
開催日・期間 開催地

１P ～11月15日
・長野市・須坂市
・千曲市・信濃町
・飯綱町・小川村

開催日・期間 開催地

２P 10月8日 安曇野市

３P 10月9日・21日 安曇野市

４P 10月21日 須坂市

５P 10月21日 茅野市

６P 10月24～25日 山ノ内町

７P 11月19日 安曇野市

開催日・期間 開催地

８P 10月7日～11月26日 原村

　▼「アルクマ便り」は毎月第3または第4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）

山室眞二のじゃがいもデ版画展

掲載ページ

掲載ページ

安曇野歴史探訪「貞享騒動特集」

掲載ページ

｢信州ため池ｶｰﾄﾞ｣を集めてｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰに応募しよう！

世界かんがい施設遺産登録記念　「拾ヶ堰ウォーク」

紅葉と絶景を満喫！ 米子大瀑布ハイキング

秋の移住者交流BBQと物件見学ツアー

第5回山ノ内町観光大使杯 三遊亭円楽ゲートボール大会

美味しい林檎ナポリタンの作り方講座

２０１７ 年９月１９日 

アルクマ便り アルクマ便り 

美術館 

月号 10 

   

 

   

アルクマ便り 

新着情報 

参加募集 

 ⓒ長野県アルクマ 

長野県PRキャラクター「アルクマ」 



開催日・期間 開催地

9P 9月30日～10月9日 安曇野市

10P 10月1日 佐久穂町

11P 10月7日～8日 山ノ内町

12P 10月7日～9日 伊那市

13P 10月7日～15日 木祖村

14P 10月7日～11月５日 安曇野市

15P 10月8日 伊那市

16P 10月8日 木祖村

17P 10月14日 木島平村

18P 10月14日～11月12日 箕輪町

19P 10月15日 小海町

20P 10月15日 塩尻市

21P 10月22日 木島平村

22P 10月25日～11月12日 須坂市

23P 10月28日～29日 小海町

24P 10月28日～29日 飯島町

25P 10月30日～11月24日 長野市

26P 11月2日～5日 安曇野市

27P 11月3日 大町市

28P 11月4日～5日 安曇野市

29P 11月23日 大町市

30P 11月23日 長野市

第5回　新そばと食の感謝祭

仁科神明宮新嘗祭

第112回　長野えびす講煙火大会

第2回　OMACHIロゲイニング

掲載ページ

第６回　いいちゃん産業祭り

戸隠そば祭り

安曇野スタイル２０１７

名瀑 幻の滝「樽滝」

第30回 信州須坂大菊花展　菊まつり

北八ヶ岳・小海 星と自然のフェスタ2017

木曽漆器 体験まつり

Outdoor park

第8回　安曇野やさいスイーツフェア

第34回　南アルプスふるさと祭り

小海町紅葉ウォーク

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

医師と歩く森林セラピーロードin奥志賀高原

高遠「しんわの丘ローズガーデン」秋のバラ祭り

第31回　全国日曜画家展中部日本展

木祖村秋の収穫祭　（こだまの森秋の感謝祭）

クラシックカーイベント 　La Festa Mille Miglia 2017

もみじ湖ライトアップ

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 担当：小山浩一／保科宗継／山口史靖／吉川悦治 

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

イベント 

 ⓒ長野県アルクマ 

長野県PRキャラクター「アルクマ」 



  

 

 

  

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

王滝村 

高山村 

山ノ内町 

野沢温泉村 

  

小川村 

松川村 

小谷村 

 

東御市 

原村 

富士見町 

川上村 

小海町 

南相木村 

南牧村 

北相木村 

南箕輪村 

高森町 

飯島町 

中川村 

箕輪町 

辰野町 

大桑村 

上松町 

南木曽町 

大鹿村 

下條村 

天龍村 

喬木村 

平谷村 阿南町 

松川町 

飯山市 

長野市 

小諸市 

須坂市 

 

駒ヶ根市 

坂城町 

白馬村 

御代田町 

軽井沢町 

木祖村 

根羽村 
売木村 

茅野市 
諏訪市 

朝日村 

岡谷市 

下諏訪町 

泰阜村 

生坂村 

千曲市 

飯田市 

小布施町 

佐久市 

中野市 

 

塩尻市 

青木村 

 

栄村 

木島平村 

長和町 

安曇野市 

筑北村 

木曽町 

大町市 

阿智村 

上田市 

伊那市 

池田町 

宮田村 

麻績村 

信濃町 

松本市 

立科町 

松本市 
佐久穂町 
●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/10P 

 
豊丘村 

安曇野市 
●安曇野歴史探訪「貞享騒動特集」

/2P 
●世界かんがい施設遺産登録記念 
「拾ヶ堰ウォーク」/3P 

●美味しい林檎ナポリタンの作り 
方講座/7P 

●Outdoor park/9P 
●第 8 回 安曇野やさい 
スイーツフェア/14P 

●安曇野スタイル２０１７/26P 
●第 5 回 新そばと食の感謝祭 

/28P 
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長野市・須坂市・千曲市・信濃町・飯綱町・小川村 
●「信州ため池カード」を集めてスタンプラリーに応
募しよう/1P 

 
 

 

飯綱町 

大町市 
●第 2 回 OMACHI ロゲイニング/27P 
●仁科神明宮新嘗祭/29P 
 
 
 

佐久穂町 

山形村 

岡谷市 

塩尻市 
●木曽漆器 体験まつり 
/20P 

須坂市 
●紅葉と絶景を満喫！ 米子大瀑布ハイキング/4P 
●第 30 回 信州須坂大菊花展 菊まつり/22P 
 

木祖村 
●第 31 回 全国日曜 
画家展中部日本展/13P 
●木祖村秋の収穫祭  
（こだまの森秋の感謝祭）/16P 

 

箕輪町 
●もみじ湖ライトアップ/18P 

飯島町 
●第６回 いいちゃん産業祭り/24P 
 

伊那市 
●高遠「しんわの丘ローズガーデン」秋のバラ祭り/12P 
●第 34 回 南アルプスふるさと祭り/15P 
 

山ノ内町 
●第 5 回山ノ内町観光大使杯  
三遊亭円楽ゲートボール大会/6P 

●医師と歩く森林セラピーロード in 
奥志賀高原/11P 

 

小海町 
●小海町紅葉ウォーク/19P 
●北八ヶ岳・小海 星と自然のフェス 2017 

/23P 
 

長野県 
●「ゆるキャラ®グランプリ 2017」 アルクマを応援してください！ 
 

原村 
●山室眞二のじゃがいもデ版画展/8P 

茅野市 
●秋の移住者交流 BBQ と物件見学ツアー/5P 

木島平村 
●クラシックカーイベント  La Festa  

Mille Miglia 2017/17P 
●名瀑 幻の滝「樽滝」/21P 
 

長野市 
●戸隠そば祭り/25P 
●第 112 回 長野えびす講煙火大会/30P 
 



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.pref.nagano.lg.jp/nagachi/nagachi-somu/index.html

（E-ｍａｉｌ) nagachi-nochi@pref.nagano.lg.jp

（その他） http://blog.nagano-ken.jp/nagachi/（ほっとスタッフブログながの）

長野県長野地域振興局

新着情報 長野市・須坂市・千曲市・
信濃町・飯綱町・小川村

｢信州ため池ｶｰﾄﾞ｣を集めてｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰに応募しよう！

　長野地域にある８か所の「ため池」近くにある観光施設で「信州ため池カード」を各1,000枚限定で配
布しています。
　さらに、８か所全てのスタンプを集めて応募すると、抽選で20名様に信州農産物の詰め合わせが当
たる、スタンプラリーを実施しています。

　これからの季節は、紅葉狩りを兼ねた「ため池」めぐりがおすすめです。
　信州の「ため池」を訪れてカードを集め、さらに信州農産物もゲット!!

11月15日（水）まで開催

長野県長野地域振興局　農地整備課　計画調査係
〒380-0836　長野県長野市大字南長野南県町686-1
026-234-9517 026-234-9554

○信州ため池カードの配布
　・対象ため池周辺の観光施設で、「信州ため池カード」を希望者に１枚ずつ配布しています。
　・「信州ため池カード」は各1,000枚限定ですので、無くなりしだい配布終了となります。
○スタンプラリーの実施
　・応募用紙に８か所すべてのスタンプを集めて応募すると、抽選で20名様に信州農産物の
  詰め合わせが当たります。
　・「信州ため池カード」配布終了後も期間内はスタンプラリーを実施しています。

カード配布・スタンプラリーの実施施設はチラシでご確認ください。
なお、施設には休館日、休業期間がありますので、各施設にお問い合わせ
ください。

「信州ため池カード」対象ため池　８か所
大座法師池（長野市）、鏡池（長野市）、小鳥ヶ池（長野市）、竜ヶ池（須坂市）、
大池（千曲市）、御鹿池（信濃町）、霊仙寺湖（飯綱町）、大洞大池（小川村）

●  

鏡池 御鹿池 

霊仙寺湖 小鳥ヶ池 



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] JR大糸線 「中萱駅」より徒歩10分　　

JR大糸線「中萱駅」よりタクシーで約3分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.azumino-e-tabi.net

（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03.plala.or.jp

参加募集 安曇野市

安曇野歴史探訪「貞享
ジョウキョウ

騒動特集」

　貞享3年1686年松本藩(藩主：水野忠直)で起こった大規模な百姓一揆です。
　近隣の高遠領・諏訪領の年貢は籾1俵から玄米二斗五升挽に対し松本藩では三斗挽と重税を課せ
られ農民は必死に耐えていました。不作が続き困窮を極めていたこの年、藩はのぎ踏磨きをした上、
三斗四・五升挽と命じました。
　周辺藩の1.4倍以上の過酷な年貢の引き上げに身を挺して農民を救おうと、多田加助を首領とする
同志たちが高遠・諏訪領並の年貢に減免するよう郡奉行へ訴え出ました。これを知り加勢した万余の
農民が鍬鋤を手に松本城下へ押し寄せる大騒動となりました。

１０月８日（日)  　８時～１５時

貞享義民記念館・熊野神社

4,000円 

一般社団法人　安曇野市観光協会
〒399-8302 長野県安曇野市穂高5952-3
0263-82-3133 0263-87-9361

【日程】集合8：00貞享義民記念館駐車場⇒8：10出発⇒熊野神社…首塚…加助旧宅
跡…二斗五升の碑…加助の墓⇒9：30貞享義民記念館（館内見学と説明）⇒昼食
貸切バスにて移動⇒いちょう堂…熊倉の渡し…渡し船…加助夫婦惜別の岩…出川刑
場跡…勢高刑場跡・義民塚⇒貞享義民記念館…解散

■申込み期限：10月3日（火）
■募集人員：20名（最少催行人員15名）
■参加費に含まれるもの：貸切バス代、昼食代、入館料、資料代、保険代含む

一般社団法人　安曇野市観光協会

長野自動車道「安曇野IC」から約20分　

●  

http://www.azumino-e-tabi.net/
mailto:azumino@bz03.plala.or.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] JR 「島内駅」下車

JR「南豊科駅」下車

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http:www.azumino-e-tabi.net

（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03.plala.or.jp

一般社団法人　安曇野市観光協会
〒 399-8303　長野県安曇野市穂高5952-3
0263-82-3133 0263-87-9361

参加募集 安曇野市

　2016年に開削200周年を迎えた拾ヶ堰は、灌漑（かんがい）のために作られた農業用水路で、取水口か
ら堀金の大曲がりまで北アルプス向かって流れ、のどかな田園風景を形成しています。同年11月に世界
かんがい施設遺産に登録され、これを記念して全長15ｋｍの拾ヶ堰を2日に分けて踏破します。

前半１０月９日（月・祝)　8時25分～12時30分/後半１０月２１日（土） 8時40分～12時30分

前半：ＪＲ大糸線「島内駅」/後半：ＪＲ大糸線「南豊科駅」

世界かんがい施設遺産登録記念「拾ヶ堰ウォーク」

■【日程】10月9日(前半）島内駅8：25集合⇒出発8：40⇒拾ヶ堰頭首工・記念碑⇒梓川
サイフォン⇒アルプス大橋⇒シールドマシーンフェイス⇒高家公園（休憩）⇒じてんしゃ
広場⇒豊科郷土博物館見学⇒解散12：30
■【日程】10月21日（後半）南豊科駅8：40集合⇒出発8：50⇒じてんしゃ広場⇒中堀公
園⇒上堀の景観⇒下堀公園（休憩）⇒田中道祖神⇒放水口⇒穂高駅⇒解散12：30
※休憩場所では豚汁の振る舞いがあります。
●募集人員：50名（最少催行人員20名）
●参加費に含まれるもの：資料代、入館料、保険代含む
●申込み期限：前半、後半各出発の10日前まで

一般社団法人　安曇野市観光協会

島内駅と南豊科駅には駐車場がありませんのでＪＲ大糸線をご利用ください。

島内駅、南豊科駅には駐車場がございませんので、ＪＲ大糸線をご利用ください。

1,000円（1日のみの参加は700円）

●  

mailto:azumino@bz03.plala.or.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] 長野電鉄「須坂駅」下車、タクシーで約12分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.suzaka-kankokyokai.jp/

（E-ｍａｉｌ) info@suzaka-kankokyokai.jp

【定員】40名
【歩程】3㎞ (約3時間)
【持ち物】お弁当や飲み物、雨具等
【募集締め切り日】10月20日(金)　※定員に達し次第、締め切り
【コース】湯っ蔵んど9:30＝〔シャトルバス〕＝10:20駐車場・・・米子不動尊・奥之院・・・
不動滝・・・権現滝・・・米子鉱山跡地(ビューポイント)お昼休憩・・・
あずまや(ビューポイント)・・・13:40駐車場13:55＝〔シャトルバス〕＝湯っ蔵んど14:45
※須坂駅から湯っ蔵んどまでの路線バス運行：片道350円＜行き＞須坂駅9時発･･･
湯っ蔵んど9時17分着　＜帰り＞湯っ蔵んど15時40分発・・・須坂駅着16時3分着

2,000円（おやき、旬の果物、湯っ蔵んどから米子大瀑布駐車場まで・往復シャトルバス代1,300円含)

須坂市観光協会

上信越自動車道｢須坂長野東IC｣から集合場所まで約10分

※お弁当や飲み物、雨具など必要なものはお持ち下さい。

須坂市観光協会
〒382-0077 長野県須坂市大字須坂1295‐1 シルキービル2階

026－215-2225　 026-215-2226

参加募集 須坂市

紅葉と絶景を満喫！ 米子大瀑布ハイキング

　米子大瀑布は「日本の滝百選」に選定され、また米子瀑布群は「国の名勝」に指定されました。
　滝のマイナスイオンを浴び、色づく木の葉や滝の絶景を楽しみながら秋を満喫してください。
　また対岸より眺める二条の滝が並び落ちる姿は壮観です。地元ガイドがご案内しながら歩きます。

１０月２１日（土)　9時30分～14時45分　　　　※集合＝9時10分　

※集合場所＝湯っ蔵んど　　歩く場所＝米子大瀑布 周遊道

●  

mailto:info@suzaka-kankokyokai.jp


１ 日　時

２ 会　場

４ 内　容

≪主　　催≫ 田舎暮らし「楽園信州ちの」協議会

≪アクセス≫ [お車で] 中央自動車道「諏訪IC」から約10分

[列車で] JR「茅野駅」東口より徒歩で約10分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

http://rakuc.net

info@rakuc.net

田舎暮らし「楽園信州ちの」協議会事務局

〒391-0003　長野県茅野市本町西5番23号

0120-002-144 0266-73-8330

≪スケジュール≫
・10：00　開会式
・10：15　移住セミナー
・11：00　物件見学
・12：00　移住者交流BBQ、縄文の森散策、考古館見学
・14：00　物件見学
・17：00　市役所帰庁・解散～希望者は個別相談
※セミナー終了後～17：00の間、マイクロバスに乗って市内をまわります。

≪参加者特典≫
不動産購入時・賃貸契約時の割引券「不動産パスポート」、新築時の割引券「建築
パスポート」を全員にプレゼント

※参加には事前予約が必要です（10月15日締切）。お申込はホームページで受け付
けています。

３ 参加費 昼食費　1,500円（ご自宅から集合場所までの往復交通費は参加者負担です）

参加募集 茅野市

秋の移住者交流BBQと物件見学ツアー

　信州八ヶ岳・茅野市（ちのし）への移住を検討されている方を対象に市内の生活環境等についてご
案内しながら、土地、中古物件、賃貸物件などその時にあるおすすめ物件を見学できる人気の日帰り
ツアーです。
　さらに今回の昼食は、移住者交流コミュニティ「楽ちの倶楽部」主催のBBQ交流会に参加！先輩移
住者と交流するチャンスです。尖石縄文考古館周辺に広がる縄文の森散策も楽しめます。
　八ヶ岳の裾野に広がる茅野市で実り豊かな秋の空気を感じ、移住生活に向けての一歩を踏み出し
ませんか。

１０月２１日（土）　10時集合～17時解散

茅野市内（集合場所：茅野市役所）

●  
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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] 長野電鉄長野線 「湯田中駅」よりバスで約10分（会場まで）

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/kankou-event.html

（E-ｍａｉｌ) kanko@town.yamanouchi.lg.jp

〒381-0498長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
0269-33-1107 0269-33-1104

参加募集 山ノ内町

山ノ内町観光大使「三遊亭円楽」師匠の名を冠したゲートボール大会を開催します。
円楽一門チームとの真剣勝負と寄席の集いをお楽しみください。

１０月２４日（火）～２５日（水）　

ゲートボール大会：山ノ内町やまびこ広場

山ノ内町観光大使杯 三遊亭円楽ゲートボール大会実行委員会事務局（山ノ内町観光商工課内）

     第5回山ノ内町観光大使杯 三遊亭円楽ゲートボール大会

■山ノ内町に宿泊するお客様限定です。
   ◇ゲートボール大会：  8時開始
 　◇寄　席　の　集　い：19時開始
※開始時刻は変更になる場合があります。

≪参加申込み≫
◆申込み方法：実行委員会事務局にお問合せいただくか、URLより参加申込書を
　 プリントアウトし、必要事項をご記入の上、参加料を添えて事務局へ郵送での
　 申込みとなります。
◆申込み先：山ノ内町観光大使杯三遊亭円楽ゲートボール大会実行委員会事務局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山ノ内町役場観光商工課内）まで

山ノ内町観光大使杯 三遊亭円楽ゲートボール大会実行委員会

上信越自動車道 「信州中野IC」から約15分（会場まで）

寄席の集い：山ノ内町文化センター

[参加費] 1チーム：5,000円 (宿泊費は別途必要)

●  
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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] JR 「豊科駅」下車タクシーで約15分　　

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.azumino-e-tabi.net

（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03.plala.or.jp

一般社団法人　安曇野市観光協会

長野自動車道「安曇野IC」から約20分　

2,000円

一般社団法人　安曇野市観光協会
〒 399-8303 長野県安曇野市穂高5952-3
0263-82-3133 0263-87-9361

参加募集 安曇野市

美味しい林檎ナポリタンの作り方講座

　安曇野産のりんごは、果肉が引き締まっていてとても甘いと評判です。そんな安曇野産りんごを使っ
て、オリジナルの「林檎ナポリタン」を作ってみませんか？
　酸味と甘みの絶妙なハーモニーが楽しめ安曇野の恵みを感じる一品が出来上がります。

１１月１９日（日)　9時～12時

堀金公民館調理実習棟

【日程】
堀金公民館調理実習棟9：00集合⇒林檎ナポリタンの説明⇒調理開始⇒
試食⇒解散12：00

■募集人員：30名（最少催行人員10名）
■申込み期限：11月14日（火）
■参加費含まれるもの：材料費、資料代、保険代含む

●  
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１ 日　時

２ 会　場

３ 入館料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

「富士見駅」よりタクシー約15分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

中央自動車道「諏訪南IC」から7km、「小淵沢IC」から14km

大人（高校生以上）510円、小中学生250円

美術館 原村

山室眞二のじゃがいもデ版画展

１０月７日（土)～１１月２６日（日）　　9時～17時　（最終入館16時30分）

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

　版画家の山室眞二は、いも版画ならではのしっとりとした質感とその手軽さに魅了されて、30年以上
に渡ってじゃがいもで版画を制作してきました。
　八ヶ岳をはじめ全国各地の山々を訪ねてきた経験を生かして生まれる山岳と高山植物や蝶、鳥など
をモチーフにした小さくも美しい「いも版画」は、淡くやわらかな質感と明瞭なモチーフとの調和が魅力
です。宝石のようなこれら作品の数々を展示します。また挿画や装幀をはじめ、いも版画をあしらった
数々の貴重な創作本や装幀の仕事も多数展示いたします。
　掌ほどの大きさの紙片の中に広がる、山室眞二の豊かな世界をこの機会にご覧ください。

http://www.lcv.ne.jp/~yatsubi1

yatsubi1@po19.lcv.ne.jp

JR中央線「茅野駅」よりバスまたはタクシーで25～60分、

※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。

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）
〒391-0115　諏訪郡原村17217-1611　

0266-74-27010266-74-2701

▼展示内容
・山室眞二のいも版画作品約80点、挿画／装幀本、創作本など約10点を展示。
・山室眞二の展覧会を美術館で開催するのは初めてとなります。

▼会期中イベント
ワークショップ「山室眞二のいも版画教室」
日時：①10月14日（土）14:00～16:00　②11月12日（日）14:00～16:00
内容：山室眞二さんの下絵をもとに、一緒にいも版画を作ります。
講師：山室眞二
定員：各回15名　※要予約
参加料：1,000円（入館料別途）

●  



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] JR大糸線「豊科駅」または「穂高駅」よりタクシーで約15分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区

【9/30・10/1 無料入園日】
◎アウトドアマーケット＆展示
◎バンジートランポリン＆ウォーターボール＆エアスライダー
◎スラックライン教室＆デモンストレーション（無料）
◎ハンモックリフレ　アウトドアマッサージ教室
◎エアホイール体験試乗会
◎ラジコン遊び（無料）
◎パークヨガ教室（無料）
◎レザークラフト、ネイチャークラフト体験
【10/7～9】
◎ツリーイング教室・T－１グランプリ
◎チェーンソーカービング実演＆体験
◎ふれあい動物園(無料)

http://www.azumino-koen.jp
https://www.azumino-koen.jp/contact/form.php?to=park

アルプスあづみの公園　堀金・穂高　管理センター
〒　399-8295　長野県安曇野市堀金烏川33-4
0263-71-5511 0263-71-5512

長野自動車道「安曇野IC」から車で約20分

駐車場1000台(無料)

大人410円　65歳以上210円　小中学生80円　幼児無料　9/30・10/1は無料入園日

イベント 安曇野市

Outdoor park

　コスモスが咲き誇る園内において、昨年好評であったアウトレットマーケットを拡大するとともにアク
ティビティイベントの充実を図った、アウトドアを思いっきり楽しめるイベントを開催！
　また「ロープで木登り　ツリーイング体験」に協力いただいているツリーマスタークライミングアカデミー
の全国大会を一般来園者参加型で開催。
　期間中は、全国会員から持ち寄られた様々なワークショップイベントをはじめ、会員の技量を競うデ
モンストレーション等も！

９月３０日（土)～１０月９日（月）の土日祝　9時半～17時

国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区

●  
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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] JR 小海線「八千穂駅」下車

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://yachiho-kogen.jp/

（E-ｍａｉｌ) kankou@town.sakuho.nagano.jp

無料（一部有料）

佐久穂町役場産業振興課
〒384-0798 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑164
0267-88-3956 0267-88-3958

●イベント概要
　　１１：００　開会
　　１１：３０～１６：００
　　　　　　　歩行者天国
　　　　　　　ステージイベント・1日駅長・特産品販売開始・ミニＳＬ・フワフワ・酒蔵開放
　　　　　　　コノマチ展示・大栄建設お客様感謝祭
　　　　　　　１２：００～１２：４０　たかとんぼ無料コンサートその1
　　　　　　　１３：００～１３：４０　たかとんぼ無料コンサートその2
　　　　　　　１４：００～１４：４５　美術館有料コンサート（一般1,000円・大学生以下５００円）
　　１６：００　小さなジャズフェスティバル（メインコンサート）茂来館メリアホール
　　　　　　　一般３,000円 大学生以下２０００円（前売 一般２５００円 大学生以下１５００円）

南佐久小海線まつりｉｎ佐久穂実行委員会

上信越自動車道「佐久南IC」から約２５分　

イベント 佐久穂町

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。
　今年は佐久穂町八千穂駅周辺で開催します。
　古き良きまちなみの残る八千穂駅前で、まちなみや小海線の歴史など照会、ミニＳＬの運行や南佐久特産
品出店など、子どもから大人まで楽しんでいただけイベントです。
　黒澤酒造「酒蔵開放」やジャズフェスティバルとも共催。茂来館メリアホールでメインコンサートも予定されて
います。

１０月１日（日)　　１１時～１６時

ＪＲ小海線「八千穂駅」周辺

●  



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] JR「長野駅」から専用シャトルバスで75分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/norin/serapi.html

（E-ｍａｉｌ) kouchi-rinmu@town.yamanouchi.lg.jp

イベント 山ノ内町

医師と歩く森林セラピーロードin奥志賀高原

紅葉が美しい白樺やブナ林の森林セラピーロードを、医師とガイドと一緒に歩きます。
志賀高原ユネスコエコパークの雄大な自然に癒され、日々の疲れやストレスを解消してみませんか。

１０月７日（土）～８日（日）

奥志賀高原　白樺苑路コース/紅葉フェスタ会場

3,000円（昼食付）

山ノ内町農林課
〒381-0498長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
0269-33-3112 0269-33-1104

秋の紅葉が美しい奥志賀高原の森林セラピーロードを、医師・ガイドと共にのんびり散策しま
す。（医師によるストレスチェックがあります）
◆10月7日（土）　奥志賀高原星空観察会
　　　　　　　　　　　15:00～21:30(長野駅東口集合～観察会終了まで）
◆10月8日（日）　医師と歩く森林セラピーロード（奥志賀高原　白樺苑路コース）
　　　　　　　　　　　10:00～16:00（奥志賀高原集合～長野駅東口解散まで）
両日ともに、医師・ガイドが同行します。
【参加申込先】申込書をURLよりプリントアウトし、山ノ内町農林課まで郵送またはFAXにてお申
し込み下さい。
山ノ内町農林課（〒381-0498　山ノ内町大字平穏3352-1　FAX:0269-33-1104）
【申込締切】 9月29日（金）必着
【募集定員】 30名
同日に奥志賀高原にて開催する「奥志賀高原紅葉フェスタ」もご参加いただけます。
また、前日からお泊りのお客様を対象に「奥志賀高原星空観察会」を開催しますので、ご宿泊
のうえご参加ください。
◇宿泊希望の方には、特別プランをご用意しております。
（申込書にあります宿泊施設のみ）
　ご予約の際は、「医師と歩く森林セラピーロード」に参加であることをお伝えください。

INFOM（International Society of Nature and Forest Medicibe：森林医学国際学会）

上信越自動車道「信州中野IC」から60分

●  
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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） http://inashi-kankoukyoukai.jp/

（E-ｍａｉｌ) t-knk@inacity.jp

中央道「伊那IC」から約30分

JR飯田線「伊那市駅」下車バスで約25分

高遠「しんわの丘ローズガーデン」

高遠「しんわの丘ローズガーデン」秋のバラ祭り実行委員会

（ペット入園可：リードを1m程度に短くし、フンは飼い主の責任で始末をお願いいたします）

無料

▼麓のバラ茶屋（１０時～１５時）
▼バラの育て方なんでも相談など
イベント内容は変更になることがあります。

「高遠駅」下車徒歩約15分

0265-94-3697

イベント 伊那市

高遠「しんわの丘ローズガーデン」秋のバラ祭り

　高遠「しんわの丘ローズガーデン」は遠くに中央アルプス、眼下に高遠町の街並みを望む自然と調
和した公園です。休憩施設と展望デッキをそなえ、スロープもありますので車イスでも散策が楽しめま
す。
　秋のバラは、小ぶりながら色鮮やかに咲くのが特徴で、園内は初夏とはひと味違った落ち着いた雰
囲気に包まれます。
　澄み切った秋空の下、華麗に咲くバラと、その香りに包まれながら散策をお楽しみください。

１０月７日（土)～９日（月・祝）　　９時～１６時

高遠「しんわの丘ローズガーデン」秋のバラ祭り実行委員会事務局
〒　396-0211　長野県伊那市高遠町西高遠１８０６ 
0265-94-2556 ●



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] JR中央西線「藪原駅」より徒歩10分　　

（中山道薮原宿周辺　木祖村役場前）

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.vill.kiso.nagano.jp/kankou/index.html

（E-ｍａｉｌ) yabuhara-event@kisomura.com

中央道「伊那IC」から国道３６１号、１９号経由　約30分

やぶはら高原イベント実行委員会
〒 399-6201　長野県木曽郡木祖村薮原1191-1（役場商工観光課内）

　0264-36-2766 0264-36-3344

イベント 木祖村

第３１回全国日曜画家展中部日本展

　今年で31回目を迎える画家展です。関東・東海地区を中心に全国の日曜画家の作品がここ信州木
祖村に集まります。今年も第1回からの特賞、知事賞の展示を同時開催予定！
　木祖村の紅葉とともに秋の芸術作品を楽しみにお出かけ下さい。

１０月７日（土）～１５日（日）　9時～17時　※最終日は9時～16時

木祖村社会体育館（長野県木曽郡木祖村薮原1191-1）

全国の日曜画家の方の作品展覧会です。今年も長野県知事賞、木祖村長賞をはじ
め、新聞社、テレビ放送会社・企業を含む多くの賞の作品が展示されます。
また、第１回からの歴代特賞、知事賞を展示予定！！
木曽美術会の展覧会も同時開催します！
7日には審査員の先生によるギャラリートークを開催します（参加費無料）
木曽の紅葉を楽しみながら、絵画展へお出かけして秋の芸術に触れてみてはいかが
でしょうか。

やぶはら高原イベント実行委員会

長野道「塩尻IC」から国道１９号経由　約40分　

無料

●  

http://www.vill.kiso.nagano.jp/kankou/index.html
mailto:yabuhara-event@kisomura.com


１ 日　時

２ 参加店舗

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） www.facebook.com/azumino.yasai.sweets

（E-ｍａｉｌ) kankokoryu@city.azumino.nagano.jp

安曇野やさいスイーツプロジェクト

長野道「安曇野ＩＣ」から安曇野市内各店舗へ

彩香、あづみ野バザール若松屋、小柴屋、サロン・ド・テ フルーヴ、サントゥール　ム
ラカミ、シフォン、トリアノン、㈲松月堂、ベーカリーハウスノジリ、ホテルアンビエント安
曇野、丸山菓子舗、あったカフェ（新規）、国営アルプスあづみの公園＆かえでの家
（新規）、Dining　Bar　Sow（新規）　計１４店舗

安曇野市　商工観光部　観光交流促進課

ＪＲ大糸線「豊科駅・穂高駅」　他各駅下車、又は

ＪＲ篠ノ井線　「田沢駅・明科駅」下車

〒399-8281　長野県安曇野市豊科6000番地
0263-71-2000 0263-72-1340

イベント 安曇野市

第8回安曇野やさいスイーツフェア

　安曇野市内の菓子店やホテルでつくる「安曇野やさいスイーツプロジェクト」。
　第8回となる「安曇野やさいスイーツフェア」を今年も10月7日（土）～11月5日(日）に開催します。
　今年のテーマは「安曇野産ニンジン」！！また、フェアの前日の10月6日に安曇野市役所１階にある
「あったカフェ」とのコラボイベントで特別先行販売も計画しています。
　今年の秋も安曇野やさいスイーツで楽しみましょう。

１０月７日（土)～１１月５日（日）　　※営業時間は各店舗によって異なります。

●市内の各店舗で、安曇野産野菜を使ったスイーツを期間限定で販売します。
●シールラリーの開催
期間中、参加店シールラリーを開催し、全14店を完走した方には加盟店で使える商
品券を抽選でプレゼントします。

【フェア前日イベント】
・日時：１０月６日（金）14：00～18：30
・場所：安曇野市役所　１階　「あったカフェ」
　あったカフェと安曇野やさいスイーツプロジェクトの相互ＰＲを目的にやさいスイーツ
の特別先行販売を行います。

●  

http://www.facebook.com/azumino.yasai.sweets
mailto:kankokoryu@city.azumino.nagano.jp


１ 日　時

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「伊那IC」から約４５分

[列車で] JR「伊那市駅」よりタクシー約４０分（美和湖公園）

お問合わせ先

（住 所） 〒396-0402伊那市長谷溝口1394番地
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

http://inashi-kankoukyoukai.jp/

ikk@ikk.inacity.jp

0265-98-3130 0265-98-2029

伊那市長谷総合支所高遠長谷商工観光課内
南アルプスふるさと祭り実行委員会

12:00～　　子ども神輿　　　　　　　　　　　　　　　　　16:45～　　お宝抽選会（ビンゴ）
12:４５～　　チアリーディングダンス　　　　　　　　 　17:30～　　長谷太鼓
13:15～　　消防団音楽隊演奏　　　　　　　　　　　　18:00～　　花火大会
14:20～　　ざんざ節・きんにょんにょ節
14:45～　　南アルプス太鼓
15:15～　　南海子マジックショー
15:50～　　『讃歌－はせ』披露
16:05～　　よさこい音頭
16:25～　　ふるさとはせコンサート

第34回南アルプスふるさと祭り実行委員会

無料

イベント 伊那市

第34回　南アルプスふるさと祭り

　南アルプスふるさと祭りでは地域の特色を生かし、「食」をメインにした祭りを開催します。商工会提
供による長谷鍋（猪鍋）、ローメン、そば、イワナや地場特産品を販売します。
　また、地元小学生による『讃歌―長谷』、中学生による南アルプス太鼓を披露し、大変賑やかな祭り
です。
　夜は毎年好評をいただいている花火大会を開催します。美和の湖にこだまする迫力ある花火をぜひ
お楽しみください。

１０月８日（日）　　１２時～１９時　

美和湖公園（伊那市長谷黒河内）

●  

http://inashi-kankoukyoukai.jp/
mailto:ikk@ikk.inacity.jp


１ 日　時

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「伊那IC」から国道３６１号、１9号経由約４０分

[電車で] ｊR中央西線「藪原駅」で下車の後、タクシーで１５分

またはバスで26分
（9:30発　9:56着）

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.vill.kiso.nagano.jp/kankou/index.html

（E-ｍａｉｌ) kankou@kisomura.com

イベント 木祖村

木祖村秋の収穫祭（こだまの森秋の感謝祭）

　木祖村の秋の味覚がこだまの森に大集合！
　当日は地元野菜の販売、キノコ汁の無料配布のほかに木工体験など田舎らしいイベントです！！
　ぜひ木祖村の秋を楽しみにお出かけ下さい。

１０月８日（日)　　１０時～１５時

こだまの森　（長野県木曽郡木祖村小木曽3362）

こだまの森

長野自動車道「塩尻IC」から国道１９号経由　約50分　

駐車場　無料　

木祖村役場商工観光課
〒399-6201 長野県木曽郡木祖村薮原1191-1
　0264-36-2001 0264-36-3344

木祖村で採れたおいしい野菜がこだまの森に大集合！
当日振舞われるキノコ汁は大人気です！！
また木の実をつかった笛作りや、丸太切り木工体験を開催予定！
その他にも、「うんてい選手権」や今年初となる「施設全体を使った宝探しゲーム」を
開催予定！！
田舎らしい秋の木祖村を楽しみにお出かけ下さい。

●  

http://www.vill.kiso.nagano.jp/kankou/index.html
mailto:kankou@kisomura.com


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） http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/

（E-ｍａｉｌ) shokan@vill.kijimadaira.lg.jp

　0269-82-3111 0269-82-4121

上信越自動車道「豊田飯山IC」から道の駅FARMUS木島平まで約15分
木島平やまびこの丘公園まで約25分

JR「飯山駅」よりタクシーで道の駅FARMUSまで約10分
木島平やまびこの丘公園まで約20分

イベント 木島平村

　La Festa Mille Miglia 2017は約1,200kmに及ぶ一般道を舞台とするクラッシックカーの大会です。21
回目となる今大会は10月13日から10月16日の4日間で行われ、木島平村には10月14日に通過、パ
フォーマンスなどを行います。約110台の車両が走行し、堺正章さんら著名人も多数参加予定。
　木島平村では道の駅FARMUS木島平に全車両が集合した後、木島平やまびこの丘公園で走行パ
フォーマンスを行う予定です。

１０月１４日（土)　　１1時40分～14時30分

道の駅FARMUS木島平、木島平やまびこの丘公園

〒389-2392長野県下高井郡木島平村大字往郷973-1
木島平村産業課商工観光係

クラシックカーイベント

La Festa Mille Miglia 2017

●11:40～道の駅FARMUS木島平にクラシックカー全車集合
●12：30～木島平やまびこの丘公園にてパフォーマンス走行

株式会社フォルツァ

無料

●  

http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/
mailto:shokan@vill.kijimadaira.lg.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] 「伊那松島駅」よりタクシーで15分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.minowa-town.jp/もみじ湖/

（E-ｍａｉｌ) kankou@town.minowa.lg.jp

駐車場　無料(末広広場内・竹の尾前にあり）

イベント 箕輪町

もみじ湖ライトアップ

　もみじの回廊を幻想的に照らし出す「もみじ湖ライトアップ」。
　清流と湖畔を染める、1万本のもみじが楽しめるもみじ湖の近くの末広広場周辺で、もみじの並木道
をライトアップします。夜空と紅葉の競演をぜひご覧ください。

　ライトアップ鑑賞後は、もみじ湖下の樽尾沢キャンプ場で一泊したり、美人の湯として知られるみのわ
温泉「ながたの湯」でポカポカ、お肌すべすべになりましょう。

１０月１４日（土）～１１月１２日（日）　日没～午後９時　（＊予定）　 

もみじ湖　末広広場

箕輪町観光協会 
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪10298　箕輪町役場内

0265-79-3111（内線157） 0265-79-0230

＊夜間の冷え込みが予想されます。暖かい服装でお越しください。

昼間を中心に地元のお土産や農産物を販売する売店の出店が予定されている。

もみじ湖ライトアップ

もみじ湖の近くの末広広場で、ライトアップしたもみじの並木道を散策できます。

箕輪町観光協会

「伊北IC」から車で20分

●

https://www.minowa-town.jp/もみじ湖/
mailto:kankou@town.minowa.lg.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] JR 「小海駅」より町営バス松原湖高原線で約15分「スケートセンター入口」下車

JR「小海駅」よりタクシーで約10分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.koumi-town.jp

（E-ｍａｉｌ) kankouka@koumi-town.jp

0267-92-2525 0267-92-4335

イベント 小海町

小海町紅葉ウォーク

　松原湖（標高1,123ｍ）とは猪名湖、大月湖、長湖の総称。満々と水をたたえる神秘的な湖は赤松、
白樺など美しい樹林に抱かれています。
　松原湖高原の秋の美しい紅葉のなかで自然を満喫できる健康ウォークに参加してみませんか。主会
場は松原湖高原、参加費は1,000円、中学生以下は無料です。
　松原湖高原スケートセンターではお祭り広場も開催しています。
　当日受付参加も可能です。

１０月１５日（日)　９時～１５時

〒384-1192 長野県南佐久郡小海町大字豊里57-1

松原湖高原スケートセンター

小海町観光協会・小海町

1,000円　中学生以下無料

小海町産業建設課

中央自動車道「須玉IC」から約50分、「長坂IC」から約50分
中部横断自動車道「佐久南IC」から約40分

●イベント概要
Ａコース：松原湖と史跡めぐりの紅葉コース　８ｋｍ
Ｂコース：松原城跡コース　8ｋｍ
受付9時　出発式9時40分　出発10時　　雨天決行
●平成２９年１０月６日（金）までに参加料を添えて申し込みください。
当日受付参加も可能です。

駐車場：松原湖高原スケートセンター　　※スタート・ゴールは松原湖高原スケートセンターとなります。

●  

http://www.koumi-town.jp/
mailto:kankouka@koumi-town.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 料金

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「木曽平沢駅」より徒歩５分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ） http://shikki-shukuba.shiojiri.com

または中央自動車道「伊那ＩＣ」から約40分

木曽漆器工業協同組合

長野自動車道「塩尻IC」から約30分

※駐車場は木曽漆器館、楢川公民館、道の駅「木曽ならかわ」にご用意しております。

入場料無料（一部体験は有料）

・木曽漆器伝統工芸士会と木曽漆器生産者組合の出店
・木曽漆器館の無料開放
・スプーン研ぎ体験　※先着200名（参加費2，000円）お買い物券1000円分付
・テーブルウエアコーディネート
・箸の絵付け体験　※小学生限定 先着30名無料
・工房見学（木曽漆器の製造工程など）
・キノコ汁の振る舞い
・その他イベント開催予定！
※各種体験は、当日、木曽平沢中町の受付にてご予約ください。（事前予約なし）

木曽漆器工業協同組合
〒399-6302 長野県塩尻市木曽平沢2272-7
0264-34-2113

イベント 塩尻市

木曽漆器 体験まつり

　紅葉のシーズン！趣のある「まちなみ」で漆器と秋の味覚を楽しみませんか？今年も木曽平沢地区
で特産の漆器の売出しを始め、スプーン研ぎの漆体験、工房見学など、お一人でもご家族とでもお楽
しみいただける内容が盛りだくさんです。
　キノコ汁の振る舞い（無料）もあります！

１０月１５日（日）　９時～１６時

塩尻市木曽平沢地区

●  

http://shikki-shukuba.shiojiri.com/


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] JR 「飯山駅」よりタクシーで約15分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/

（E-ｍａｉｌ) shokan@vill.kijimadaira.lg.jp

イベント 木島平村

名瀑 幻の滝「樽滝」

　毎年２回しか姿を現せない「幻の滝」。木島平村のにはそう呼ばれている樽滝があります。高さ50mの
岩盤から落水する水しぶきと見事な紅葉のコントラストは圧巻の一言。　皆さんも是非体感してみてく
ださい。
　また樽滝から下ってすぐにある木島平村観光交流センターでは「たかやしろ振興会　樽滝まつり」が
行われ、名水火口そばや新米おにぎり、そばすいとん、きのこ汁の振る舞いや山菜おこわ、地元野菜
などの販売があり、地元の新鮮な農作物を楽しんでいただけます。

１０月２２日（日)　　８時３０分～１６時

木島平村　樽滝

上信越自動車道「豊田飯山IC」から約20分　

無料

●樽滝の放流
●たかやしろ振興会　樽滝まつり
名水火口そばや新米おにぎり、そばすいとん、きのこ汁の振る舞いや山菜おこわ、
地元野菜などの販売があります。

木島平村産業課商工観光係
〒389-2392 長野県下高井郡木島平村大字往郷973-1
　0269-82-3111 0269-82-4121

木島平村観光協会 ●  

http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/
mailto:shokan@vill.kijimadaira.lg.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] 長野電鉄「須坂駅」下車、バス10分、タクシー5分、徒歩20分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.city.suzaka.nagano.jp/enjoy/kankou/kikkaten/

（E-ｍａｉｌ) syogyokanko@city.suzaka.nagano.jp

イベント 須坂市

第30回 信州須坂大菊花展　菊まつり

　須坂の秋の風物詩であり、秋を彩る恒例イベント！
　今年で第30回を迎える信州須坂大菊花展を開催いたします。
　大作り菊や懸崖作りなど、500鉢余りの見事な菊が会場を埋め尽くし、圧倒的な菊庭園やユニークな
造形菊に目を奪われてしまいます。
　丹精こめて育てられた菊をご覧ください。大勢の皆様のお越しをお待ちしております。

１０月２５日（水)～１１月１２日（日）　　正午～

臥竜公園特設菊花展会場

信州須坂大菊花展実行委員会（事務局）商業観光課
〒382-0077 長野県須坂市大字須坂1295‐1 シルキービル2階

026－248-9005　 026－248-9041

信州須坂大菊花展の造形種は県内最大級！

【出展作品（予定）】
〇福助菊（頭でっかちの福助を連想させる菊）
〇懸崖菊（崖から滝が流れ落ちるように仕立てる）
〇千輪咲き（1株の苗を何回か摘心し、100～500個の花が咲く）
〇大作り菊（1株から数十本の大輪の花が咲く）
〇9鉢花壇（9鉢すべて異なる品種で構成された花壇）など

信州須坂大菊花展実行委員会（事務局）商業観光課

上信越自動車道「須坂長野東IC」より約10分

●  

http://www.city.suzaka.nagano.jp/enjoy/kankou/kikkaten/
mailto:syogyokanko@city.suzaka.nagano.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] JR 「小海駅」より町営バス松原湖高原線で約20分「小海リエックス」下車

JR「小海駅」よりタクシーで約15分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.koumi-town.jp

（E-ｍａｉｌ) kankouka@koumi-town.jp

中央自動車道「須玉IC」から約50分、「長坂IC」から約50分
中部横断自動車道「佐久南IC」から約40分

小海町産業建設課
〒384-1192 長野県南佐久郡小海町大字豊里57-1
0267-92-2525 0267-92-4335

　星が美しい、自然が豊か、命の輝きがある。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。星空ウォッチングには最高の環境です。
　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と地元音楽家による高
原ミニコンサート、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　　駐車場：小海リエックス駐車場

無料（一部の講座で有料あり）

小海星フェス実行委員会・小海町観光協会・小海町

イベント 小海町

北八ヶ岳・小海 星と自然のフェスタ2017

１０月２８日（土) １０時から２９日（日）１５時まで

●イベント概要
・飯島裕氏、田中千秋氏、田中雅美氏による講座
・カメラ・望遠鏡など出展企業による無料講習会と最新機材の展示・撮影会、アウト
レット品の販売。
・早朝ウォーキングで野鳥観察と撮影会。昼間はプロと一緒に誰でも参加可能自然
風景写真撮影会。
・地元食材提供の飲食ブース、高原野菜出張販売など多彩なプログラム。
・両日開催、豪華景品つきのお楽しみ大抽選会、フィナーレは全員参加大じゃんけ
ん大会。

●  

http://www.koumi-town.jp/
mailto:kankouka@koumi-town.jp


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）
（E-ｍａｉｌ) sangyousinkou@town.iijima.lg.jp

中央道「駒ヶ根IC」から20分

イベント 飯島町

第６回　いいちゃん産業祭り

１０月２８日（土）9時～16時、２９日（日）9時～15時

　飯島町の魅力を町内外に発信する一大イベントとして、例年行われている「いいちゃん産業祭り」が
今年も開催されます。斑鳩町・鳥羽市・観光協会による物産展のほか、例年大人気のスタンプラリー
も行います。楽しい企画が盛り沢山ですので、ぜひご来場ください。

0265-86-3111
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地

ＪＡ上伊那飯島支所、飯島町商工会周辺

スタンプラリー
演芸大会
農産物品評会
資材・販売コーナー
自動車展示販売会
体験コーナー
フリーマーケット　　ほか

0265-86-6781

中央道「松川IC」から20分
ＪＲ飯田線「飯島駅」下車タクシー3分

飯島町産業振興課商工観光係

● 

mailto:sangyousinkou@town.iijima.lg.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR「長野駅」よりアルピコ交通バス「戸隠高原」行きで約60分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://sobamatsuri.com

（E-ｍａｉｌ) shokokai@s-togakushi.com

●前夜祭　10月30日(月)　16：30～　戸隠神社中社広庭
●戸隠蕎麦献納祭　10月31日(火)　9：00～
　・献納蕎麦　手打ち式　　・召立行列(新そば献納行列)　　・蕎麦献納式　など
●半ざる食べ歩き　10月31日（火)～11月24日(金)
　各店のそばを食べ比べるチャンス！「半ざる食べ歩き手形」(半ざる券4枚2000円)を
ご購入いただき、戸隠そば祭り協力店へご持参ください。期間中半ざるそば（3ボッ
チ)をご用意しています。
※半ざる食べ歩き手形購入場所：実施そば店、長野市商工会戸隠支所、戸隠観光
案内センター、長野駅前アルピコ交通「戸隠フリーきっぷ」窓口

戸隠そば祭り実行委員会

上信越道「長野IC」から約60分または「信濃町IC」から約30分

戸隠そば祭り協力店（半ざる食べ歩き）

長野市商工会戸隠支所
〒381-4101 長野県長野市戸隠1484-2
026-254-2541 026-254-2166

イベント 長野市

戸隠そば祭り

日本三大そばのひとつに数えられる戸隠そば。
その歴史は古く、平安時代末期から栽培されていたといわれています。
戸隠蕎麦献納祭では厳かなそば打ちの儀式をご覧いただけます。
戸隠の歴史に触れながら、そばをご堪能ください。

１０月３０日（月)～１１月２４日（金）　　

戸隠神社中社（前夜祭・戸隠蕎麦献納祭）

●  

http://sobamatsuri.com/
mailto:shokokai@s-togakushi.com


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）
（ＵＲＬ） http://www.azumino-style.com/

（E-ｍａｉｌ) azumino.style2017@gmail.com

〒399-8302 長野県安曇野市穂高北穂高2293-1
090-5562-1009

イベント 安曇野市

安曇野スタイル２０１７

　安曇野（安曇野市・池田町・松川村）にはモノづくりや文化的活動を行っている人たちがたくさん暮し
ており、その活動を支える催しや文化施設なども多数点在しています。
　安曇野に暮らす個性豊かな「人」が集まることによって成り立つ安曇野スタイルもその活動を支える
一つです。１３回目の今年も安曇野の魅力を伝えるべく、多くの文化人が参加しております。
　安曇野を巡り、人に出会い、日々を素敵に彩るひとときを見つけに、是非「安曇野スタイル2017」へ
お出かけください。

１１月２日（木)～５日（日）　　※時間は会場ごとに異なります。

安曇野スタイル２０１７運営委員会

（回遊型の催しの為、会場数は複数に及びます）

無料会場が多いですが、一部有料の会場もあります。

新宿駅　  → 松本駅まで、約2時間30分（特急スーパーあずさ）
名古屋駅 → 松本駅まで、約2時間（ 特急しなの ）
松本駅からは、JR大糸線・篠ノ井線にて目的地周辺駅で下車
（下車する駅の目安として、大糸線は 豊科駅・穂高駅・信濃松川駅）

「安曇野スタイル」とは、地図を片手に、ひと・もの巡り
安曇野スタイルは４日間の期間中、会場を自由に巡る回遊型の催しです。「計画を立てて巡る」、「訪ね
た会場で次のおすすめ会場を教えてもらう」、「安曇野散策をしながら気ままに巡る」など、あなたのスタイ
ルで自由に安曇野をお楽しみください。

【内容】
▼特別展示▼工房公開▼ワークショップ
▼子供向けの企画など各会場個性豊かな催しが盛りだくさん！

※場所や時間等の詳細につきましては、安曇野スタイルホームページまたは安曇野市観光情報セン
ターや各会場で配布している「公式ガイドマップ」をご覧ください。

安曇野（安曇野市・池田町・松川村）

安曇野スタイルネットワーク
中央自動車道 → 「岡谷JCT」経由 →長野自動車道 「安曇野 ＩC」下車

●  

http://www.azumino-style.com/
mailto:azumino.style2017@gmail.com


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] JR 「信濃大町駅」より徒歩10分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ）
（エントリー）

一般３，０００円/1名、大学生以下１，０００円/1名

集合場所:大町商工会議所

イベント 大町市

第2回OMACHIロゲイニング

　ロゲイニングとはスタート直前に配られる地図を見て、決められた地点（コントロールと言います）を巡
るイベント（競技）です。
　本気で高得点を目指すアスリートから、家族や仲間で楽しくワイワイ大町市内を散策がてらに楽しも
うという方まで、皆様に楽しんでもらえる地図読みイベント（競技）です。

１１月３日（金)　１０時～１６時３０分

ロゲイニングとは！？
１．スタート直前に配られる地図を見て、決められた地点（コントロールと言います）をどのように巡るかを
チーム（またはソロ）で作戦会議！
２．コントロールには点数が決められていて、制限時間内（５時間or３時間）により多くの得点を目指しま
す。
３．本気で高得点を目指すアスリートから、家族や仲間で楽しくワイワイ大町市内を散策がてらロゲイニン
グを楽しもうという方まで、皆様に楽しんでもらえるイベント（競技）です。
【競技】
ロゲイニング　制限時間：３時間、５時間
【参加資格】
・16歳以上の健康な男女で、大会規約に同意いただける方
・家族チームに限り、小中学生が参加できます。
・家族チーム/（男女）混合チーム/女子チーム/男子チーム/男女ソロで参加できます。
【タイムスケジュール】
8:30　ロゲイニング5時間　受付開始
9:30　ロゲイング5時間　競技説明
10:00　ロゲイニング5時間　スタート
15:00　ロゲイニング　フィニッシュ
16:00　ロゲイニング　表彰式
16:30　閉会

事前エントリーが必要です。
https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/71100

https://omachi-rogaining.jimdo.com/


https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/71100

大町市観光協会（OMACHIロゲイニング専用デスク／担当・木村）
 長野県大町市大町3200
　050-3555-4906

大町市イベント実行委員会

長野自動車道「安曇野IC」から約40分　

11:00 ロゲイニング3時間 受付開始 

11:30 ロゲイング3時間 競技説明 

12:00 ロゲイニング3時間 スタート 

●  

https://omachi-rogaining.jimdo.com/


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

※臨時駐車場より無料シャトルバスをご利用ください。

[列車で] JR大糸線「穂高駅」より徒歩3分　　

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://soba.azumino.biz/

信州安曇野「新そばと食の感謝祭」実行委員会

長野自動車道「安曇野IC」から約20分　

※このお祭りはそばをメインとして提供するイベントです。そばアレルギーの方はご注意くださ
い。

安曇野市商工会
〒 長野県安曇野市豊科4289-1
0263-87-9750 0263-72-8491

・新そば販売（全店共通メニュー　もりそば500円）
・地元産食材を使った感謝祭特製「信州サーモン丼」、「安曇野林檎ナポリタン」限定
販売
・野菜スイーツの限定販売（今年のテーマはにんじん）
・近隣商工会、地産食材等を使用した食品、加工品の販売
・地元農家、農業関係団体、友好都市、地元高校、大学などによる物産販売
・地酒飲み比べ有料試飲会
・駅前通りは軽トラ市・キッチンカーによるグルメストリートとマルシェ
・４日（土）SBCラジオ「ともラジ」生放送12:00～14:00
・安曇野産米、リンゴなどが当たる抽選付スタンプラリーの開催
・安曇野の極上食材を競り落とす　「せり市」　体験
・各種ステージイベント　　　　etc

イベント 安曇野市

　極上の安曇野を味わう。香り高き新そばをおろしたてワサビで楽しむ。
　豊かな大地と清らかな安曇野の水が育てた、米・リンゴ・野菜・地酒・おやき・スイーツなど「美味しい
安曇野」が大集合。
　合わせて友好都市の産物も大集合。

１１月４日（土)、５日（日）　　１０時～１６時

穂高神社特設会場（北・南神苑及びその周辺）

●  

http://soba.azumino.biz/


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線「信濃大町駅」よりタクシーで10分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ） http://www.sinmeigu.jp/

イベント 大町市

仁科神明宮新嘗祭

　農作物の恵みに感謝する式典です。
　「新嘗（にいなめ）」とは、その年収穫された新しい穀物のことをいい、舞を奉納し、収穫をお祝いする
祭祀のことです。

１１月２３日（木・祝）　　浦安の舞　13時頃から

国宝仁科神明宮

仁科神明宮社務所
〒398-0003　大町市社1159
0261-62-9168　

毎年１１月２３日に新嘗祭（にいなめさい）が行われます。
新嘗祭はその年の収穫祭にあたり、農作物の収穫に感謝する行事です。
仁科神明宮の厳粛な中にも穏やかな雰囲気の中で行われます。
地区の女の子が披露する浦安の舞もまた必見です。

国宝仁科神明宮

長野自動車道「安曇野IC」から車で30分　

●  

http://www.sinmeigu.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] JR長野駅東口より徒歩20分、またはシャトルバスで約10分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.nagano-cci.or.jp/ebisukou/

（E-ｍａｉｌ) ebisukou@nagano-cci.or.jp

長野商工会議所

長野市　長野大橋西側・犀川第2緑地

●打上げ数　12,000発以上
●全国十号玉新作花火コンテスト
●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」
●八号玉100連発特大ワイドスターマイン　　など

長野えびす講のイベント
　〈西宮神社〉　奉納江戸里神楽　11月18～20日、宵えびす　11月19日
　　　　　　　　　 本えびす(例大祭）　11月20日
　〈キャラクターショー〉　11月23日

3箇所)からシャトルバスをご利用ください。

長野商工会議所・長野商店会連合会

上信越道「長野IC」から約15分　※会場周辺に駐車場はございません。

無料（有料観覧席あり・詳しくは長野えびす講煙火大会HPをご覧ください）

　026-227-2428 026-227-2758

無料臨時駐車場(長野地方卸売市場・真島臨時駐車場・エムウェーブの

片道大人400円・小人200円　※16～20時会場周辺は交通規制があります。

〒380-0904 長野市七瀬中町276

イベント 長野市

第112回長野えびす講煙火大会

長野えびす講煙火大会は、全国でも珍しい晩秋の花火大会です。
絢爛豪華な花火が秋の澄んだ夜空を彩ります。
夏とは違った雰囲気の花火をお楽しみください。

１１月２３日（木・祝)　18時打上げ開始　（雨天決行）

●  

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


１ 日　時

２ 内　容

「ゆるキャラ®グランプリ2017」
アルクマを応援してください！

１１月１０日（金）18時まで

≪ID登録の方法≫　※メールアドレスごとに「投票ID」の登録が可能です。
８月１日（火）１０時から11月10日（金）までの投票期間中、１アドレスにつき１日１回の
投票が可能です。
投票を行うためには、最初だけ簡単なID登録が必要です。

①「アルクマ」のページ

http://www.yurugp.jp/vote/detail.php?id=00000357 へ

②「私はロボットではありません」をクリックし、画像を選択

③IDで投票するをクリック

④ログイン画面中段の「登録がお済みでない方はこちら」をクリック

⑤登録したメールアドレスあてに届いたメールに書かれているURLをクリック

⑥ID登録画面でパスワードの設定をする
　
ご家族、ご友人にもぜひお声掛けいただきいますようお願いいたします。
皆さまの投票で、目指せ「アルクマ」上位進出！！

ゆるキャラグランプリオフィシャルウェブサイト
http://www.yurugp.jp/

１１月１０日（金）18時まで

投票を! 

 ⓒ長野県アルクマ 

長野県PRキャラクター「アルクマ」 




