　

長野電鉄 村山駅前 集合９：００・・・中村邸・・・伊藤邸・・・内藤邸・・・松井邸・・・
バス・・・小林邸・・・市内食事施設・・・村山駅前１４：００≪解散≫

須坂市内　（集合場所：長野電鉄 「村山駅」）

参加募集 須坂市

須坂オープンガーデンウォーク

６月１３日（土）～１４日（日）　９時～１４時　　

　今年も須坂の町を花と緑で彩る「信州須坂オープンガーデン」がはじまります。
各庭園のオーナーが愛情たっぷり込めて作った素敵なお庭巡りをしてみませんか。

　初夏の花模様の中、ウォーキングしながら楽しく観賞しましょう。

● 



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）

0263-87-9361
www.azumino-e-tabi.net

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から約7分

ＪＲ大糸線「穂高駅」下車、周遊バス利用

一般社団法人　安曇野市観光協会

ビレッジ安曇野駐車場

0263-82-3133

参加募集 安曇野市

新玉ねぎ収穫体験

６月２０日（土）、２１日（日）　１２時～１４時

　安曇野の豊科地区はおいしい玉ねぎの産地です。≪ネオアース≫と≪甘≫の2種類が栽培されて
おり、採れたてをサラダ感覚で食べるのが≪甘≫、冬まで保存出来るのが≪ネオアース≫。この時期
しか味わえない甘くてジューシーな新玉ねぎ収穫体験を家族や友達と楽しんでみて下さい。

▼当ツアーの特製の玉ねぎランチを食べた後は、新玉ねぎを畑から直接収獲して
お持ち帰り！お１人様１０kgお持ち帰りいただける「玉ねぎ尽くし」特別プランです。
（＊２０ｋｇお持ち帰り希望の方はプラス９００円となります。
日程：
▼ﾋﾞﾚｯｼﾞ安曇野12：００集合（ＪＲ穂高駅から周遊バス１日券＠800円が便利です)
   12：00～12：45新鮮な玉ねぎを使った玉ねぎランチ　→13：00～  畑へ
　 マイクロバスで移動。長靴に履き替え、ネットを受取り、玉ねぎの収穫体験へ。
▼14:00解散 (周遊バスでＪＲ穂高駅へ)
   ※ご希望の方は＠480円でビレッジ安曇野の入浴ができます。

 ２，５００円

ビレッジ安曇野

〒399-8303　安曇野市穂高5952-3

ビレッジ安曇野

● 

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


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）

〒399-8303　安曇野市穂高5952-3

天蚕センター

0263-82-3133

2，500円（マイカー）　3，300円（周遊バス利用プラン）

参加募集 安曇野市

親子体験学習～やまこの学習～

６月２０日（土）、６月２７日（土） １０時～１５時

　安曇野は天蚕の郷です。天蚕糸は、白い絹糸（家蚕糸）と比較して艶のある優美な光沢と強伸力に
優れ、「繊維の女王」、「繊維のダイヤモンド」に例えられる最高級織物原料として重宝されています。
そんな天蚕（やまこ）が作る緑色の繭で作品を作るお勧めの教室です。
素敵なコサージュを作り、持ち帰ることが出来ます。

▼天蚕センター10：00集合
　天蚕センター見学（オリエンテーション「飼育林」で天蚕について勉強会、蚕の観
察）
　12：00「安曇野ジャンセン美術館」レイヨンヴェールで半盛りそばランチ
　13：00天蚕センターに戻り繭を使ってコサージュ作り体験
　15：00解散

 

0263-87-9361
www.azumino-e-tabi.net

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から約10分
ＪＲ大糸線「穂高駅」下車、周遊バス利用

一般社団法人　安曇野市観光協会

一般社団法人　安曇野市観光協会 ● 

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


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 須坂市観光協会
（住 所） 〒382-0077　須坂市大字須坂1295-1シルキービル2階　
（電 話） 026-215-2225 （ＦＡＸ） 026-215-2226
（ＵＲＬ） http://www.suzaka-kankokyokai.jp/
（E-ｍａｉｌ) info@suzaka-kankokyokai.jp

参加募集 須坂市

峰の原高原 花と滝ハイキング

６月２１日（日）　９時１５分～１２時　　

峰の原高原こもれびホール 出発９：３０・・・緋の滝・・・ベニバナイチヤクソウ群生地・・・
横見沢・・・１２：００峰の原高原こもれびホール(高原食堂でランチ終了後、解散)

※ランチ終了後、ペンションのオープンガーデンをご自由にご見学ください。

標高1,500ｍの峰の原高原でかわいらしいピンクの花、
ベニバナイチヤクソウ群生地や新緑に囲まれた「緋の滝（ひのたき）」を見に来ませんか。

楽しいガイドがご案内します。
ハイキングの後は、爽やかな高原で「夏至祭」高原食堂でのおいしいランチを召し上がってください。

峰の原高原(現地集合・現地解散)

須坂市観光協会
上信越自動車道 「須坂長野東ＩＣ」より約40分
長野電鉄 「須坂駅」よりタクシーで約40分

2,000円　　※高原食堂ランチ付

● 



１ 日　　 時

２ 集合場所

３ 参 加 費

４ 内　 　容

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]
※大王わさび農場・明科駅より

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

0263-87-9361
http://www.azumino-e-tabi.net

ＪＲ篠ノ井線「明科駅」下車　

周遊バス臨時便を利用できます。

一般社団法人　安曇野市観光協会

0263-82-3133

参加募集 安曇野市

淡竹（はちく筍）狩りと
廃線敷潮沢歴史ガイドウォーク

６月２１日（日）　１０時～１３時１５分

　淡竹（はちく）とは孟宗竹のようにあく抜きをしなくても食べられるので美味とされる。そんな淡竹狩り
と、廃線敷潮沢歴史ガイドウォークです。明治時代に作られたレンガ積みの漆久保トンネルは当時の
面影を色濃く残し、6月下旬はケヤキの森の深緑が見頃を迎えています。潮沢の歴史をガイドの案内
でめぐり、自然を満喫してみてはいかがでしょう。

お一人：2,000円

一般社団法人　安曇野市観光協会

〒399-8303 安曇野市穂高5952-3

旧第2白坂トンネル

▼日程
　 旧第2白坂トンネル発10:00→旧潮沢信号所→漆久保トンネル→けやきの森自然園
　 東平庵【淡竹狩り体験（お１人様2kgまたは10本】 【お昼（灰焼きおやき＋筍汁）】→
　 三五山トンネル→潮神明宮→明科駅着、解散13:15

 ▼廃線敷トレッキングシャトルバス 5月、6月の週末に運行！！
　　5月運行日：9・10・16・17・23・24・30・31　6月運行日:6・7・13・14・20・21・27・28
  　行き→穂高駅発9:20→旧第2白坂トンネル着9:56
  　帰り→明科駅発13:18→穂高駅着13：44
  　＊料金：800円（1日乗車券）

長野自動車道「安曇野ＩＣ」から「大王わさび農場」約10分

● 

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


１ 日　　 時

２ 集合場所

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)

参加募集 伊那市

第57回 長衛祭

６月２７日（土）～６月２８日（日）　

平成２７年６月２７日・２８日に、南アルプスの開拓者「竹澤長衛」翁を偲ぶ、
『第５７回 長衛祭』を開催します。２７日に北沢峠の長衛小屋前にて碑前祭、

翌２８日は南アルプスの霊峰として名高い、「東（甲斐）駒ヶ岳」への記念登山を実施します。
「竹澤長衛」翁の南アルプスの開拓精神と生涯を知るとともに、

安全で楽しい登山を誓う「長衛祭」に参加してみてはいかがでしょうか。

中央道 「伊那IC」より国道361号～国道152号を経由し仙流荘へ

参加には事前申込みが必要です。お申込みの際は事務局までご連絡ください。
▼６月２７日（土） 受付10：30～
12：30～　碑前祭：登山が楽しく安全にできる事を願い黙祷を捧げ献花を行います。
13：00～　交流会：山を愛する者同士の交流会です。
　　　　　　 ※飲食物はご持参ください。豚汁、多少の飲物は用意します。
13：40～　森の音楽祭：長谷小学校・芦安小学校の児童による歌の披露、
　　　　　　 南アルプスカルテットによる弦楽四重奏の演奏。
▼６月２８日（日）
 4：30～　東（甲斐）駒ケ岳記念登山
14：30頃　※「伊那山の会」の皆さんが同行しますが、登山はすべてにおいて自己責任
　　　　　　で行うものです。各自で山岳保険に加入し、安全には十分注意してください。
　　　　　　※天候により記念登山が中止になる場合があります。
　　　　　　※定員（１００名）になり次第受付を終了します。

※北沢峠までは一般車両の通行ができませんので、南アルプス林道バスをご利用ください。

大人：2,000円、 子供：1,000円　※宿泊希望者は別途必要

0265-98-2029
http://www.inacity.jp/

第５７回　長衛祭実行委員会

〒396-0402　伊那市長谷溝口1394

伊那市長谷　南アルプス国立公園北沢峠　長衛小屋前

0265-98-3130

h-san@inacity.jp

仙流荘前のバス停留所より林道バスで北沢峠へ
JR飯田線 「伊那市駅」下車 JRバス・循環バスを利用して
仙流荘下車　林道バスで北沢峠へ

伊那市長谷総合支所産業振興課内　長衛祭実行委員会事務局

http://www.inacity.jp/
mailto:h-san@inacity.jp


１ 期　　 日

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 栄村

栄村フットパス　オープニングイベント

６月２７日（土）～２８日（日）　１泊２日

　北信濃 栄村では、里山歩きをテーマとした「フットパス」を始めることになりました。それに伴い、
オープニングイベントを開催します。２７日は「さかえ倶楽部スキー場」内のレストハウスでオープニン
グパーティを開きます。また、山菜を使った郷土料理や地元の酒を楽しめる懇親会も開催します。
２８日は風格漂う常慶院と集落の風景を楽しめるコースや、心地よい自然の中を歩く善光寺街道の古
道コース、秋山郷のマタギ文化に触れるコースの３コースから選んで歩きます。お昼は地元の母ちゃ
んが作る家庭料理をいただきます。

0269-87-22800269-87-3333

info@sakae-akiyamago.com

関越自動車道 「塩沢石打IC」からR353～R117経由約50分）

〒389-2702　下水内郡栄村大字北信2903

http://sakae-akiyamago.com/

さかえ倶楽部スキー場、他（下水内郡栄村）

栄村秋山郷観光協会

▼２７日≪受付≫15：00～
15：30～17：00 ウェルカムパーティ
　　　　　　　　　　村長挨拶　3コースの説明
17：00～19：00 懇親会
　　　　　　　　　　料理は栄村の郷土料理、食の祭典レシピ料理など
●選択のコースごとにわかれて宿泊します。（マイクロバス等で宿へ送迎）

▼２８日　≪集合≫宿から各スタート地点までマイクロバスにて移動
9：00～　各コース出発
12：00～13：30  昼食
　コースごとにわかれて昼食をとります。
●14：30 「さかえ倶楽部スキー場」へ集合、解散（お土産付き）

７．８５フットパス

上越新幹線 「越後湯沢駅」より南越後観光バス約60分

14,800円（宿泊代、イベント・懇親会費、保険代含む）

● 

mailto:info@sakae-akiyamago.com
http://sakae-akiyamago.com/


　信州・長野県観光協会では、長野県の地域の特色を活かした着地型ツアー「信州楽たび」を地
域と協力して実施しています。２０１５年春～秋のおすすめツアーをご紹介いたします。

信州・長野県観光協会オリジナルツアー「信州楽たび」

春～秋のおすすめツアー

（１）2015年「ワイナリーの四季まるごと体験ツアー」
　＜実施日＞
　　【第２回・初夏編】　６月１４日（日）／芽かき・誘引作業体験講習会
　　　　　　　～シャルドネの花って見たことありますか？～
　　【第３回・秋編】　９月２７日（日）・１０月３日（土）／収穫祭　ワインぶどう収穫体験
　＜旅行代金＞　各回　大人９，９００円（お一人様あたり）
　＜主な内容＞
　　・長野駅東口９：００集合／同１６：３０解散
　　・サンクゼールワイナリーで、ぶどう畑の季節の作業を体験、昼食付き。

（２）木曽谷熱チュー！　天下の奇祭「みこしまくり」見学ツアー
　＜実施日＞７月２３日（木）１泊２日の旅
　＜旅行代金＞大人１７，５００円（２～４名１室の場合／お一人様あたり）
　＜主な内容＞
　　・木曽福島駅前１３：３０集合（１日目）／同１０：１５解散（２日目）
　　・神輿を転がして最後には壊してしまう荒々しいお祭り、
　　  水無神社例祭「みこしまくり」を見学。
　　・夏でも涼しい開田高原で木曽馬見学、
　　　お泊りは木曽駒高原の宿。

参加募集



≪主　　催≫
お問合わせ先 （住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

026-234-7219

（３）星を追いかけて☆野辺山高原　星空への旅
　＜実施日＞４～１０月の各出発日（※詳細はチラシ・Webご参照）　１泊２日の旅
　＜旅行代金＞大人１５，０００円～１８，５００円（２名以上１室利用／お一人様あたり
　　 ／土曜日出発は２，５００円追加）※詳細はチラシ・Webご参照
　＜主な内容＞
　　・八ヶ岳グレイスホテル（野辺山高原）１２：１０集合（１日目）／２日目
　　  チェックアウト後自由解散
　　・日本三選星名所に選ばれた野辺山高原にご宿泊。夜は星空観望会（ガイド付き）
　　・１日目の午後は、４種類の体験プランからグループごとにお好みでチョイス

（４）小布施・須坂・高山めぐりタクシーツアー
　＜実施日＞４～１１月の各日（設定除外日あり。※詳細はチラシ・Webご参照）
　＜旅行代金＞大人７，２００円～８，８００円（※詳細はチラシ・Webご参照）
　＜主な内容＞
　　・長野駅新幹線改札前１０：２０集合／信州高山温泉郷・山田温泉「スパイン」前
　　　１５：３０解散（逆コースもあります）
　　・小布施や須坂、高山のスタンダードなコースをめぐる「Aコース」、小さなワイナ
　　　リーを訪ねる「Bコース」、オープンガーデンを訪ねる「Cコース」からご希望の
　　　コースをチョイス。タクシーでご案内します。

長野県 観光協会

026-232-3233

(一社）信州・長野県観光協会　誘客促進部

http://www.nagano-tabi.net/
yukyaku@nagano-tabi.net

〒380-8570　長野市南長野幅下692-2　

http://www.nagano-tabi.net/
mailto:kikaku@nagano-tabi.net


１ 期　　 間

２ 場　　 所

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)

イベント 須坂市

信州須坂オープンガーデン

４月１日（水）～１０月３１日（土）　９時～１７時
※峰の原地区は６月１日(月)～９月３０日(水)

※庭主さんのご都合により、開催期間や時刻に制限がある場合もあります。

無料

須坂市役所まちづくり推進部まちづくり課

〒382-8511　須坂市大字須坂１５２８-１

緑豊かな山々のふところに抱かれた須坂市は、
オープンガーデンが盛んな町としてガーデニング専門誌にもたびたび紹介されています。

年月と共に育ち、磨かれてきた美しいお庭の数々を、ぜひゆっくりとご覧ください。

026-248-9040
http://www.city.suzaka.nagano.jp/enjoy/kankou/hana/open/

信州須坂オープンガーデンは、庭園所有者のご協力により、44ヶ所もの庭園を無料
でご覧いただくことができます。
市街地と峰の原高原地区とでは標高差が1,000ｍ以上あるため、花の種類や咲く時
期が異なり、それぞれに特色ある植栽がお楽しみいただけます。また、歴史ある日本
庭園や、ＤＩＹを駆使した手作り感あふれるお庭、流行のナチュラルガーデンなど、
個性的で魅力ある庭園が勢ぞろいで、リピーターの方もたくさんいらっしゃいます。
参加者有志による「おもてなしの日」は、６月６日(土)・６月７日(日)の２日間開催で
す。ベストシーズンのお庭を眺めながら、庭主さんとの楽しいひと時を過ごしてみま
せんか。
▼詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.city.suzaka.nagano.jp/enjoy/kankou/hana/open/

市内各庭園

026-248-9007

s-machidukuri@city.suzaka.nagano.jp

上信越自動車道 「須坂長野東ＩＣ」
長野電鉄 「須坂駅」下車

須坂市役所まちづくり推進部まちづくり課

● 

http://www.city.suzaka.nagano.jp/enjoy/kankou/hana/open/
mailto:s-machidukuri@city.suzaka.nagano.jp


１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 入 場 料

４ 日　　 程

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）

イベント 東御市

祢津東町歌舞伎公演

４月２９日（水・祝）　１０時～１４時３０分

日吉神社境内≪東町歌舞伎舞台≫

▼開　 場　　１０：００
▼三番叟　　１０：３０～
▼子ども歌舞伎（祢津小学校歌舞伎クラブ）　　１１：００～
　　「勧進帳」
▼東町歌舞伎保存会　　１３：００～
　 「御所桜堀川夜討」　－弁慶上使ー

　江戸時代、文化14年(1817年）に造られた回り舞台のある「東町の歌舞伎舞台」と、
約250年の歴史を持つ「東町歌舞伎」が東町歌舞伎保存会によって保存されています。

この東町歌舞伎舞台で伝統ある歌舞伎が上演されます。

無料

〒389-0506　東御市祢津1822　

東町区・東町歌舞伎保存会
上信越自動車道 「東部湯の丸ＩＣ」より約５分
しなの鉄道 「田中駅」よりタクシー約１０分

東町歌舞伎保存会事務局 （担当：金井）

090-4758-6269 0268-62-3789

● 



１ 期　　 間

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)

長野伊那　きのこ王国

入場無料　※駐車場完備

きのこ王国 （中央道　伊那スキーリゾート）

http://inaski.com

0265-96-0380

中央自動車道 「駒ヶ根ＩＣ」又は「伊那ＩＣ」から車約１５分

▼期間中イベント
・ふるまいサービス：名物きのこ汁を先着50名様にふるまいサービス！
・お楽しみ抽選会！
・ライブイベント　地元で活動するバンド「和音」による、きのこ王国テーマソング
 「きのこはごちそう」を披露！
・ストライダータイムトライアル：場内のストライダーパークを使って開催。
※日程詳細は未定です。また、内容が変わる場合があります。

飯田線「伊那市駅」よりタクシー約１０分

info@inaski.com

〒399-4431　伊那市西春近3390

0265-73-8855

長野伊那　きのこ王国　（中央道伊那スキーリゾート）担当：鈴木

イベント 伊那市

きのこ王国　ＧＷイベント

５月２日（土）～６日（水・祝）

　昨年の4月に中央道伊那スキーリゾートにオープンした「きのこ王国」は、きのこ狩り・きのこ料理・
農産物直売が揃ったテーマパークです。南アルプスの大パノラマを眺めたり、ソリやストライダーなど
の遊具もあり、一日中楽しんでいただけます。高速インターから近いため、地元はもちろん、中京圏
や関東圏からのお客様も増え、ＧＷ期間中はご家族で楽しんで頂けるイベントを開催いたします。

● 

http://inaski.com/
mailto:info@inaski.com


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)

上信越自動車道 「信州中野IC」から約40分

「蓮池」下車　徒歩5分

志賀高原観光協会
〒381-0401　山ノ内町志賀高原蓮池　志賀高原総合会館98内

志賀高原観光協会

0269-34-2344
http://www.shigakogen.gr.jp
info@shigakogen.gr.jp

長野電鉄 「湯田中駅」より志賀高原行きバス約35分

志賀高原蓮池　志賀高原総合会館９８　大駐車場

0269-34-2404

ユネスコエコパークに認定されている志賀高原で、新緑眩しい森のコースや神秘的
な池を巡るコースなど初級者から健脚向けのコースを設定し、志賀高原で様々な活
動を行っている志賀高原ガイド組合のガイドがご案内いたします。
トレッキング後は、タケノコ汁などのサービスやミニファッションコンテスト等を予定。
※事前のお申し込みが必要です。
▼「ユネスコエコパーク」とは・・・
生態系の保全と持続可能な利活用の調和（自然と人間社会の共生）を目的に、「保
全機能」、「経済と社会の発展」、「学術的研究支援」の３つの機能を持つ地域がユ
ネスコエコパークとして登録されます。
1980年に登録された志賀高原ユネスコエコパークは、山ノ内町志賀高原の志賀山
を中心とした大沼池や四十八池を含む地域を長期的に保護を図っていくため『核心
地域』と定め、それを囲む地域を環境教育や学習、エコツーリズムなど自然環境の
保全を優先しながら利用する『緩衝地域』としています。

イベント 山ノ内町

第20回 志賀高原新緑祭

６月１３日（土） 9:00～15:30頃

お申し込みが必要です。

トレッキング王国志賀高原では、
気軽に歩ける散策コースから
本格的登山コースまで様々なコースがあり、
レベルに応じて志賀高原の自然が楽しめます。
新緑の春、高山植物が咲く志賀高原を
いくつかのグループにわかれ探索し、
同行のガイドさんが志賀高原の
様々な魅力や山歩きの楽しさを教えてくれます。

● 



１ 期　　 間

２ 場　　 所

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)
（取材対応）

中央自動車道 「伊北ＩＣ」から約１０分
新宿から中央本線 「辰野駅」（約２時間５０分）
名古屋から中央西線 「辰野駅」（約２時間３０分）

辰野ほたる祭り実行委員会（担当：伊藤）

0266-41-0258

イベント 辰野町

～辰野町新町発足６０周年～

第67回 信州辰野ほたる祭り

６月１３日（土）～２１日（日）

　日本一のほたるの名所松尾峡・ほたる童謡公園では、例年６月中旬頃ゲンジボタルが発生のピーク
を迎え、美しく幻想的な風景を楽しむことができます。多い年で１日１万匹以上の圧倒的な数のゲン
ジボタルの乱舞に、まるで宇宙の真っ只中にいるような感動に包まれます。天候により発生時期が前
後する事もありますのでお問い合わせの上、お出かけください。
　信州辰野ほたる祭り期間中は、ＪＲ辰野駅前では土日を中心に２００軒以上の屋台が並び、ぴっかり
踊りをはじめ様々なイベントを開催します。盛り沢山のイベントをご用意していますので、ぜひ皆様で
信州辰野ほたる祭りにお越しください。

ＪＲ辰野駅前のイベントスペースで太鼓の競演や、駅前商店街には２００軒ほどの屋
台が並び、小学生が御輿に乗って町内のメインストリートを練り歩く「ほたるのお宿う
つし」などがあります。
また、松尾峡に隣接する浄土宗 伝福寺（辰野町大字辰野2100/TEL0266-41-
4388）は、ほたる寺としても有名で縁結びのご利益があると言われています。

※ホタルは鑑賞のみとなっております。町外への持ち出しは条例で禁止されています。
　 また、ホタル保護のため鑑賞地内はフラッシュ撮影禁止となっております。

ホタル保護育成協力金として１人：５００円（団体１５名以上：１人４００円）

電話：0266-41-0258

辰野町　松尾峡・ほたる童謡公園（辰野町上平出1006-1）

辰野ほたる祭り実行委員会　広告宣伝部事務局担当
伊藤岳史(イトウ タカシ)

辰野ほたる祭り実行委員会

http://kankou.town.tatsuno.nagano.jp

〒399-0421　上伊那郡辰野町大字辰野1777-1
0266-41-4925

※お車でのお越しは渋滞が予想されますのでなるべくJRをご利用ください。

tatsusho@tatsunomachi.jp
辰野ほたる祭り実行委員会（担当：伊藤）

http://kankou.town.tatsuno.nagano.jp/
mailto:tatsusho@tatsunomachi.jp


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）

小諸市

横山祖道草笛禅師を偲ぶ会と

小諸懐古園草笛のつどい

６月１６日（火）　１０時～１２時

小諸城址懐古園

昭和３３年から亡くなる昭和５５年まで、句碑が立つ辺りを「太陽山青空寺」として座
禅をし、懐古園を訪れる人々に草笛を吹くなどして「修行」をされていた「草笛禅師」
こと横山祖道師を偲ぶイベントです。師の笑顔と師の吹く「千曲川旅情のうた」「椰子
の実」「惜別の歌」などの草笛の音色が思い出されます。
▼横山祖道草笛禅師を偲ぶ会
　 献花、弟子による講演、合唱等
▼小諸懐古園草笛のつどい
　 草笛吹奏、草笛教室

小諸城址「懐古園」で、旅人を相手に草笛を22年間吹き続けた
禅僧・横山祖道師を偲んで、

セレモニーと草笛の吹奏が行われます。

小諸草笛会
上信越自動車道 「小諸IC」から 3km約 5分
しなの鉄道 「小諸駅」下車徒歩約3分

小諸草笛会（小林）

090-3149-5433

イベント

〒384-0034　小諸市新町

懐古園散策券　大人：300円　小人：100円

● 



１ 期　　 間

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)

0266-52-7155

アルピコ交通株式会社　

大人：2,300円　小人：1,200円　辰野町ほたる童謡公園入場料含む

JR中央線 「上諏訪駅」より徒歩約10分
新宿駅より特急「あずさ」で2時間20分

0266-58-9613

中央道 「諏訪IC」より車で約10分

▼運行コース
上諏訪温泉（19：40）　⇒　ほたる童謡公園（20：40）・・（滞在1時間）・・ほたる童謡公
園（21：40）　⇒　上諏訪温泉（22：25）
▼料金　大人2,300円　小人1,200円（税込）
▼申込　諏訪湖温泉旅館協同組合加盟の各ホテル旅館のフロント
　　　　　 アルピコツアーセンター　TEL：0266-24-1180
※旅館で夕食を食べてから出発する行程です。

≪協力≫（一社）諏訪観光協会／諏訪湖温泉旅館協同組合

info@suwako-onsen.com

〒392-0021　諏訪市上川1-1662　
諏訪湖温泉旅館協同組合

http://www.suwako-onsen.com

上諏訪温泉（出発） ⇒辰野ほたる童謡公園（辰野町）

イベント 諏訪市

アルピコバスツアー「夜空の蛍火号」

６月１９日（金）～２７日（土）

　東日本随一のゲンジボタルの名所「松尾峡」。大正15年に県の天然記念物の指定を受けた辰野
町の松尾峡の蛍を上諏訪温泉にお泊りのお客様に楽しんでいただくために、諏訪湖温泉旅館協同
組合がバスツアーを企画しました。
　運行当初より人気があり、お子様の手を引きながら夕食後のひと時を清流の音と幻想的な光で楽
しむお客様が増えています。入場口近くに専用駐車場を設けているので、バスを降りたらすぐに蛍
鑑賞ができます。

● 

画像：辰野町観光協会 

mailto:info@suwako-onsen.com
http://www.suwako-onsen.com/


１ 期　　 間

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)

安曇野市明科　あやめ公園・龍門渕公園

▼５月３０日（土）【あやめまつり記念イベント】
・安曇野ロゲイニング 2015
▼６月１４日（日）【特別ステージ】
・雅楽演奏会
▼６月２１日（日）【メインイベント】
・にじますのつかみどり
・大ビンゴ大会
・ステージイベント
▼６月２８日（日）
・あやめ深緑ウォーキング

ほか、盛り沢山のイベントを計画中。

あやめまつり実行委員会

〒399-8281　安曇野市豊科6000番地

無料

イベント 安曇野市

第31回 信州安曇野あやめまつり

６月１９日（金）～３０日（火）　

　広大な北アルプスを背景に多種多様な花菖蒲が咲きそろう明科あやめ公園・龍門渕公園で「第31
回信州安曇野あやめまつり」を開催します。今年は『安曇野市制施行10周年記念』として、期間中の
土日を中心に大人から子供まで楽しめる多彩な催しが行われます。メインイベント開催日にはニジマ
スのつかみどりや多彩なステージイベントが行われます。

http://www.city.azumino.nagano.jp
kankokoryu@city.azumino.nagano.jp

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から約15分
JR篠ノ井線 「明科駅」より徒歩約7分

安曇野市 商工観光部 観光交流促進課

0263-71-2000 0263-71-5000

● 

二次使用禁止写真です。 

二次使用禁止写真です。 

http://www.city.azumino.nagano.jp/
mailto:kankokoryu@city.azumino.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)

▼市内各地や事業所から、多数のみこしが参加。
　 子供みこし　13：45～16：00
　 大人みこし　16：15～20：30
　 ※相生町通り等歩行者天国　13：30～21：30まで
▼まつりを盛り上げる「大浅間火煙太鼓」の演奏
　 小諸駅前特設ステージ
▼屋台（露天商）　約120店

小諸駅周辺市街地（相生町商店街）

イベント 小諸市

こもろ市民まつり「みこし」

７月１１日（土）　１３時３０分～２０時３０分

こもろ市民まつり第一弾！
市内各区や事業所など、子供から大人までの約60基のみこしが参加！

華やかに市街地を練り歩きます。
特に本部席のある相生町通りでの盛り上がりは圧巻です！

こもろ市民まつり実行委員会

0267-23-8766
shoko@city.komoro.nagano.jp

上信越自動車道 「小諸IC」から小諸駅方面へ約10分
しなの鉄道 「小諸駅」おりてすぐ

こもろ市民まつり実行委員会 （小諸市役所商工観光課内）

0267-22-1700
〒384-8501　小諸市相生町3-3-3

● 



１ 場　　 所

２ 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）

0269-62-7001

信越自然郷アクティビティセンター

北陸新幹線・ＪＲ飯山線 「飯山駅」１Ｆ　

0269-62-7003
〒389-2253　飯山市大字飯山７７０－３

信越自然郷アクティビティセンター

上信越自動車道 「豊田飯山ＩＣ」より約１０分

http://www.iiyama-station.jp/center/

その他 飯山市

信越自然郷アクティビティセンター

信越自然郷アクティビティセンターでは、各種イベントを開催しています！
下記のほかにも、ヨガやサイクリング、ノルディックウォーキングなどなど。ぜひご自身
の趣味に合わせてご参加ください。

▼サイクリングで行こう！菜の花公園満喫の菜の花を楽しもう！
■開催日：5/2～5、5/9 　時間9：00～12：00/13：30～16：30　参加費：2,500円
黄色のじゅうたんが広がる菜の花畑の中をサイクリングしませんか!?
 ひと足遅く訪れる飯山の花を自転車に乗って楽しみましょう。
※5/3、4、5は「いいやま菜の花まつり」が開催されます！

▼トレイルラン解禁！気持ちよくゆっくりツーリング
■開催日：5/10 　時間8：00～12：00　参加費：2,000円
雪解けのトレイルを気持ちよく走れる季節です。信越自然郷エリアのトレイルをゆっく
りペースで一緒に走るツーリングイベントです。

▼ママとベビーもアクティブに！　駅でベビーマッサージ
■開催日：5/14、17、28　時間 10：00～12：00　参加費：2,000円
ママと赤ちゃんのコミュニケーションのベビーマッサージ。暖かくなった気候の中で
赤ちゃんとゆったりスキンシップを始めてみませんか。
※5/17(日)のお休みはパパも一緒にご参加ください。（パパ参加の場合は＋\500）

　「信越自然郷アクティビティセンター」は山岳高原や河川など大自然の中で、楽しむことのできるア
ウトドアの情報提供、ツアーの手配、講習会の実施、自転車やトレッキング等のアクティビティ関連商
品のレンタルを行う、アウトドアアクティビティ専門のインフォメーションセンターです。
　信越自然郷エリアは世界的にも有数の豪雪地帯であり、豊かな自然環境や、明瞭な四季の移ろい
が感じられるフィールドが広がっています。当センターでは各種イベントも実施！北陸新幹線 飯山駅
直結の「信越自然郷アクティビティセンター」に是非お越し下さい。

北陸新幹線 「飯山駅」１階

≪信越自然郷≫ 

● 

飯山駅1 階 アクティビティセンター 

http://www.iiyama-station.jp/center/


１ 期　　 間

２ 場　　 所

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）

026-262-4799
http://shin-machi.com

信州新町観光協会

026-262-2245
〒381-2405　長野市信州新町新町1000-1

その他 長野市

信州新町で遊ぼう！

４月～１０月（フィッシングは通年）

上信越道 「安曇野IC」より約50分
（萩野高原森の家はそこから約25分）

JR 「長野駅」よりアルピコ交通バス「信州新町」行き約45分
（萩野高原森の家はそこからタクシーで25分）

　信州新町は古くから交通の要衝にあり、犀川の水運河港を中心に発展してきました。
近代以降は多くの芸術家や文人から愛された風光明媚な町です。

犀川流域の豊かで美しい自然を満喫しながら、アウトドアスポーツを楽しみませんか？

信州新町　犀川ほか

▼カヌー
　 周囲に広がる渓谷の美しさを水鳥の視点で楽しめます。
　 開催時期 ：5月～9月　≪お問合わせ≫信州新町観光協会026-262-2245
▼ラフティング
　 所々ある急流でワイルドなラフティングが行われます。
　 開催時期 ：4月～10月　≪お問合わせ≫サンデープラニング026-258-2978
▼フィッシング
　 信州新町を流れる犀川は幻のイトウやイワナ、大型のニジマスが釣れると人気
　 です。また柳久保池はシナノユキマスが釣れる数少ないスポットです。
　 年中解禁で四季を問わず楽しめます。
　　≪お問合わせ≫犀川殖産漁業協同組合026-262-2212
▼キャンプ・・・萩野高原森の家
　 別荘気分が味わえるキャビンはロフトやユニットバスなど設備も充実。
　 バーベキュー、マウンテンバイクなどでアウトドアを満喫できます。
　 営業期間 ：4月～10月　≪お問合わせ≫信州犀川交流センター026-262-2155

● 

カヌー 久米路峡の紅葉 



１ 期　　 間

２ 内　 　容

≪アクセス≫ 戸　隠

飯綱高原

お問合わせ先

（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ）

（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ）

026-239-3272
http://iizuna-kougen.com/

〒380-0888　長野市大字上ヶ屋2471－608　

026-254-3022
http://www.togakusi.com/camp/

▼飯綱高原キャンプ場　

その他 長野市

戸隠・飯綱キャンプ場開き

戸隠　５月１日（金）～　飯綱高原　５月２日（土）～

新緑の季節
日常の喧騒を忘れて自然の中でリフレッシュしませんか

大人も子どもも楽しめるスポットも満載です
戸隠キャンプ場は5月1日（金）、飯綱高原キャンプ場は5月2日（土）にオープンします

▼戸隠キャンプ場
ログキャビン33棟、バンガロー28棟、オートキャンプ350台、区画サイト50台、貸しテント
260張、炊事場13箇所、トイレ6棟、シャワー2棟
標高1200mの高原に位置する日本屈指のキャンプ場。場内の清流では水遊び、隣接す
る戸隠牧場では動物とふれ合うこともできます。
≪周辺の施設≫戸隠神社、戸隠森林公園、チビッ子忍者村、神告げ温泉湯行館 等
▼飯綱高原キャンプ場
ログキャビン１２棟、バンガロー５棟、貸しテント38張、炊事場3箇所、トイレ２棟
キャンプ場の近くには、フィールドアスレチック「小天狗の森」があり、お子さんはもちろん
大人も楽しめます。大座法師池でボートに乗ったり、ハイキングコースを散策したり自然
を満喫できます。
≪周辺の施設≫小天狗の森、大谷地湿原、いこいの村アゼィリア飯綱 等

［お車で］上信越道　「信濃町IC」から約30分

［お車で］上信越道 「信濃町IC」から約30分

▼戸隠キャンプ場　
〒381-4101　長野市戸隠大洞沢3694

［列車で］JR「長野駅」よりアルピコ交通バス「戸隠高原」行き約60分

［列車で］JR「長野駅」よりアルピコ交通バス「戸隠高原」行き約４0分

● 

飯綱キャンプ場 戸隠キャンプ場 



１ 期　　 間

２ 会　　 場

３ 入 場 料

４ 内　 　容

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で] 中央自動車道 「諏訪南IC」から約7km、「小淵沢IC」から約14km

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) yatsubi1@po19.lcv.ne.jp

http://www.lcv.ne.jp/~yatsubi1
0266-74-2701

〒391-0115　諏訪郡原村17217-1611　
0266-74-2701

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

※茅野駅からのバスの運行は曜日により変動しますので、
必ず事前にお問い合わせください。

美術館 原村

清水タカエ 銅彩画展

～銅の色に魅せられて～

４月４日～５月１７日（日）　９時～１７時

　八ヶ岳山麓で制作する銅彩画家・清水タカエの作品展です。
銅彩画とは、一枚の銅板に丹念に凹凸を付け、酸化の働きによって銅の色を変化させて作るレリーフ
状の銅板工芸で、建築装飾にも用いることができます。
　フクロウ、鳥、木の葉、山々といった豊かな自然から着想を得たモチーフと、酸化時の温度や湿度
の変化によって生まれる漆黒、鮮やかな赤銅色、明るく輝く白銀色といった繊細な色合いをお楽しみ
いただけます。作家を講師に銅彩画体験教室も開催します。

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

高校生以上：510円、小中学生：250円

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）、原村、原村教育委員会

▼展示内容
・銅彩画約40点のほかデッサンやスケッチ等

▼会期中のイベント
・「作家によるギャラリートーク」　5月3日（日）14：00～
・「はじめての銅彩画教室」　4月29日（水）、5月2日（土）各日とも13：30～16：00
　手のひらサイズの銅彩画作品をお持ち帰りいただけます。料金：2,000円

JR中央線 「茅野駅」よりバスまたはタクシーで約25～60分、
「富士見駅」よりタクシー約15分

≪八ヶ岳美術館≫

● 

開催中！ 



１ 期　　 間

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）0269-62-1501
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

※毎週月曜休館。但し5/4(月・祝)は開館、5/7(木)は休館。※会期中、常設展示はご覧いただけません。


大人：300円 (200円)　小人：200円 (100円)　※（　）内は20名以上の団体料金
＊障害者手帳をお持ちの方と介添えの方1名まで無料

≪飯山市美術館≫

飯山市、飯山市教育委員会

北陸新幹線 ・ＪＲ飯山線「飯山駅」より徒歩約15分、タクシー約3分

※レンタサイクル、レンタカー有り

温泉方面へ直進後、斑尾高原方面へ左折、「斑尾高原入口」を右折。

美術館 飯山市

Beyond the paper やまふところ
和紙 齋藤一郎展

４月１８日（土）～６月２８日（日）
開館時間：９時～１７時(入館は１６：３０まで)

　飯山の伝統的工芸品である内山紙の産地に生まれた齋藤氏は、和紙の価値の向上を目指し、そ
の魅力を伝えるために制作・展示発表を重ね、海外からも注目を集めています。その作品は、これ
まで私たちが親しんできた和紙とは全く異なる味わいが特徴です。丹念に仕上げられた新作1点1
点はもちろん、美術館全体を大がかりなインスタレーションとした展示空間が見どころです。日本の
手漉き和紙技術がユネスコの無形文化遺産に登録されたことを受けて世界で和紙が注目され始め
た今、30年来の作家の想いが実現に近づいています。和紙の魅力を堪能し、抽象作品を心で味わ
うという鑑賞体験をお楽しみ下さい。

飯山市美術館　（担当：井端・宇敷）
〒389-2253　飯山市大字飯山1436-1

http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/gakusyuusien/bijyutukan
bijyutsukan@city.iiyama.nagano.jp

飯山市美術館

※駐車場は、普通車両・大型車両駐車可

齋藤氏は芸術表現の手段として自ら紙を漉き、その和紙を繋げたり重ね合わせたり
して作品を造り上げます。土による着色は和紙の風土色を生かすためのもの。
一貫したテーマBeyond the paperに “やまふところ”が添えられた本展には、作家の
故郷飯山やこれまでに得た深い知見が大きく反映されており、初めて作品を観たとき
に感じる言い知れぬ温かさは『赤子が母に抱かれているような安心感』に通じるもの
があります。抽象作品をココロで味わう鑑賞を体験していただくため、会期中にワーク
ショップとギャラリ-トークを開催します。
▼会期中イベント
 ・4/18(土)　9：00～　開会式（和紙作家・齋藤一郎氏在館）
 ・4/25(土)　9：30～16：30　　ワークショップ『内山紙・手漉き体験』
 ・4/26(日)　13：30～17：00　ワークショップ『泥ing(ﾄﾞﾛ-ｲﾝｸﾞ)‐先祖への思いをつなげる』
 ・6/6（土）　14：00～15：00　和紙作家・齋藤一郎氏によるギャラリ－トーク

上信越自動車道 「豊田飯山ＩＣ」より約10分。Ｒ117を十日町・野沢

● 

月夜の仕事 

鉄の太陽 

http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/gakusyuusien/bijyutukan
mailto:bijyutsukan@city.iiyama.nagano.jp


１ 期　　 間

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)

http://www.utsukushi-oam.jp/
0268-86-2331

美ヶ原高原美術館（ギャラリーⅠ、ギャラリーⅡ、こども美術館、屋外展示場の一部）

≪美ヶ原高原美術館≫

大人１,000円/大・高校生800円/中・小学生700円（毎週土曜日は保護者同伴の中、小学生は無料）

▼8組10名のアーティストが“親子で旅”をテーマに楽しい作品を展示します。子供たち
が身体や頭を使って遊べる作品、光や音を取り入れて視覚や聴覚を呼びさます作品、
見ているだけで楽しさが溢れてくる作品など、様々な現代アートが競演します。
▼出品作家：有田暁子/大石麻央/開発好明/tupera tupera/力石咲/タムラタクミ/
　　　　　　　　 船井美佐/ＭＡＴHRAX
▼こども向けワークショップ、イベント（予定）
・残雪でそり遊び　5月2日（土）～6日（水）
・tupera tuperaワークショップ　8月2日（日）
・力石咲ワークショップ　8月22日（土）～23日（日）
・船井美佐ワークショップ　9月6日（日）
・開発好明ワークショップ　9月20日（日）

　ビーナスライン全線開通にあわせ、4月24日（金）より美ヶ原高原美術館がオープンします。
美ヶ原高原美術館は4万坪の敷地に350点の現代彫刻を展示している野外彫刻美術館です。

野外展示のほか室内展示場もあり、毎年企画展を開催しています。
　今シーズンは“親子で旅”をテーマにした展覧会「こどもと旅する美術館」を開催します。

大人もこどもも楽しめる展覧会として8組10名のアーティストがふたつのギャラリー、こども美術館を舞台
に様々な現代アートの競演をします。期間中には参加作家によるワークショップも開催します。

utsukushi@utsukushi-oam.jp

〒386-0507　上田市武石上本入美ヶ原高原
美ヶ原高原美術館

上信越道 「東部湯の丸ＩＣ」より武石観光センター経由約60分
美ヶ原高原美術館（公益財団法人　彫刻の森芸術文化財団）

ＪＲ 「松本駅」よりタクシーで約60分
ＪＲ・しなの鉄道 「うえだ駅」よりタクシーで約60分

0268-86-2217

長野道 「岡谷ＩＣ」よりビーナスライン（和田峠）経由約60分

美術館 上田市

美ヶ原高原美術館

企画展「こどもと旅する美術館」

４月２４日（金）～１１月１５日（日）　９時～１７時

● 

船井 美佐 

「楽園／境界」 

2014年 

http://www.utsukushi-oam.jp/
mailto:utsukushi@utsukushi-oam.jp


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)

http://www.tanakahonke.org
info@tanakahonke.org

豪商の館　田中本家博物館

≪田中本家博物館≫

上信越自動車道 「須坂長野東IC」より約15分
長野電鉄 「須坂駅」よりタクシーで約5分

豪商の館　田中本家博物館　（担当学芸員：田中）

026-248-8008 026-245-4780

「二十四孝」とは、古代中国において親孝行に優れた２４人のお話で、江戸時代に
は広く庶民にまで知られ、「二十四孝」を題材とした落語や浮世絵は今でも残されて
います。
▼どんなお話があるかというと、
・母のために真冬の氷の張った湖で鯉を取ろうとする男のお話
・裸になって親の代わりに蚊に刺される子供のお話
・田畑を耕す孝行な子供を象や鳥が助けるお話　など

これらの親孝行のお話はどれも、私たちの想像を超えたものばかりです。
江戸時代の面影の残る田中本家で、この「二十四孝」のお話が絵描かれた歌川国
芳の「唐土二十四孝」、狩野山楽の「二十四孝屏風」をご覧になって、不思議な世界
を体験してください。

豪商の館　田中本家博物館

〒382-0085　須坂市穀町476番地　

大人：750円　中高生：350円　小学生：250円

美術館 須坂市

ENJOY PLAY 親孝行

二十四孝の不思議な世界

６月６日（土）～９月７日（月）　※毎週火曜日休館（８月は無休）

　ようこそ　280年目の春へ。豪商　田中本家は江戸時代、須坂のお殿様の財力をも上回る北信濃一
の商人と言われ、有名な日本画家の書画も数多く所蔵しております。
　今回はその中から親孝行をテーマとし、江戸時代末期の浮世絵師歌川国芳の「唐土二十四孝」、
安土桃山時代から江戸時代初期の狩野派絵師狩野山楽の「二十四孝屏風」を展示します。
　是非、歴史を感じる須坂の田中本家へお越しください。

● 

http://www.tanakahonke.org/
mailto:info@tanakahonke.org


１ 期　　 間

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） http://www.city.komoro.lg.jp/institution/2014022505335/

美術館 小諸市

なつまち展

６月２０日（土）～８月２日（日）　９時～１７時

市立小諸高原美術館

≪小諸高原美術館≫

（１） オープニング時の絵コンテ、原画の展示
（２） 写真　アニメに出てくる小諸の風景
（３） パネル　「なつまち」写真集掲載の美術監督須江さんの文章
（４） 「あの夏で待ってる」説明パネル
（５） ポスター　小諸「なつまち」ポスター７種
　　  （水の手展望台、北国街道、ツリーハウス、甲冑隊、高峰、布引伝説、美術館）
（６） 映像　オープニングやプロモート映像など短い映像をリピート放映
（７） 小諸市とファンの取り組み風景や製作物展示
（８） しなの鉄道ラッピング列車グッズ、写真、資料、ヘッドマークなどの展示

小諸市が舞台となったアニメ「あの夏で待ってる」の企画展を行います。
アニメ放送終了から３年たちましたが、いまだに根強い人気があり多くの方が小諸市に訪れています。

アニメで使用された絵コンテ・原画パネル等、
多くの皆様に小諸市の原風景の魅力を知ってもらうために開催します。

市立小諸高原美術館

〒384-0041　小諸市大字菱平2805－1

一般：500円（団体400円／30人以上）　小中学生：250円（団体200円／30人以上）

上信越自動車道 「小諸IC」より約５分
JR・しなの鉄道 「小諸駅」より車で約１０分

市立小諸高原美術館

0267-26-2070 0267－26－2071

● 

小諸高原美術館・白鳥映雪館 

http://www.city.komoro.lg.jp/institution/2014022505335/


メモ欄

よろしくお願いいたします。

銀座ＮＡＧＡＮＯ（信州首都圏総合活動拠点） 
東京都中央区銀座５－６－５ TEL：03-6274-6015 ＦＡＸ：03-6274-6557 

http://www.ginza-nagano.jp/ E-mail: ginza-nagano@pref.nagano.lg.jp 

                       担当：熊谷晃／竹鼻栄二／赤羽久美子／岩下春夫 

 アルクマ 
長野県PRキャラクター 



長野県観光大使

中央区銀座五丁目 

2015年 

主催：銀座すずらん通り商店会 
             電話：０３－３５７１－７４５５ 電話：０３－６２７４－６０１５   

峰 竜太さん 松本英子さん 

1999年、「Squall 」が40万枚の大ヒット。 

すずらん通りでは 

● 銀座NAGANOテント 

  美味だれ焼き鳥、おやき、生ビール、ワイン、日本酒販売 ほか 

●飯山市、白馬村、大町市 テント 

  観光案内、新幹線・新飯山駅紹介、アスパラ、山菜、特産品 ほ

か 

●13：30～14：15 長野県観光大使≪峰 竜太さん≫登場！ 

   ～すずらんの花プレゼント！～ （数に限りがあります） 

●その他  

  銀座すずらん通り祭り参加店によるオリジナルサービス 

銀座NAGANO ２階イベントスペースでは 

11：00～13：30 手打ちそば、山菜料理などの販売 

14：30～15：15 HAKUBA BALLEY復興支援感謝イベント 

          「HAKUBA BALLEYの“今”と“未来”を語ろう！」 

      ゲスト：峰 竜太さん 

                              大町市 牛越市長、白馬村 下川村長 ほか 

17：30～19：00 松本 英子 ライブコンサート 

          「善光寺から世界へつなぐ“平和の祈り”」 




