
開催日・期間 開催地

1Ｐ 6月2日～4日 塩尻市

2Ｐ 7月1日～ 野沢温泉村

3P 5月4日 安曇野市

4P 5月5日 須坂市

5P 5月20日 須坂市

6P 5月20日 茅野市
7P 5月24日 高山村

8P 4月28～30日 山ノ内町

9P 4月21日～8月29日 須坂市

信州高山ヒルクライムチャレンジ2017

春の思いっきり物件見学ツアー

　▼「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）

山国信州と世界の高山「山岳地方の民俗人形たち」

掲載ページ

「宮城第1発電所」特別見学と「有明山神社 格天井絵」特別拝観

野沢温泉スポーツ公園オープン

信州・志賀高原から始まる
市川海老蔵「いのちを守る森」づくり＝ＡＢＭＯＲＩ ２０１７ＰＲイベン
ト

第50回木曽漆器祭・奈良井宿場祭

「こどもの日」親子スイーツ食べ歩きウォーク(和＆洋)

米子大瀑布 ガイドウォーク

月号 ５ 

   
２０１７年４月１８日 

アルクマ便り 

記者発表 

美術館(博物館）  

参加募集 

首都圏イベント  

 ⓒ長野県アルクマ 

長野県PRキャラクター「アルクマ」 



開催日・期間 開催地

10P 4月22日～5月21日 安曇野市

11P 4月23日 箕輪町

12P 5月3～5日 飯山市

13P 5月3日～10月 長野市

14P 5月4日 安曇野市

15P 5月14日 安曇野市

16P 5月20日 売木村

17P 5月20～21日 池田町

18P 5月27日 小川村

19P 6月3日・10～11日 木祖村

20P 6月4日～7月30日 大町市

21P 6月24～25日 伊那市

22P 7月29日 山ノ内町

北アルプス国際芸術祭2017　～食とアートの廻廊～

第５９回　長衛祭

信州・志賀高原から始まる
市川海老蔵「いのちを守る森づくり」=ABMORI

掲載ページ

第１０回いけだまち北アルプス展望ウオーク

おお！どう？行こうよ！！大洞高原

平成29年度やぶはら高原渓流釣り大会

第13回あづみの公園　早春賦音楽祭

安曇野シャルソン2017

もういちど木と暮らそう～うるぎ星の森音楽祭～

戸隠森林植物園　自然観察会

SPRING FESTA　2017

第７回　みのわ花街道まつり

第34回　いいやま菜の花まつり

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／赤羽久美子／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 
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南相木村 
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南箕輪村 
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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 

飯山市 
●第 34 回いいやま菜の花まつり/12P 

 
豊丘村 

安曇野市 
●「宮城第 1 発電所」特別 
見学と「有明山神社  
格天井絵」特別拝観/3P 

●SPRING FESTA2017/10P 
●第 13 回あづみの公園 
早春賦音楽祭/14P 
●安曇野シャルソン 2017/15P 
 
 

山ノ内町 
●市川海老蔵「いのちを守る森づくり」

=ABMORI２０１７ＰＲイベント/8P 
●市川海老蔵「いのちを守る森づくり」

=ABMORI/22P 

月号 

 

5  
 

 
 

長野市 
●戸隠森林植物園  
自然観察会/13P 
 

 飯綱町 

大町市 
●北アルプス国際芸術祭 2017 
～食とアートの廻廊～/20P 
 
 

佐久穂町 

山形村 

岡谷市 

茅野市 
●春の思いっきり物件見学ツアー/6P 

須坂市 
●「こどもの日」親子スイーツ食べ歩きウォーク
(和＆洋)/4P 
●米子大瀑布ガイドウォーク/5P 
●山国信州と世界の高山「山岳地方の民俗人
形たち」/9P 

木祖村 
●平成 29 年度やぶはら
高原渓流釣り大会/19P 

池田町 
●第１０回いけだまち北アルプス
展望ウォーク/17P 

塩尻市 
●第 50 回木曽漆器祭・奈良井宿場祭/1P 

箕輪町 
●第 7 回 みのわ花街道まつり/11P 

伊那市 
●第 59 回 長衛祭/21P 

野沢温泉村 
●野沢温泉スポーツ公園オープン/2P 

小川村 
●おお！どう？行こうよ！！ 
大洞高原/18P 

 

売木村 
●もういちど木と暮らそう～うるぎ星の森音楽祭～/16P 

高山村 
●信州高山ヒルクライムチャレンジ 2017/７P 



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)

塩尻市楢川地区（贄川、木曽平沢、奈良井）

第５０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

●２日（金）～４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。

●４日（日）お茶壺道中
江戸時代、中山道を通って運ばれたお茶壺道中を再現します。江戸時代にタイムス
リップしたかのような時代絵巻は一見の価値あり。

記者発表 塩尻市

第50回木曽漆器祭・奈良井宿場祭

６月２日（金）～４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、木曽漆器の主要産地「漆工町木曾平沢」を中心に木曽漆器の逸品が一堂に集まりま
す。
　また、「宿場町奈良井宿」では、最終日に京都から徳川家へ献上されたお茶壺道中が再現されま
す。
　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。

http://shikki-shukuba.shiojiri.com/
kanko@city.shiojiri.lg.jp

「塩尻IC」から国道１９号を３０分
JR「平沢駅」「奈良井駅」徒歩１分

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）

0263-52-0258 0263-51-1388

●  

http://shikki-shukuba.shiojiri.com/
mailto:kanko@city.shiojiri.lg.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 「飯山駅」より直通バス「野沢温泉ライナー」で２５分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） 4月中に開設予定

（E-ｍａｉｌ) 4月中に開設予定

●施設
　・国内最長（652m）の「ジップ・スカイライド」
　　　（強風の場合は営業中止の場合も有）
　・人工芝ゲレンデ（全長500m）
　・ナスキーパーク（ふわふわマウンテン・チュービング・３Ｄプレイネット
　　　　　　　　　　　　キッズジップライン）

●ジップ・スカイライド　１回　2,000円（利用条件：体重25kg以上、110kg以下）
●サマーゲレンデ　１日券　3,500円
●ナスキーパーク　入場料　500円

「野沢温泉バス停」から徒歩５分の動く歩道「遊ロード」（無料）で５分

野沢温泉スポーツサービス㈱

上信越自動車道「豊田飯山IC」から約30分　

野沢温泉スポーツサービス㈱
〒89-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷8005
0269-85-2623 0269-85-3616

記者発表 野沢温泉村

野沢温泉スポーツ公園オープン

　2017年7月1日（土）野沢温泉に「ファミリー」・「仲間」・みんなで楽しめるアクティブなパークが
ＯＰＥＮ。
　全長652m、最大速度は時速70km、標高差122mを駆け下りる「ジップ・スカイライド」や全長500ｍ、
本物の雪のような次世代スノーマットの「サマーゲレンデ」、家族みんなで楽しく遊べるアスレチック
などを備えたアクティビティパーク「ナスキーパーク」が皆さんをお待ちしています。

７月１日（土)　オープン（営業時間：9:00～17:00）

野沢温泉　日影ゲレンデ

●  



　　みやしろ 　ごうてんじょうえ

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 「穂高駅」下車西回りちひろ線「有明山神社」下車　　

JR大糸線「穂高駅」よりタクシーで約10分

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

（E-ｍａｉｌ) a.misono@azumino-e-tabi.net

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　

大人(中学生以上)/1,000円、小人(小学生 7歳～12歳)/500円

【日程】
有明山神社駐車場集合10：00⇒⇒中部電力さんによる説明⇒出発10：15⇒⇒
百年記念碑見学⇒⇒宮城第1発電所到着……見学(20～30分)⇒⇒宮城第1発電所
出発⇒⇒有明山神社到着……宮司さんの説明を聞きながら格天井絵拝観⇒⇒
解散12：00

●参加費に含まれるもの：資料代、御朱印代、保険代
●募集人員：20名（最少催行人員10名）
●申込み期限：出発日の10日前まで

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

「宮城第1発電所」特別見学と「有明山神社 格天井絵」特別拝観

　明治37年（1904年）9月に安曇野に初めて電灯が灯りました。それから113年、ドイツ製の水車と発電
機は今でも現役で稼働しています。一般公開はされていませんが、中部電力宮城第1発電所（近代化
産業遺産認定）を今回、特別に見学し、有明山神社では、安曇野市指定有形文化財の手水舎、信濃
日光裕明門を見学し、神楽殿格天井絵を宮司さんからご説明いただきます。

5月4日（木・祝)　10時～12時

宮城第1発電所と有明山神社

●  

http://www.azumino-e-tabi.net/
mailto:a.misono@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） 〒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

須坂市観光協会

参加募集 須坂市

「こどもの日」親子スイーツ食べ歩きウォーク(和＆洋)

５月５日（金・祝）　　９時３０分～１３時　　　  集合時間９時１５分

　須坂にはノスタルジックの素敵な建物やおいしい食べ物がたくさんあります。観光ガイドの案内で蔵
の町須坂をめぐりながら名物のお菓子や隠れた名店のスイーツの食べ歩き、お菓子作りなどの体験
をしましょう。

上信越自動車道「須坂長野東IC」から車で約15分

須坂市内　※集合場所＝須坂市営駐車場

【定員】４０名
【歩程】３ｋｍ（３時間30分）
【募集締め切り日】５月４日（木・祝）※定員に達し次第、締め切り
【コース】須坂市営駐車場９：３０･･･盛進堂(地域に愛されているお菓子)・・・コモリ餅
店(有名パティシエ鎧塚氏の考案レシピ「八丁鎧塚」)・・・交流センター（お絵描き煎
餅体験）・・・蔵の町並み・・・まゆぐら・・・笠鉾会館・・・玉林餅菓子店(昔ながらの和菓
子)・・・旧小田切家住宅（季節のお菓子作り体験）・・・１３：００市営駐車場
※お菓子は何がもらえるかは当日のお楽しみ！
※旧小田切家住宅での季節のお菓子作り体験も！何のお菓子かは当日のお楽し
み！
※駐車場は須坂市営駐車場に駐車してください。

長野電鉄「須坂駅」下車、徒歩約10分

須坂市観光協会

2,000円(大人・小人同額)

● 



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） 〒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

※集合場所＝米子大瀑布 駐車場　　歩く場所＝米子大瀑布 周遊道

【定員】４０名
【歩程】３ｋｍ（約3時間）
【持ち物】弁当・雨具等
【募集締め切り日】5月１７日(水) 　※定員に達し次第、締め切り
【コース】駐車場１０：００･･・ニリンソウ（二輪草）群生地･･･不動寺奥の院・・・
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）・・・駐車場
※米子鉱山跡地で昼食をとります。

須坂市観光協会

参加募集 須坂市

米子大瀑布 ガイドウォーク

５月２０日（土）　　１０時～１３時　※集合９時４５分

　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。
新緑の中、滝から出るマイナスイオンで癒されて身も心もリフレッシュしてください！対岸より眺める
二条の滝が並び落ちる姿は壮観です。
　可憐な白い花、ニリンソウ（二輪草）群生地を地元ガイドがご案内します。

上信越自動車道「須坂長野東IC」から車で約50分

※お弁当や雨具など必要なものお持ちください。

１，０００円（おやき他、お土産付）

長野電鉄「須坂駅」下車、タクシーで約45分

須坂市観光協会

● 



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)

中央自動車道「諏訪IC」から車で10分

JR「茅野駅」東口より徒歩10分

※駐車場あり。マイクロバスで市内を移動

無料（集合場所までの交通費、当日の昼食代は参加者負担）

・市内空き物件のご紹介
　様々なタイプの空き物件を地元の不動産会社が直接ご紹介します。

・産地直売所「たてしな自由農園」でお買い物
　地元産の春野菜のおいしい食べ方もプロがアドバイスします。

・個別相談
　物件、仕事、暮らしのこと等個別相談も承ります。

※事前予約が必要です。　定員　30名　締切　5/14（日）
お申込はホームページ（http://rakuc.net/）でも受け付けております。

田舎暮らし楽園信州ちの協議会

参加募集 茅野市

春の思いっきり物件見学ツアー

　八ヶ岳の裾野に広がる茅野市で移住希望者を対象にした現地見学ツアーを開催します。市内のお
すすめ物件の見学と地元野菜の直売店「たてしな自由農園」でのお買い物を予定しています。
　不動産事情やまちの雰囲気等、移住前に知りたいことがわかります。

5月20日(土)　10時集合～17時解散（受付9時30分～）

茅野市役所集合

田舎暮らし楽園信州ちの（事務局）

〒３９１-０００３ 茅野市本町西５－２３平和ビル2階
0120-002-144 0266-73-8330
http://rakuc.net/
info@rakuc.net

●  

http://rakuc.net/
mailto:info@rakuc.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）
（E-ｍａｉｌ)

http://shinshu-takayama-onsenkyo.com/
info@shinshu-takayama-onsenkyo.com

上信越道「須坂IC」から約30分
上信越道「小布施スマートIC」から約20分
長野電鉄「須坂駅」より長電バス原宮経由　蕨温泉下車

信州高山温泉郷観光協会

026-242-1122 026-242-2200

参加募集 高山村

信州高山ヒルクライムチャレンジ2017

5月21日（日）　　9時スタート

　信州高山村の雄大な自然の中、志賀高原との境となる標高1900ｍの笠岳峠の茶屋までをかけ登る
ヒルクライムです。　今年も蕨温泉～笠岳峠の茶屋までの標高差1100ｍ、距離約20Kmのチャレンジ
クラス(計測あり）と、蕨温泉～村道鎌田線終点までの標高差800ｍ距離15Kmのエンジョイクラス（計測
なし）の2コースがあります。
　爽やかな春の高原と眺望が楽しめます。

スタート：高山村　蕨温泉

信州高山ヒルクライムチャレンジ実行委員会

〒　382-0816　上高井郡高山村山田温泉3579-1

4,000円

・チャレンジクラス：標高差の大きいロングコース。健脚・上級者向けです。
蕨温泉～村道鎌田線、県道66号線を通り笠岳峠の茶屋までの標高差約1100ｍ、全
長約20Km。
タイム計測をし、男女別に3位までを表彰します。

・エンジョイクラス：タイム計測は行わず、タイム・順位を競うのではなく純粋にライドを
楽しむクラスです。
蕨温泉～林道天神原線を通り村道鎌田線の終点がゴールです。標高差約800ｍ、
全長約
15Kmです。
※競技終了後のおもてなし時には、今年も、郷土料理「ひんのべ」が食べられます。
参加賞には温泉券も付きますので疲れた体を癒していただけます。
※お申込みは：http://www.sportsentry.ne.jp
℡：0570-550-846

● 

http://shinshu-takayama-onsenkyo.com/
mailto:info@shinshu-takayama-onsenkyo.com


１ 日　時

4月28日 12:00～19:00 / 4月29日 10:00～17:00 / 4月30日 10:00～17:00

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [列車で]

都営大江戸線「上野御徒町駅」より徒歩５分

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

（E-ｍａｉｌ) abmori@town.yamanouchi.nagano.jp

（その他） facebook　https://www.facebook.com/Shigakogen.ABMORI

山ノ内町観光商工課
〒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

信州・志賀高原から始まる市川海老蔵「いのちを守る森」づくり＝ＡＢＭＯＲＩ実行委員会

JR山手線／京浜東北線 「御徒町駅」南口下車すぐ

●イベント概要
・ABMORIのこれまでの活動に関する写真の展示（約２０点程度）
・平成29年7月29日に開催のＡＢＭＯＲＩ２０１７のイベント紹介及びDVD上映
・地域の小学生から高校生が活動しているＡＢＭＯＲＩ育苗プロジェクトへの協力金受付
・協力金を納めていただいた方には、口数（1口500円）に応じてＡＢＭＯＲＩグッズのプレゼ
ント。
・ＡＢＭＯＲＩ公式フェイスブック、インスタグラムのフォローをしていただいた方にも、ＡＢＭ
ＯＲＩオリジナルグッズをプレゼント。
※モンベル製オリジナルTシャツ(8口)、今治製マフラータオル(4口)、八幡屋磯五郎オリジ
ナル七味(2口)、木製ストラップ(2口)など

東京メトロ日比谷線 「仲御徒町駅」/銀座線「上野広小路駅」より徒歩５分

東京都台東区上野3-22-6コムテラス御徒町

首都圏イベント 山ノ内町

信州・志賀高原から始まる市川海老蔵「いのちを守る森」づくり
＝ＡＢＭＯＲＩ ２０１７ＰＲイベント

４月２８日（金)～３０日（日）

「モンベル御徒町店」４Fサロン

　歌舞伎役者・市川海老蔵さんが、日本の四季のために「何か自分で出来る事はないか？」とブログで
のコメントから始まった、閉鎖スキー場の森林再生を目的とした植樹プロジェクト　信州・志賀高原から
始まる　市川海老蔵「いのちを守る森」づくり＝ＡＢＭＯＲＩ ２０１７　を本年度は平成２９年７月２９日（土）
に開催します。(詳細はＰ２１をご覧ください）
　このイベントの参加受付を４月２８日（金）から開始することに合わせ、イベントの主旨やこれまでの取
組み、今後の活動への支援をお願いしていくため、(株)モンベルさんの協力をいただき、ＰＲイベントを
開催します。

●  

http://abmori.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） 〒382-0031　須坂市大字野辺1367-1（須坂アートパーク内）

（電 話） 026-245-2340 （ＦＡＸ） 026-245-2341
（ＵＲＬ） http://www.culture-suzaka.or.jp/doll/
（E-ｍａｉｌ) doll@culture-suzaka.or.jp

（一財）須坂市文化振興事業団
上信越自動車道「須坂長野東IC」から車で約８分

※入館は１６時３０分まで

入館料500円(4/21～6/18は世界の民俗人形博物館と須坂版画美術館との共通券)
※6/19～8/29は入館料一般300円(中学生以下無料)

長野電鉄「須坂駅」下車、タクシーで約８分

世界の民俗人形博物館

世界の民俗人形博物館

●世界の民俗人形博物館　収蔵品展

世界最高峰ヒマラヤ山脈やアンデス山脈、アルプス山脈の御膝元の国々の人形た
ち数十点ずつを展示します。（ネパール、ブータン、ペルー、ボリビア、チリ、オースト
リア、スイスなど）
地図やパネル、写真と共に紹介する事で、民族人形の色彩・デザイン・素材などの
違いをを見比べて見ましょう。

【休 館 日】
４月21日（金）～6月18日（日）は無休、6月19日（月）以降は水曜日休館
※その他臨時休館あり

美術館（博物館） 須坂市

山国信州と世界の高山「山岳地方の民俗人形たち」

４月2１日（金）～８月２９日(火)　　９時～１７時

　世界最高峰ヒマラヤ山脈やアンデス山脈、アルプス山脈の御膝元の国々の人形たちを展示しま
す。
地図やパネル、写真と共に紹介する事で、山国信州と世界の山国の相違点を見てみましょう。

● 

http://www.culture-suzaka.or.jp/doll/
mailto:doll@culture-suzaka.or.jp


 

１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

※5日は小中学生のみ無料

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

■スポーツイベント
◇ラフティング・カヤック体験　　インストラクター講習を受け安心・安全に楽しめます！
（4/29～5/14土日祝日　当日受付　参加費500円・1000円）
◇本格アスレチック「フォレストアドベンチャー」　　専用のギアを装着し、高さ２ｍの本格アスレチックに挑戦！
（4/22～5/21土日祝　当日受付　参加費500円）
◇キッズラグビーパーク　　元日本代表選手と一緒にラグビーを楽しもう！　(5/20・21　当日受付　参加無料）
◇松本山雅FCキッズサッカーパーク　コーチ、スタッフ、マスコットと様々なミニゲーム開催！
（5/27　当日受付　参加無料）
■子どもの日イベント
◇ふれあい動物園　　ヤギやヒツジ、大きなカメなどいろいろな動物を触れ合おう！　（5/3～5/5　参加無料）
◇鯉のぼり　300匹の鯉のぼりが北アルプスの常念岳を望む段々花畑に登場！(4/22～5/21)
■ワークショップイベント
◇ワークショップ「デコルテミラー・フォトフレーム、ジェルキャンドル、クレヨン」
（5/3～5/7　参加費300円～800円）
　「ハーブ石けん・万華鏡」(4/22～５/２１の土日祝　参加費300円)
■フラワーイベント
◇チューリップ&春の花畑ガイド(4/29～5/7の土日祝　約1時間　参加費無料)
◇球根掘り取り(5/14　参加費無料)
◇菜の花畑を巡る　健康ウォーキング教室　講師の方から歩き方のレクチャーを受け、起伏に飛んだコースを約一時
間かけて歩きます！　(4/23・30)

イベント 安曇野市

SPRING FESTA　2017

　春爛漫！色とりどりの20万本のチューリップが花を咲かせ、300匹の鯉のぼりが北アルプスの風に吹
かれて泳ぎます！
　さらに公園初開催！500万本の菜の花も咲き誇る！！
　花の咲く季節に合わせて、アクティビティやワークショップなどさまざまなイベントを開催！！
　また、5月3日(水・祝)～5日(金・祝)は無料入園日！※5日は小中学生のみ無料

４月２２日（土)～５月２１日（日）　　９時３０分～１７時

http://www.azumino-koen.jp

国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区

大人410円　65歳以上210円　小中学生80円　幼児無料　※駐車場1000台無料

国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区　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

国営アルプスあづみの公園【堀金・穂高地区】

長野自動車道　安曇野ICより車で約20分

JR大糸線　豊科駅または穂高駅よりタクシーで約15分 ●  

https://www.azumino-koen.jp/contact/form.php?to=park
http://www.azumino-koen.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) kizai@town.minowa.nagano.jp 

箕輪町役場企画振興課　みのわの魅力発信室
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１０２９８
０２６５－７９－３１１１ ０２６５－７９－０２３０

★見頃…4/20～5月上旬

★当日イベント（予定）
・ノルディックウォーキング（講師によるウォーキング講座あり）
・パカパカ塾ポニー乗馬体験
・野点
・地元農産物の販売や地元人気店の出店
・豚汁・甘酒の無料配布
などなど、楽しい企画が盛りだくさん！

※基本的に物販以外は無料です。

日本風景街道認定　みのわ花街道推進協議会

長野中央自動車道「伊北IC」から約10分　

　春の訪れとともに、延長6km、1200本に及ぶ花ももが箕輪町の西、県道与地辰野線を彩る「信州み
のわ花街道」。花街道の見ごろ時期に合わせて、今年もまつりを開催します。
当日は、「自分たちのできる範囲での最高のおもてなし」として、花街道ウォーキングイベントや地元物
産の販売、とん汁や湯茶のサービスなどを実施します。
また、話題のゆるキャラも登場して皆様をお迎えします。 是非、ご家族、お友達をお誘いのうえお出か
けください！！

ＪＲ飯田線「伊那松島駅」下車　タクシーで１５分～

イベント 箕輪町

第７回　みのわ花街道まつり

４月２３日（日)　９時～１４時

上古田公民館前庭（イベント会場）

●  

mailto:kizai@town.minowa.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）
（ＵＲＬ） http://www.iiyama-nanohana.jp/

※来年またきれいな菜の花を咲かせるために駐車協力金(500円）をいただいていま
す。

飯山市

第34回　いいやま菜の花まつり

　約13haもの広大な敷地いちめんに丹精を込めて育てられた菜の花畑が広がります。
　祭り期間中は菜の花迷路や朧月夜音楽祭などさまざまなイベントが行われます。
　今年は菜の花の色にちなんだ「ハッピーイエローコンサート」、黄色いグッズのクラフトフェアや「こど
もの日なかよしコンサート」など新たなイベントも開催します。

５月３日（水・祝)～５日（金・祝）　　９時～１６時３０分

飯山市菜の花公園（飯山市立東小学校　南付近）

JR（北陸新幹線） 「飯山駅」よりバスで約20分　

いいやま菜の花まつり実行委員会（飯山市農林課内）
〒389-2292 長野県飯山市大字飯山1110－1
0269-62-3111 0269-62-6221

イベント

○開催期間中
　・幸せを呼ぶ黄色いグッズクラフトフェア（9:00～16:00）
　・菜の花商店街（9:00～16:30）　　　ほか
○５月３日（水・祝）
　・野点（10:00～15：00）
　・ハッピーイエローコンサート（11:00～11:30、15:00～15:30）　ほか
○５月４日（木・祝）
　・第16回　朧月夜音楽祭（9:30～15:00）
　・野点（10:00～15：00）
○５月５日（金・祝）
　・こどもの日なかよしコンサート（10：00～11:00）
　・ハッピーイエローいいやま仮装大会（13:00～15:00）　　ほか

※参加費は無料ですが、野点については、協力金をお願いしています。

いいやま菜の花まつり実行委員会

上信越自動車道「豊田飯山IC」から約20分　

●  



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」よりアルピコ交通バスで約65分「森林植物園」下車

お問合わせ先
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ） http://npo-togakushi.org

NPO法人　戸隠森林植物園　ボランティアの会
〒381-4101長野市戸隠中社　八十二森のまなびや気付

080-5141-9924

イベント 長野市

戸隠森林植物園　自然観察会

　戸隠神社奥社の参道隣にある戸隠森林植物園。春のミズバショウから始まり、四季折々の高原植物
や野鳥に出会えます。園内には遊歩道が整備されいつでも散策が楽しめますが、時にはこんな観察
会に参加してみてはいかがでしょうか。

５月３日(水・祝)～１０月

戸隠森林植物園

●自然観察会
日時：５月３日(水・祝)～５日(金・祝）、８月１３日(日)～１５日(火)
   　　５月～１０月の毎週日曜日　いずれも10時～12時
●バードウォッチング
日時：５月６日(土)、１３日(土)、１０月１８日（水）　8時～11時

※いずれも申込みは不要です。開始時間5分前にご参集ください。
飲み物、雨具、あれば双眼鏡をお持ちください。

ＮＰＯ法人　戸隠森林植物園　ボランティアの会

上信越自動車道「信濃町ＩＣ」から25分または「長野IC」から約60分　

集合場所：八十二森のまなびや前

大人500円、小中学生300円　（入園料は無料です）

●  

http://npo-togakushi.org/


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.azumino-koen.jp

国営アルプスあづみの公園（堀金・穂高地区）　特設ステージ

無料（無料開園日）

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

▼ガイドセンター広場（Aステージ）10：00～15：30
　オープニング演奏9：30～、早春賦、アルプホルン、吹奏楽　他
▼水辺の休憩所（Bステージ）10：30～15：30
　・公募ステージ、音楽フリー広場　他
▼野の休憩所（Cステージ）12：00～16：00
　・吹奏楽の祭典（市内中学校・高等学校）、フィナーレステージ、あづみ野テレビ公開収録
▼展望テラス　１階（Dステージ）
　・フリーステージ　あづみ野ＦＭ生放送
▼あづみの学校　玄関ホール（Eステージ）
　・音楽交流広場
▼あづみの学校　多目的ホール（Fステージ）　13：00～15：00
　・公募出演者の演奏　小中学校重唱・合唱大会優秀校、ゲストステージ　他　ＦＭ長野公開録音
▼円形広場（Gステージ）　10：30～15：00
　・演舞の祭典
▼中央口・穂高口ガイドセンター前
　・ウエルカムステージ　9：30～随時

第13回あづみの公園早春賦音楽祭実行委員会

長野道「安曇野ＩＣ」より約20分

ＪＲ大糸線「豊科駅・穂高駅」からタクシーで約15分
※ＪＲ豊科駅～安曇野市役所堀金支所～あづみの公園の間を
運行する無料シャトルバスもご利用ください。
※穂高駅からはあづみの周遊バス（有料）も運行

イベント 安曇野市

第13回あづみの公園　早春賦音楽祭

　日本の春の代表的唱歌『早春賦』。豊かな自然に抱かれた新緑の北アルプスの麓、国営アルプスあ
づみの公園（堀金・穂高地区）を会場に、今年で13回目となる早春賦音楽祭を開催します。公募で集
まった音楽を愛する皆さんの演奏や、地元の小中学生の吹奏楽や合唱など、音楽にあふれた1日を
お楽しみください。
　当日は無料開園日です。雨天決行！

５月４日（木・祝)　１０時～１６時　※公園開園時間　9：30～17：00

●  

今年のゲストは山形村出身 

シンガーソングライター渡梓さんです！ 

http://www.azumino-koen.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 「豊科駅」より徒歩40分　　

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.facebook.com/azuminocialthon/

（E-ｍａｉｌ) azuminocialthon@gmail.com

申込フォーム https://goo.gl/forms/u8e25XOhwE41YPS03

または、タクシーで約7分

【安曇野の魅力を再発見！ 疲れたら徒歩も電車もOKの新時代マラソンイベント】
「安曇野シャルソン2017（母の日）」大事な人と安曇野でパーティーするように、マラソンしよう！
シャルソンは、ゴールの場所とゴール時間が決まっているだけで、コース、移動手段、距離も参
加者が決め、「走ることを通じてまちを再発見し、人と人とが繋がるランニングイベント」というコ
ンセプトで、わずか5年で120回開催されています。
〇スタイルは自由です・・・走って、疲れたら歩いて、間に合いそうになかったら乗って、寄り道
OKなんです。
〇時間の自由があります・・・スタート時間はいつでもOK （パーティーに間に合うように帰ってき
てね）
〇コースの自由・・・どこを行ってもOK！　給〇ポイントに立ち寄って、給電できます、給水あり
ます、お店の給〇サービスあります！
※給○ポイント：給電、給水などポイントによっていろいろなお楽しみが企画されています。
【募集人数】40名（申し込みフォーム https://goo.gl/forms/u8e25XOhwE41YPS03 ）
【締め切り】
①初参加の方：4月25日（火）
②Tシャツお持ちの方：5月10日（水）

　「パーティーするようにマラソンしよう！」
　シャルソンはゴールの場所と時間が決まっているだけでコースなし！どこへ行ってもOKです。
　出会い・体験・面白さが勝負！
　スマホを持って5月の安曇野の美しい景色・美味しいお店・楽しい人を求めて走りましょう。
　写真に撮ってシェア。
　走らない人は徒歩、自転車他もOKです。
　ゴールの後もシャルソンです。地元食材料理を囲んでのパーティで乾杯しましょう！

安曇野シャルソン2017実行委員会

長野自動車道「安曇野IC」から約15分　

・受付地： Azumino Coworking（安曇野コワーキングスペース）
・スタート地：各自設定（受付を済ませて）
・ゴール地： 信州 安曇野 ほりでーゆ～ 四季の郷 FB公式ページ　（ゴール後温泉に入って汗流せま
す）

参加料：5,500円（Tシャツ代＋パーティー代込）

安曇野シャルソン2017実行委員会
〒399-8211 長野県安曇野市堀金烏川5099-3
0263-73-6733

イベント 安曇野市

安曇野シャルソン2017

５月１４日（日)　　９時～１６時

安曇野会場

●  

mailto:azuminocialthon@gmail.com
https://goo.gl/forms/u8e25XOhwE41YPS03


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

新東名高速道路「浜松いなさJCT」→「鳳来峽IC」から約６０分

[列車で] JR 飯田線「温田駅」よりバスで40分　　

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

（E-ｍａｉｌ) kanko@urugi.jp

うるぎ星の森音楽祭実行委員会

中央自動車道「飯田山本IC」から約50分　

無料

売木村観光課
〒399-1601 長野県下伊那郡売木村543-1
0260-28-2000 0260-28-1051

「木」をテーマにしたブース出店、体験イベント、その他、飲食ブースや子ヤギと遊べ
るブースなど親子で楽しめる体験等を実施し、夕暮れ時からは、プロアーティストによ
る演奏と満天の星空の下、音楽と星空ショーのコラボレーションで夜の星の森を演出
します♪
12：00～開場
　　　　　グルメブース、木工体験ブース等開始
13：00～開演
　　　　　ステージの部開始
19：00頃～星空ショー＆星空コンサート
20：00　終了予定

イベント 売木村

もういちど木と暮らそう～うるぎ星の森音楽祭～

　もういちど木と暮らそう～うるぎ星の森音楽祭～を開催します！
　「木」をコンセプトに音楽と共に、「木」をテーマにしたブース出店、体験イベント、その他、飲食ブー
スや子ヤギと遊べるブースなど親子で楽しめる体験等を実施し、夕暮れ時からは、プロアーティストに
よる演奏と満天の星空の下、音楽と星空ショーのコラボレーションで夜の星の森を演出します♪

5月20日（土)　12時開場/13時開演～20時終了

うるぎ星の森オートキャンプ場

●  



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） http://ikeda-kanko.jp

（E-ｍａｉｌ) info@ikeda-kanko.jp

JR 篠ノ井線「明科駅」　またはJR大糸線「安曇追分駅」より送迎あり

※両駅より送迎シャトルバスあり

2日間にわたって行われるウオーキングイベント。
6ｋｍから16ｋｍ（体験コースもあります）まで自分にあったコースで1日楽しむことがで
き、お昼はおにぎりバイキングやトン汁のサービスなどの振る舞いもあります。
詳しくは池田町観光協会HPをクリック！
※体験コースの定員は両日30名、
ガイド付きコースの定員は両日80名となります。

北アルプス展望ウオーク実行委員会

長野自動車道「安曇野IC」から約20分　

※駐車場はザ・ビッグ信州池田店様

一般：2日間/事前2,000円（当日2,500円）、1日間/事前1,000円（当日1,500円）、
高校生以下：2日間/事前1,000円（当日1,200円）、1日間/事前500円（当日700円）
体験コースは事前予約制(20日：1,000円、21日1,500円、小学生以下1,000円）

池田町観光協会
〒399-8601 長野県北安曇郡池田町池田4169-3
0261-62-9197 0261-62-5688

イベント 池田町

第１０回いけだまち北アルプス展望ウオーク

　北アルプスの展望を楽しみながら国宝仁科神明宮や池田八幡神社、県内でも珍しいやすで編まれ
た屋根つきの相道寺道祖神、地蔵堂などを巡ります。
　小さなお子さんも楽しめる体験コースもあるので、どなたでも気軽にご参加いただけます。

5月20日（土)～21日（日）　　8時～受付

道の駅池田集合

●  

http://ikeda-kanko.jp/
mailto:info@ikeda-kanko.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://kankou.ogawamura.jp/

（E-ｍａｉｌ) kankou@vill.ogawa.nagano.jp

イベント 小川村

おお！どう？行こうよ！！大洞高原

５月２７日（土)　１２時～２１時

星と緑のロマントピア（大洞高原）　※現地に駐車場あり

　星と緑のロマントピア（大洞高原）で初めて開催される、大型の体験型野外イベント。手作り品やおや
きなどの物産品がならぶマーケットから、木工体験、太陽の黒点観測まで、天文施設や天然芝グラウン
ド、キャンプ場などが揃う星と緑のロマントピアを最大限活かした、イベントが開催されます。
　夜は、シークレットのスペシャルイベントを開催。最後は、満天の星空の下で特別な体験ができます。
ファミリーやカップルで楽しんでいただけるイベントとなっています。

●イベント概要
　星と緑のロマントピア（大洞高原）で初めて開催される、大型の体験型野外イベント
・手作り品やおやきなどの物産品がならぶマーケット（芝生広場）
・小川村の間伐材を使った木工体験（芝生広場）
・太陽の黒点観測（天文台・プラネタリム館）
・高原でのスポーツ体験（天然芝グラウンド）
・テント建て体験、テント泊体験（キャンプ場）翌朝の北アルプスの絶景をご覧下さい。
・夜は満天の星空のもと、素敵な体験をご用意。
などなど、星と緑のロマントピアを最大限活かしたイベントです。

小川アルプスラインPR事業実行委員会

上越自動車道「長野IC」から白馬方面へ約50分　

小川アルプスラインPR事業実行委員会（小川村観光協会）
〒381-3302長野県上水内郡小川村大字高府8800-8
026-269-2323 026-269-3578

●  



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） http://www.vill.kiso.nagano.jp/kankou/

（E-ｍａｉｌ) yabuhara-event@kisomura.com

〒399-6201 長野県木曽郡木祖村薮原1191-1
　0264-36-2001 0264-36-3344

中央道「伊那IC」から国道３６１号経由で約３５分

長野道「塩尻IC」から国道１９号経由約40分　

イベント 木祖村

平成29年度やぶはら高原渓流釣り大会

第1部　６月３日（土)　　　受付：９時００分～　　開始：９時３０分～
第2部　６月１０日（土)～１１日（日）　　受付：6時１５分～　開始：７時００分～

木祖村役場商工観光課

　木曽川源流の里、信州木祖村で行われる渓流釣り大会です！2部構成で開催し、第1部が小学生を
対象とした村内キャンプ場で行われる釣り体験、第2部が木曽川支流で行う釣り大会です。第1部では
普段釣りをしたことがないお子様も大歓迎！釣れた時の手ごたえを楽しんでいただきたいと思いま
す。また、釣り上げた魚は持ち帰ることができます。
　第2部では「イワナ」、「マス」、「タナビラ」を放流し、多くの方に大自然でのんびりと釣りを楽しんでい
ただけます。第2部の釣り大会参加者で村内宿に宿泊いただいた方には参加費の割引を行います！

第1部　小学生 １，０００円　（要事前予約）
第2部　（事前予約者）大人：４，０００円　小中学生：２，０００円（定員150名）
　　　　　（当日申込者）大人：５，０００円　小中学生：２，０００円
　
※村内宿に宿泊していただいた方には、
参加費半額（1泊）
参加費無料（2泊）　となります。

第１部
こだまの森キャンプ場内渓流釣り場で行います。
いわな５０ｋｇを放流し、多くの小学生の方に釣りを楽しんでいただきたいと思います。
たくさん釣り上げてください！

第2部
木祖村笹川（木曽川支流）に、※「イワナ(200kg)」、「マス(50kg)」、「タナビラ(50kg)」を
放流します！
今年度は検測や抽選は行いません。たくさんの魚をつりあげてください！
※参加者の人数によって放流量が変わってきます。

第1部：木祖村　こだまの森キャンプ場渓流釣り場
第2部：木祖村　笹川（木曽川支流）

やぶはら高原イベント実行委員会

●  



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)

北アルプス国際芸術祭実行委員会事務局
（大町市役所総務部まちづくり交流課内国際芸術祭推進担当）
※４月より信濃大町駅前インフォメーションセンターに移転しました

〒398-0002 長野県大町市大町3168-9
0261-23-5500 0261-85-2772
http://shinano-omachi.jp/
art_omachi@city.omachi.nagano.jp

イベント 大町市

　長野県大町市で初開催「北アルプス国際芸術祭2017」いよいよスタート！
　この度北アルプス国際芸術祭実行委員会（実行委員長：牛越徹大町市長）は、本年6月4日より7月30
日までの57日間「北アルプス国際芸術祭　～信濃大町食とアートの廻廊～」を開催いたします。
　土地固有の生活文化を表現する「食」と地域の魅力を再発見する「アート」の力によって北アルプス山
麓の地域資源を世界へ発信することを目指します。

6月4日（日)～7月30日（日）　57日間

大町市　（源流エリア／仁科三湖エリア／市街地エリア／東山エリア／ダムエリア)

北アルプス国際芸術祭2017　～食とアートの廻廊～

JR「長野駅」より雷鳥ライナーで約60分

前売り販売：一般2,000円、高校生1,000円、小中学生300円
期間中：一般2,500円、高校生1,500円、小中学生500円
全国オンラインチケットにて発売中

　「水、木、土、空」をテーマに
　　36組のアーティストが鮮烈で爽やかなアート作品を展開

北アルプスの山々から流れほとばしる伏流水、山の神や動物たちと人が出会う豊かな扇状地
に囲まれた信濃の国、大町市。そこは日本列島を東西に分断するフォッサマグナの西の縁に
位置し、信州と日本海を結ぶ「塩の道」が走り、東西の地質や植生が出会う、まさに特異点と言
えます。
　国内外36組のアーティストは南北の植物が混生し、日本列島を縦に貫く特徴ある地形、歴史
に向き合い、鮮烈で爽やかな作品を展開します。4月からは滞在し作品制作をするアーティスト
やそれらを支える市民やサポーターの活動も増え、作品も一部完成してまいります。
　＜作品鑑賞パスポート＞
公式グッズデザイン：皆川 明  花や動物といった自然のモチーフや、有機的な幾何学模様を
あしらった独自のテキスタイルで、女性を中心に多くのファンを魅了している「ミナ ペルホネン」
のデザイナー：皆川 明さんが、北アルプス国際芸術祭オリジナルのモチーフをデザイン。信濃
大町の「水」「木」「土」「空」から生み出されたモチーフは、素朴で温かみを感じさせる、まさに
信濃大町の豊かな自然そのものを表したものとなりました。

北アルプス国際芸術祭2017実行委員会

長野自動車道「安曇野IC」から約30分　

JR 「信濃大町駅」より下車すぐ　　または

●  

http://shinano-omachi.jp/
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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]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

伊那市長谷総合支所高遠長谷商工観光課内　長衛祭実行委員会事務局

〒396-0402　長野県伊那市長谷溝口1394
0265-98-3130 0265-98-2029
http://www.inacity.jp/
　t-knk@inacity.jp

イベント 伊那市

第５９回　長衛祭

　平成２９年６月２４日・２５日に、南アルプスの開拓者「竹澤長衛」翁の遺徳を偲ぶ、『第５９回 長衛祭』
を開催します。２４日に北沢峠の長衛小屋前にて碑前祭、翌２５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。
　昨年から８月１１日が「山の日」として国民の休日となりました。山へと注目が注がれる中、「竹澤長
衛」翁の愛した南アルプスの自然を、後世に伝えていくことを改めて確認し、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。

６月２４日（土)～２５日（日）　　１０時３０分～受付開始

南アルプス国立公園北沢峠　長衛小屋前

中央道「伊那IC」より国道361号～国道152号を経由し仙流荘へ

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

※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。

参加費　大人2,000円、子供1,000円　（※バス代、宿泊希望者は別途必要）

☆参加には事前申込みが必要です。お申込みは、下記の長衛祭事務局までご連絡ください。
○６月２４日（土）
10:30～　受付
12:30～　碑前祭（登山が楽しく安全にできることを願い、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。）
　　　　　　※会場内で地元の特産品を販売していますので、ぜひご利用ください。
　
13:30～　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２５日（日）
 5:30～　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。

第５９回　長衛祭実行委員会

●  

http://www.inacity.jp/
mailto:h-san@inacity.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] 北陸新幹線 「長野駅」より専用シャトルバスで約90分会場到着

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

（E-ｍａｉｌ) abmori@town.yamanouchi.nagano.jp

（その他）

志賀高原旧笠岳スキー場（熊の湯エリア）　※荒天時：志賀高原総合会館98

信州・志賀高原から始まる市川海老蔵「いのちを守る森づくり」=「ABMORI」実行委員会

長野電鉄 「湯田中駅」より専用シャトルバスで約40分会場到着

facebook　https://www.facebook.com/Shigakogen.ABMORI

◇市川海老蔵さんとの植樹（植樹指導：国際生態学センター）
　 閉鎖スキー場の森林再生を目的に、ミズナラやナナカマドなど13種、10,000本の
　 苗を植樹します。（定員1,000名　先着順）
◇植樹後は、志賀高原総合会館98において、志賀高原特産のネマガリダケを使った
　 竹の子カレーや竹の子汁、100％リンゴジュースなどをご賞味いただけます。
◇参加申込方法
　 ABMORI公式ホームページ（http://www.abmori.com）から申込をお願いします。
　 ※参加申込後、主催者から登録完了のお知らせや事前情報などを送信しますので、
　メールが受信できるようドメインの指定もしくは解除をお願いします。
◇シャトルバス
　 植樹会場へは、志賀高原総合会館98、湯田中駅、長野駅からのシャトルバスを
　 ご利用いただけます。乗車場所はお申込みの際にご指定ください。
◇ABMORI寄附金を募集しています。詳しくは公式ホームページをご覧ください。

※植樹会場周辺に駐車場はありません。志賀高原総合会館98からシャトルバスをご利用ください。

イベント 山ノ内町

信州・志賀高原から始まる
市川海老蔵「いのちを守る森づくり」=ABMORI

　歌舞伎役者・市川海老蔵さんが、地球のため、日本の四季のために「何か自分で出来る事はないか
な？」とブログでのコメントから始まった、閉鎖スキー場などの森林再生を目的とした植樹プロジェクト
信州・志賀高原から始まる　市川海老蔵「いのちを守る森」づくり＝ABMORI　を今年も開催します。
　昨年から ～後世に残そう森・水・いのち 志賀高原から世界へ 未来へ～　をコンセプトに、ABMORI
を通じて地元小学生のユネスコエコパークにおける環境教育プログラムとして、どんぐりのポット苗づく
りなどの育苗活動も実施しています。

7月29日（土）　9時30分～

上信越自動車道 「信州中野IC」から約40分(志賀高原総合会館98まで）

※共同の囲み取材の時間を設定する予定です、単独インタビューは不可。
取材者用駐車場をご用意しますので、事前に担当者までご連絡をお願いし
ます。（台数に限りがございます。）
山ノ内町観光商工課　担当：山本　TEL：0269-33-1107

（取材関連）

参加無料　※事前に参加申込が必要です。受付開始は４月28日から

信州・志賀高原から始まる市川海老蔵「いのちを守る森づくり」=「ABMORI」実行委員会

〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1（山ノ内町農林課内）

0269-33-3112 0269-33-1104

●  
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