
開催日・期間 開催地

1P 6月5日～8月31日 長野県

2P 5月23日～11月3日 山ノ内町

3P 7月3日～11月29日 安曇野市

4P 7月18日～9月21日 山ノ内町

5P 7月6日～9月13日 原村

6P 7月18日 原村

7P 長野県

8P 長野県

SORA terrace　星空ナイトクルーズ

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、イベントが中止になる場合もございますので、予めご了承ください。

掲載ページ

あづみ野周遊バス運行開始のお知らせ！

SORA terrace

ライチョウ保護スクラムプロジェクト
ふるさと納税で応援するクラウドファンディング

　　　　　　※掲載ページ内容のお問合わせは、各ページの≪お問合わせ先≫までお願いいたします。

～星降る里の縄文講座～　（八ヶ岳美術館）

開館40周年記念展
「新収蔵　清水多嘉示の石膏原型の全貌」　第２期
（八ヶ岳美術館）

長野県内の主な観光施設再開状況一覧

長野県内の主なイベント状況一覧

２０２０年６月１９日
ⓒ長野県アルクマ

長野県PRキャラクター「アルクマ」

月号７

美術館・博物館

アルクマ便り

新着情報

その他

長野県大阪観光情報センター

〒530‐0001大阪市北区梅田1‐3‐1‐800大阪駅前第一ビル8階
TEL06‐6341‐8205  FAX 06‐6456‐2889      e‐mail: osaka@nagano‐tabi.net
長野県観光機構https://www.go‐nagano.net 長野県大阪事務所http://www.pref.nagano.lg.jp/osakajimu/index.html

担当：越一雄/山岸賢一郎/荻原誠信/中西淳



 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

佐久穂町

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 

信濃町

松本市

立科町

松本市 

山形村 

月号 

長野県 
●ライチョウ保護スクラムプロジェクト 
ふるさと納税で応援するクラウドファンディング/1P 
●長野県内の主な観光施設再開状況一覧/7P 
●長野県内の主なイベント状況一覧/8P 

飯綱町

７ 

安曇野市 
●あづみ野周遊バス運行開始の 
お知らせ！/3P 

 

山ノ内町 
●SORA terrace/2P 
●SORA terrace 星空ナイトクルーズ/4P 

https://www.go-nagano.net

～とっておきのトリップアイデアを提案し、旅のプランをお手伝い～ 

 
観光総合サイト「さわやか信州旅.net」及びインバウンドサイト「Go！NAGANO」を統一し 
世界に NAGANO を発信するグローバルサイトとして生まれ変わりました。 

麻績村

原村 
●開館 40 周年記念展  
「新収蔵 清水多嘉示の石膏原型の全貌」 第２期/5P 
●～星降る里の縄文講座～/6P 

 豊丘村 



１ 募集期間

２ 目標金額

４ お　礼

５ 寄付の方法

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ) shizenhogo@pref.nagano.lg.jp

（担当） 近藤　浩、竹内　玉来

県外在住の方で1 万円以上の寄付をいただいた場合は寄付金額に応じた返礼品を
用意します。
【1万円以上】オリジナルピンバッジ
【2万円以上】オリジナルピンバッジ＋ライチョウカレンダー
【5万円以上】漆塗りワイングラスセット
【10万円以上】オリジナルトレッキングポール

ライチョウ保護スクラムプロジェクト
ふるさと納税で応援するクラウドファンディング

長野県環境部自然保護課

〒380-8570 長野県長野市南長野幅下692-2

026-235-7178 026-235-7498

次の事業に活用します。

「ライチョウ保護スクラムプロジェクト」寄付金募集サイトで手続きできます。
https://www.furusato-tax.jp/gcf/893
※お寄せいただいた寄付金は、ふるさと納税制度による税制上の優遇措置が
　適用され、確定申告を行うことで税控除を受けることができます。

―１―

https://www.pref.nagano.lg.jp/shizenhogo/kurashi/shizen/hogo/kisyoyasei/raityou.html

３ 使い道

新着情報 長野県

 長野県の鳥「県鳥」で、国の特別天然記念物でもあるライチョウは、地球温暖化の影響により今世紀
末には生息環境がほぼ絶滅するなど、絶滅の危機にあるといわれています。
 このため、長野県では、環境省と連携して、ライチョウのヒナを守る「ケージ保護」の手法を実施できる
技術者の養成や、登山者が現地でライチョウの目撃情報を投稿できるアプリの開発に取り組む「ライ
チョウ保護スクラムプロジェクト」を実施します。
 このプロジェクトに必要な費用を調達するため、クラウドファンディング型の寄付を募集します。

６月５日（金）～８月３１日（月）まで（８８日間）

２７０万円

①ライチョウ保護技術者養成事業
　環境省の「ライチョウ保護増殖事業」と連携して、ライチョウのヒナを守る
　「ケージ保護」の手法を実施できる技術者を養成
② ライチョウ情報投稿アプリ開発事業
　登山者が現地でライチョウの目撃情報を投稿できるアプリを開発



１ 日　時

２ 会　場

３ 料　金

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] 長野電鉄長野線「湯田中駅」下車 タクシーで約20分

長野電鉄長野線「湯田中駅」下車 シャトルバス30分（土日のみ運行）

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） https://www.ryuoo.com/

竜王マウンテンパーク

〒381-0405 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700

0269-33-6345 0269-33-6166

世界最大級の166人乗りロープウェイに乗って、絶景の山頂へ。（新型コロナウイルス
感染症拡大防止のための為、乗車制限人数は50人とさせていただいております。）
標高980ｍの山麓駅から標高1770ｍの山頂駅まで約10分間の空中散歩をお楽しみ
いただけます。
標高1770ｍの急斜面に建てられた雲の上のテラスからは、条件が合えば眼下に広が
る一面の雲海を見渡すことができます。（雲海発生率62.9％）

竜王マウンテンパーク

―２―

〔ロープウェイ乗車料金〕料金：大人2,500円　こども1,300円

新着情報 山ノ内町

SORA terrace

　下界は曇りや雨の日でも、ロープウェイで行く天空では眼下に雲を眺める晴天のことが多い竜王山。
日中は、周囲の山々を見晴らせる晴天の日も、午後になると雲が発生して雲海が広がる確率が高い
のもこの山の特徴の一つ。中でも晴れた日の夕刻は、沈む太陽が照り映えてオレンジ色に輝く雲海
と、日没前の名残の青空が息を飲むほどの絶景に！壮大な大自然のドラマを「ソラテラス」でゆっくり
楽しんでください。

5月23日（土）～11月3日（火）まで　9時～19時
※最終上り乗車18時40分　※20分間隔で運行　　※運休期間：9月7日（月）～11日（金）

竜王マウンテンパーク

上信越自動車道「信州中野IC」から16㎞

４ 内　容

●



１ 日　時

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線「穂高駅」より徒歩1分　　または

JR篠ノ井線「明科駅」下車すぐ

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.azumino-e-tabi

（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03.plala.or.jp

あづみ野周遊バス運行開始のお知らせ！

３ 料　金

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15分　

・大人1回券：￥600/1日券：￥1,000・小人1回券：￥300/1日券：￥500

・乳児：無料 ・障がい者：大人1回券：￥300/1日券：￥500/小人は半額

＜運行ルート＞
・東回り：大王わさび農場・スイス村線／1日6便
穂高駅発⇒穂高神社⇒東光寺東⇒大王わさび農場⇒明科駅⇒大王わさび農場⇒
安曇野スイス村⇒安曇野の里⇒穂高神社⇒穂高駅着
・西回り：ちひろ・アルプス公園線／1日5便
穂高駅発⇒安曇野ちひろ美術館⇒鈴玲ヶ丘学者村⇒有明山神社⇒松尾寺⇒天満
沢⇒Vif穂高⇒安曇野アートヒルズミュージアム⇒国営アルプスあづみの公園⇒穂高
駅着
※4・5便は逆回りでの運行になります。

―３―

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

新着情報 安曇野市

　　　　新型コロナウイルス感染拡大に伴いあづみ野周遊バスの運行が延期となっていましたが、
　　　７月3日（金）から運行開始します。運行に当たりましては、3密を避けマスクの着用、換気、
　　　アルコール消毒等の対策を行いお客様に安心してご利用いただけるよう努めます。

7月3日（金)～11月29日(日）　　

※詳しい運行日に関してはお問合せください。☎0263-82-9363

●

このマークが

目印です！



１ 日　時

２ 会　場

３ 料　金

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] 長野電鉄長野線「湯田中駅」下車 *無料特別バス30分

*(星空ナイトクルーズ無料特別バス　湯田中駅発18：00/19：20)

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

7月18日(土)・23日(木）～25日(土)/8月1日(土）・8日(土)～15日(土)・22日(土)・29日
(土)/9月5日(土)・12日(土)・19日(土)～21日(月)
営業時間21時まで

竜王マウンテンパーク

〒381-0405 下高井郡山ノ内町夜間瀬11700

0269-33-6345 0269-33-6166

https://www.ryuoo.com/

竜王マウンテンパーク

〔ロープウェイ乗車料金〕料金：大人2,500円　こども1,300円

―４―

４ 内　容 ●星空ナイトクルーズは様々な体験の仕方があります。夕方頃から椅子やレジャーシートを
セットして、ベストポジションで日が暮れるのを待つのも良し。日が暮れてからロープウェイで上
がってきて夜景＆星空観察と、夜だけ特別な時間を味わうこともできます。天候次第では、雲
海＆サンセット後に、満点の星が眺められる贅沢な一日を過ごせるチャンスも。
●屋外にはハンモックもあり、寝そべりながら星空を眺めることもできます。
夜になるとSORA terrace cafe内では夜だけの特別な演出としてプロジェクションマッピングを投
影しており、星空が出るのを待つ間も店内でゆっくりとお過ごしいただけます。
※暖かいジャケット、パンツ、ブランケット、ニット帽などの防寒具をオススメしています。
※ハンモックの数には限りがあります。ゆっくり星空を見上げるために少し厚めのレジャーシー
トをご持参ください。
●星空鑑賞会も開催。　20：00～20：15 ※天候によっては屋内開催に変更になる場合もありま
す。
実際に見える星の紹介をしながら、スターガイドがお手伝いします。

竜王マウンテンパーク

上信越自動車道「信州中野IC」から16㎞

新着情報 山ノ内町

SORA terrace　星空ナイトクルーズ

　標高1,770mの竜王山頂は、空気が澄んでいて星空観察には最適。都市部では決して見ることがで
きない視界いっぱいに広がる天の川や、夏の星座を見ることができます。じっと空を見つめていると、
流れ星を見ることもできます。
　標高が高く、街灯りが届かない竜王マウンテンパークの山頂は満天の星空を鑑賞する絶好のポイン
トです。

●



原村

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中央線「茅野駅」よりバスまたはタクシーで25～60分、

「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）

―５―

https://yatsubi.com/

中央自動車道「諏訪南I.C」から7km、「小淵沢I.C」から14km

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

0266-74-2701

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

0266-74-2701

大人（高校生以上）510円、小中学生250円

美術館

開館40周年記念展
「新収蔵　清水多嘉示の石膏原型の全貌」

第２期

現存するほぼ全てが故郷原村の八ヶ岳美術館に200点以上が集結した清水多嘉示の石膏原型コレクションの全貌を公開。
新型コロナ感染症の影響により、延期になっていたイベントを開催します。ぜひお出かけ下さい。

7月６日(月)～9月13日(日)　9時～１7時（最終入館16：30）　会期中無休

関連イベント
○7月19日(日）13：30～14：30
「美術館収蔵庫　見学ツアー」　普段非公開の美術館収蔵庫を特別公開します。
○7月26日(日）13：00～15：30
清水多嘉示　石膏原型をよみとく連続講座 第1回
 「〈みどりのリズム〉制作秘話 芸術家・清水多嘉示 アトリエの素顔」
　講 師：青山敏子氏（清水多嘉示遺族）
○7月27日(月）10：00～12：30
「開館40周年記念ブロンズクリーニング」　屋外彫刻を職員と共にクリーニングします。
彫刻をさわって、楽しみながら作品を守る活動ですので、大人から子供まで参加いただけます。
クリーニング参加者はブロンズクリーニング隊として美術館ボランティアグループの一員となり、1年間入館料
が無料となります。
○8月 1日（土）13：30～15：30
金属鋳造（ちゅうぞう）ワークショップ　 キーチャームづくり
○8月 8日（土）13：00～15：30
清水多嘉示　石膏原型をよみとく連続講座 第2回
「石膏原型修復によって解き明かされた清水多嘉示 彫刻の世界」
 講 師：黒川弘毅氏（武蔵野美術大学彫刻学科教授）
○8月 9日（日） 13：30～15：00
顔をえがいてみよう！彫刻にがおえスケッチ会
清水多嘉示の石膏作品をよく観察し、いろいろな表情をえがいてみよう！
　
＊ 8月 1日（土）のみ参加費７００円　他は無料（入館料別途）　いずれも要予約
＊連続講座は各回とも、美術館内見学後、八ヶ岳自然文化園研修室へ移動します。

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）、原村、原村教育委員会

●



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] JR中央線「茅野駅」よりバスまたはタクシーで25～60分、

「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)

美術館 原村

延期イベントの開催

～星降る里の縄文講座～

　2019年12月～2020年3月に開催した「県宝 縄文のアーティスト展」の、延期になっていた関連イベン
ト～星降る里の縄文講座～「八ヶ岳山麓と諏訪湖周辺の縄文文化」を開催します。
　入館料のみでご参加いただけます。ぜひこの機会にお出かけください。

7月18日(土)　13時30分～15時

―６―

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

0266-74-2701

大人（高校生以上）510円、小中学生250円

「八ヶ岳山麓と諏訪湖周辺の縄文文化」
  　 講 師：三上徹也氏（大昔調査会理事）

＊八ヶ岳美術館内見学後、八ヶ岳自然文化園研修室へ移動します。

                 参加費　無料（別途入館料）　　要予約

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）、原村、原村教育委員会

https://yatsubi.com/

yatsubi1@po19.lcv.ne.jp

中央自動車道「諏訪南I.C」から7km、「小淵沢I.C」から14km

※バス要問合せ。

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

〒391-0115　諏訪郡原村17217-1611　

0266-74-2701

●



長野県内の主な観光施設再開状況一覧 ※6月11日現在

≪美術館≫ 

市町村名 施設名 TEL 再開予定

長野県 長野県信濃美術館・東山魁夷館 026-232-0052 再開中

松本市 松本市美術館 0263‐39‐7400 再開中

安曇野市 碌山美術館 0263-82-2094 再開中

伊那市 信州高遠美術館 0265-94-3666 再開中

小布施町 北斎館 026‐247-5206 再開中

松川村 安曇野ちひろ美術館 0261‐62-0772 6/27(土)～

諏訪市 原田泰治美術館 0266-54-1881 7/1(水)～

諏訪市 諏訪ガラスの里 0166-57-2000 7/1(水)～

佐久市 佐久市立近代美術館 0267-67-1055 7/4(土)～

軽井沢町 脇田美術館 0267-42-2639 7/11(土)～

上田市 美ヶ原高原美術館 0268-86-2331 7/11(土）～

軽井沢町 軽井沢高原文庫 0267-45-1175  7/18(土)～

軽井沢町 セゾン美術館 0267-46-2020 7/26日(日)～

≪その他観光施設≫ 

市町村名 施設名 TEL 再開予定

松本市 国宝松本城 0263-32-2902 再開中

松本市 国宝旧開智学校校舎 0263-32-5725 再開中

安曇野市 国営アルプスあづみの公園 0263-71-5511 再開中

大町市 国営アルプスあづみの公園 0261‐21‐1212 再開中

安曇野市 大王わさび農場 0263-82-2118 再開中

≪ロープウェイ・ゴンドラ・リフト他≫運行予定 

市町村名 施設名 TEL 再開予定

駒ケ根市 中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ 0265-83-3107 再開中

大町市 黒部立山アルペンルート全線 0261-22-0190 6/19（金）～11/30（月）

白馬村 白馬五竜高山植物園 展望リフト 0261-75-2101 6/27（土）～10/25（日）

白馬村 北尾根高原クワッドリフト 0261-72-2715 7/23（木）～11/3（火） 

木曽町 御岳ロープウェイ 0264-46-2525　 7/11（土）～11/3（火） 

阿智村 ヘブンスそのはら ロープウェイ 0265-44-2311 7/11（土）～9/22（火）<夏営業> 

茅野市 車山高原展望リフト 0266-68-2626 7/11（土）～ 

山ノ内町 志賀高原 東館山ゴンドラリフト 0269-34-2231 7/4（土）～ 

山ノ内町 高天原サマーリフト 0269-34-2041 7/18（土）～ 

安曇野市・大町市 安曇野汽船　 クリアボート・熱気球 0263-87-9828 ７/下旬～ 

白馬村・大町市 ライオンアドベンチャー 0261-72-5061 7/1(水)～ 

飯田市 天竜ライン下り 0265-27-2247 7/21(火)～ 

※グリーンシーズン大変人気がある下記の観光地も、通常営業に戻りつつあります。

上高地・乗鞍・白馬山麓・軽井沢・蓼科高原 ・中央アルプス千畳敷カール・戸隠方面等 

※登山に関しては 長野県観光部山岳高原観光課より「長野県内入山注意報」発表中です。下記のURLをご参照ください 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/sangaku/documents/0609.pdf

※コロナウィルス感染拡大防止のため、今後も再開時期などが変更になる可能性があります。

―７―



長野県内の主なイベント状況一覧 ※6月11日現在

≪イベント≫ 

※善光寺の御開帳

2021年の予定でしたが、 2022 年 4 月 3 日～5 月 29 日に変更になりました。 

伴いまして全国の六善光寺・善光寺会に所属するお寺さんも変更になります。 

≪中止となった主なイベント一覧≫ 

6 月 

東御市 湯の丸高原つつじ祭り 6月中旬～7 月上旬 

安曇野市 田んぼアート 6月上旬～  

小谷村    栂池自然園水芭蕉まつり 6月中旬～下旬

大町市 北アルプス国際芸術祭 5/31～7/19　（延期）

伊那市 しんわの丘ローズガーデンバラまつり 5/30～6/28

松本市 信州夢街道フェスタ 6/20～6/21   

7 月  

上田市 別所温泉  岳の幟 7/15 に直近の日曜日 

木曽町  水無神社例大祭みこしまくり 7/22～23   

御代田町 龍神まつり 7/25

大町市 若一王子神社例大祭 7/25～7/26  

松本市   松本城太鼓祭り 7/25～7/26  

軽井沢町   第 35 回信濃追分馬子 7/26

下諏訪町  お舟祭り(31日の宵祭りのみ中止) 7/31～8/1  

８月～

原村    原村星まつり 8/1

木曽町   木曽踊り 8/1～16  

山ノ内町 志賀高原カレッジコンサート 8/上旬～下旬 

塩尻市   高ボッチ高原観光草競馬大会 8/2

飯田市   いいだ人形劇フェスタ 8/6～8/10  

松本市  セイジ・オザワ松本フェスティバル 8/上旬～９/上旬 

松本市   松本城薪能 8/8

岡谷市  岡谷太鼓まつり 8/13～8/14 

諏訪市  諏訪湖上花火大会 8/15

佐久市  信州の奇祭・榊祭り 8/15

飯田市  飯田時又灯ろう流し 8/16

安曇野市  安曇野薪能 8/22

安曇野市  安曇野道祖神まつり 8/22

小諸市  アサマスタークロスウォーク  8/22

原村   星空の映画祭 8/23

木曽町  木曽音楽祭 8/23～8/25 

上田市  上田城薪能 8/29

山ノ内町 大蛇まつり 8/下旬   

山ノ内町 法印さんとそばの花まつり 9/上旬   

佐久市  佐久高原コスモスまつり 9/上旬   

諏訪市  全国新作花火競技大会 9/5

安曇野市 穂高神社御船祭り 9/26～27

木曽町  開田高原そば祭り 10/6

松本市  松本そば祭り 10/9～10   

木曽町    木曽駒高原・秋の味覚祭り 10/15

―８―
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