
開催日・期間 開催地

1P 9月26日～11月14日 飯山市

2P 5月～11月上旬 山ノ内町

3P 9月1日～12月6日 野沢温泉村

4P 10月1日～1月31日 軽井沢町

5P 10月10日～11日 須坂市

5P 10月31日 栄村

6P 11月1日 立科町

日本一標高の高いスカイレーター＆スカイリフト

OUTDOOR LIFESTYLE AND FEEL SUZAKA IN
臥竜公園百々川緑地

秋山郷　夢灯（ゆめほ）

NAGANO COFFEE FESTIVAL in TATESHINA (仮)

※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

秋山郷・カヤの平高原 秘境シャトル便

野沢温泉 湯ったり宿泊キャンペーン

軽井沢宿泊割引、クーポン券実施

２０２０年９月２５日
ⓒ長野県アルクマ

長野県PRキャラクター「アルクマ」

月号10

新着情報

アルクマ便り

参加募集

アルクマ便り

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



7P 9月19日～12月6日 原村

8P 9月25日～11月23日 長野県

9P 9月1日～⒑月31日 東御市

10P 10月3日～11月8日 安曇野市

11P 10月上旬～下旬 東御市

12P 10月3日～11日 木祖村

　　　　　　※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。

長野県信濃美術館 東山魁夷館30周年記念特別展
「東山魁夷　日本画への出発」

八ヶ岳美術館全国公募展
第8回あなたが選ぶ　信州の裂織展

安曇野やさいスイーツフェア 2020

巨峰の王国「秋の収穫フェア」

第34回全国日曜画家中部日本展

湯の丸高原カラマツの紅葉

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」

美術館・博物館
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信濃町

松本市
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月号 

長野県 
●長野県信濃美術館 東山魁夷館 30 周年記念特別展 

「東山魁夷 日本画への出発」/8P 

飯綱町

10 

木祖村 
●第 34 回全国日曜画家 
中部日本展/12P 

 

安曇野市 
●安曇野やさいスイーツフェア 
 2020/10P 
 
 

山ノ内町 
●日本一標高の高いスカイレーター＆ 
スカイリフト/2P 

飯山市 
●秋山郷・カヤの平高原 秘境シャトル便/1P 
 

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 
●八ヶ岳美術館全国公募展 

第 8 回あなたが選ぶ 信州の裂織展/7P 
 

 豊丘村 

須坂市 
●OUTDOOR LIFESTYLE AND FEEL SUZAKA IN  
臥竜公園百々川緑地/5P 

 

軽井沢町 
●軽井沢宿泊割引、クーポン券実施/4P 
 

東御市 
●巨峰の王国「秋の収穫フェア」/9P
●湯の丸高原カラマツの紅葉/11P 
 

野沢温泉村 
●野沢温泉 湯ったり宿泊キャンペーン/3P 
 

栄村 
●秋山郷 夢灯（ゆめほ）/5P 
 

立科町 
●NAGANO COFFEE FESTIVAL  
in TATESHINA (仮)/6P 

 



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「飯山駅」１階観光案内所

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） https://www.shinetsu-shizenkyo.com/plans/search

（E-ｍａｉｌ) info@shinetsu-shizenkyo.com

―１―

一般社団法人信州いいやま観光局　信越自然郷飯山駅観光案内所

上信越自動車道「豊田飯山IC」から10分

集合：飯山駅１階観光案内所

日帰り：7,500円～10,000円　1泊2日：21,000円

信越自然郷飯山駅観光案内所

〒389-2253 長野県飯山市飯山772-6

0269-62-7000 0269-62-7003

【日帰りツアー】
9/26（土）日本最大級の千年ネズコに会いに行こう！　おひとり様9,000円
9/27（日）古民家で昔話の語り部　木島平村のごちそう膳　おひとり様10,000円
10/10（土）紅葉のカヤの平高原でキノコ狩り　おひとり様9,000円
10/11（日）、17（土）、18（日）、25（日）カヤの平高原から秋山郷へ紅葉ドライブ
おひとり様7,500円
【宿泊ツアー】
11/14（土）秘境マタギの宿　マタギ体験とジビエ料理　おひとり様21,000円
・お申込みは飯山駅観光案内所まで
・各ツアー出発日の5日前までにお申し込みください

参加募集 飯山市

秋山郷・カヤの平高原 秘境シャトル便

　苗場山の麓に伸びる谷あいの村、秋山郷。標高1400m以上の高原にひろがるブナの原生林、カヤ
の平高原。あまり人の手が入っていない美しい自然が広がるまさに秘境の地。「秘境シャトル便」バス
ツアーでは、地元の方おススメの一味違った体験を楽しめます。キノコ狩り、語り部、マタギ体験、紅葉
周遊ドライブなど。
　密にならないようにバスは定員の半数、12名ほどに限定して運行し、換気休憩を取りながら運行しま
す。

９月２６日（土）～１１月１４日（土）の土日特定日

訪問先：栄村、木島平村

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 料　金

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） https://yokoteyama2307.com/

―２―

㈱S&T観光開発

〒381-0401 下高井郡山ノ内町大字平穏7148

0269-34-2600 0269-34-2575

長野駅より長電バス志賀高原急行バスで「志賀高原山の駅」約70分
「志賀高原山の駅」より路線バスで約25分

長野駅より長野電鉄特急で「湯田中駅」約45分
「湯田中駅」より路線バスで約55分

標高2307ｍの横手山山頂へは、スカイレーターとスカイリフトを乗り継いで約10分。
　スカイレーターでは、のんびりと絶景を楽しんでいただき、スカイリフトではダイナミックな
パノラマ風景をご覧いただけます。
　急峻な斜面をリフトで一気に駆け上がると、そこには緑と花々が咲く広々とした大地が広
がります。山頂駅舎には「2307満天ビューテラス」と「クランペットカフェ」ございます。日本
一のテラスで富士山〜北アルプス〜妙高〜日本海〜谷川岳…360度の大展望をお楽し
みください。山頂三角点には山岳信仰の聖地だったといわれる「横手山神社」の祠があり
「2307満天ビューテラス」とは別アングルの風景が楽しめます。
　下りのスカイリフトは別名「スリルリフト」「リアル・ソアリン」と言われるほど絶景とスリルを楽
しめます。足を上げて記念撮影するとインスタ映えしますよ！
 
  ◇横手山の山頂へは、2通りの行き方があります。
     ①スカイレーターで横手山頂へ（往復）
        のぞきバス停付近の駐車場に車を停めていただき、往復でスカイレーターと
　　　 スカイリフトで山頂へ。
     ②渋峠ロマンスリフトで横手山頂へ（往復）
        渋峠に車を停めていただき、渋峠ロマンスリフトで山頂へ。

㈱S&T観光開発

上信越自動車道「信州中野IC」から約35ｋｍ

横手山

①横手山スカイレーター+スカイリフト（往復　大人1,500円　こども1,300円)
②渋峠ロマンスリフト（往復　大人/1,300円　こども/1,100円）
※価格はいずれも2020年シーズンのものです。

４ 内　容

新着情報 山ノ内町

日本一標高の高いスカイレーター＆スカイリフト

５月～１１月上旬
①8：45～16：00 【最終15：20】（横手山スカイレーターとスカイリフト）
②8：45～16：00 【最終15：20】（渋峠ロマンスリフト）

　リフトで上がれる日本一の標高2307m！ゆったり絶景パノラマを楽しむ現存する日本初の屋外型「ス
カイレーター」とスリル満点の空中散歩を楽しむ「スカイリフト」で山頂へ。日本でここにしかない体験を
お楽しみください！
　途中、ときには圧倒的な雲海、眼下に広がる志賀高原一帯や、はるか先の北アルプス3000m級の
山々、そして高山植物の美しい花々をご覧いただけます。
　また日本国道最高地点・渋峠より渋峠ロマンスリフトを利用して山頂にお越しいただくこともできま
す。
ゴンドラでもロープウェイでもないオープンエアのリフトで「非密の高原」 横手山へ！

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「飯山駅」より路線バス「野沢温泉ライナー」で25分　

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） https://nozawakanko.jp

（E-ｍａｉｌ) info@nozawakanko.jp

新着情報 野沢温泉村

野沢温泉 湯ったり宿泊キャンペーン

　野沢温泉村では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた村内観光需要の早期回復を目的に、
新型コロナウイルス感染症の発生状況に留意しつつ野沢温泉に宿泊されたお客様を対象とした「湯っ
たり宿泊キャンペーン」と、交通費を補助する「交通費サポートキャンペーン」を９月１日から１２月６日
の間実施します。

クーポン利用期間：９月１日（火)～１２月６日（日）

野沢温泉観光協会及び野沢温泉旅館組合に加盟する宿泊施設と飲食店など300施設

●湯ったり宿泊キャンペーン
　・1,000円券が10枚つづりの１セット１万円分のクーポン券を5,000円で販売
　・１人１セットまで（1万5000ｾｯﾄ用意）
　・事前に宿泊予約が必要

●交通費サポートキャンペーン
　・高速道路を利用して来村する方に、片道分を最大5,000円補助
　・ＪＲを利用して来村する方には、北陸新幹線飯山駅と村を結ぶ路線バス
  「野沢温泉ライナー」の利用者に1,000円を補助

―３―

野沢温泉村（実施主体：野沢温泉観光協会）

上信越自動車道「豊田飯山IC」から約30分　

〒389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9780-4

0269-85-3155 0269-85-3883

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

お問合わせ先 一般社団法人軽井沢観光協会

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） https://stay-karuizawa.jp/

（E-ｍａｉｌ)

（担当）新宅弘惠（しんたくひろえ）、市川文愛（いちかわあやめ）

　0267－41－3850 0267－41－3851

―４―

新着情報 軽井沢町

軽井沢宿泊割引、クーポン券実施

　色どり豊かな紅葉を楽しみたい、静かな冬の軽井沢を楽しみたいという方、軽井沢でゆっくり宿泊し
ませんか。町内指定宿泊施設にお泊りの方に、3,000円を割引くクーポンをご利用いただけます。
　更に、宿泊者特典として観光クーポン・ルイザ券1,000円も発行します。観光クーポンは、お土産、美
術館鑑賞、飲食他、タクシー、バスなどにもお使いいただけます。もちろん、皆様を安心してお迎えす
るために、コロナ対策もしっかり実施しています。

10月１日（木)～２０２１年１月３１日（日）

h.shintaku@karuizawa-kankokyokai.jp
w.chen@karuizawa-kankokyokai.jp

●軽井沢町内指定宿泊施設で宿泊の際、割引になるクーポン券を発行します。
●宿泊施設のオリジナルプランに使えます。プラン内容など各施設で異なっているた
め、詳細は核施設にお問い合わせください。
●基本的に大人料金に提供されます。
●更に、宿泊者特典として、ルイザ利用券1,000円をお渡しいたします。
町内の観光、飲食、交通などにお使いください。

軽井沢町内の指定宿泊施設

〒389-0102 　長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢470－3

●



日　時

会　場

お問合わせ先 Naturance OutdoorStyle（ナチュランスアウトドアスタイル）

（電 話） 090-1401-9414

（ＵＲＬ） https://outdoorlifestyle-suzaka.com/

日　時

会　場

お問合わせ先 栄村秋山郷観光協会

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://sakae-akiyamago.com/

（E-ｍａｉｌ) info@sakae-akiyamago.com

（その他） 毎週月曜休館。祝日の場合は翌火曜日休館

0269-87-2366

新着情報 栄村

秋山郷　夢灯（ゆめほ）

　約2000個のロウソクを天池（あまいけ）周辺に灯し、幻想的な灯火を楽しむイベントです。
ご一緒に点火してみませんか？

明るい夕暮れ時から、写真撮影に最高のロケーションです。入場無料。
※新型コロナウイルス感染症の状況により内容変更、中止となる場合がございます。

１０月３１日（土)　　１７時開場予定

上野原地区　天池

―５―

須坂市臥竜公園　百々川緑地公園（北側）

「アウトドア」と「ライフスタイル」を繋ぐサービスや製品を楽しく体験、体感して頂き、日常生活がより豊
かになる様な新しいライフスタイルの選択肢を提案します。
さらには、 本来であれば捨てられるはずの廃棄物に、 デザインやアイデアにより付加価値を持たせ、
また別の新しい製品にアップグレードする「アップサイクル」と「アウトドア」・「アップサイクル」と「ライフス
タイル」の有機的な繋がりも体験していただけます。

新着情報 須坂市

10月10日（土)～11日（日）　　１０時～１６時

OUTDOOR LIFESTYLE AND FEEL SUZAKA IN 臥竜公園百々川緑地

〒389-2702 長野県下水内郡栄村大字北信3586-4

0269-87-3333



日　時

会　場

お問合わせ先 (一社)信州たてしな観光協会

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.shirakabakogen.jp

（E-ｍａｉｌ) sksa@sas.janis.or.jp

新着情報 立科町

NAGANO COFFEE FESTIVAL in TATESHINA  (仮)

11月1日（日)　　9時～15時

―６―

白樺高原国際スキー場(立科町)

〒384-2309 　長野県北佐久郡立科町芦田ハヶ野1045

0267-55-6654(9:00～17:00) 0267-55-6653

　2018年よりスタートした「NAGANO COFFEE FESTIVAL」。
　コーヒーとその地域の魅力を発信する長野県内巡回型イベントが、2020年秋に日本百名山・蓼科山の麓に広
がる立科町・白樺高原にて開催されます。 秋晴れの空の下、豊かな自然と清らかな高原の空気に包まれなが

ら、蓼科山の伏流水で淹れた極上の一杯をお楽しみ下さい。

※イベントの詳細は10月に決定いたします



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） https://yatsubi.com/

（E-ｍａｉｌ) yatsubi1@po19.lcv.ne.jp

―７―

美術館

八ヶ岳美術館全国公募展

第8回あなたが選ぶ　信州の裂織展

　ここ信州原村では古くから機織りがさかんに行われてきました。ことに裂織は「ぼろ機織り」の名称で親しま
れ、今なおその技が大切に継承されています。裂織文化の振興と発展を目的に始められた全国公募展「あな
たが選ぶ信州の裂織展」も第8回目を迎えます。入館者の投票によって決定する大賞と、芸術性・技術・伝統
性などの視点で審査する審査員特別賞を設け、現代における裂織作品の価値と意義を評価しようとしていま
す。全国から集まった様々な裂織作品を一堂にご覧いただけます。
　古布再生の原点である「物を大切にする心」が込められた、素朴な織の美しさをご覧ください。

９月１９日（土）～１２月６日（日）

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）、原村、原村教育委員会

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

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 0266-74-2701

あなたの一票で大賞が決まります。投票期間　9月19日～11月15日。ぜひ投票にお出掛け下さい。
授賞式　11月23日１３：００～１４：００。
●機織り体験
     9月27日（日）　①13：00 ～ 14：30　　②14：30 ～ 16：00
　 10月10日（土）　①13：00 ～ 14：30　  ②14：30 ～ 16：00
 　10月20日（火）  ①13：00 ～ 14：30　  ②14：30 ～ 16：00
　講師：信州さきおりの会
　定員：各回2 名　※要予約   参加費：1,000 円（入館料別途）
　織機を使った裂織体験。約25cm 程度の作品を持ち帰れます。
●簡単織機で裂織コースターづくり
　10月4日（日）　・　10月25日（日）　・　11月12日（木）　各日　13：30 ～ 15：00
　定員：各回4名　※要予約　　参加費：100円（入館料別途）
　小さな木枠の織機で織ります。　古着や手ぬぐい等不要な布をお持ちください。
●布が変身！裂布アクセサリーづくり
　10月17日（土）　・　11月6日（金）　各日　13：30 ～ 15：00
　定員：各回4名　※要予約　　参加費：100円（入館料別途）
　裂き布を巻きつけて、ネックレスやブレスレットをつくります。

※新型コロナ感染症の影響により、開館状況の変更、イベントが延期、中止となる場合があります。

●



①展覧会

１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

バス進行方向の城山公園奥。善光寺東隣り。

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.npsam.com

（E-ｍａｉｌ) npsam@npsam.com

（その他） FB: http://www.facebook.com/npsam.kaii

026-232-0052

長野県信濃美術館 東山魁夷館

長野県信濃美術館事務所 広報・マーケティング室

上信越道「長野I.C.」または「須坂長野東I.C.」から長野市街及び善光寺を目標に30分

JR 「長野駅」善光寺口バス乗り場①から、アルピコ交通バス11・16・17で「善光寺北」下車。

（美術館に駐車場はございません。近隣の有料駐車場をご利用ください。
   公共交通機関でのご来場にご協力をお願いします。）

―８―

美術館 長野県

長野県信濃美術館 東山魁夷館30周年記念特別展

「東山魁夷　日本画への出発」

　1990（平成2）年に開館した東山魁夷館も、今年で開館30周年を迎えました。東山魁夷本人から寄
贈された作品に加え、後に収集、寄贈された作品を含めると所蔵作品は970点あまり。スケッチや習作
を多数所蔵し、作品の完成までをたどることができる数少ない美術館です。
　本展では、東山魁夷が画家としての活動をはじめた若いころに焦点をあて、どのように画業をスター
トさせていったのかを紹介します。

9月25日（金)～11月23日（月・祝）　　9時～１7時（入館は16：30まで）

026-232-0050

大人500円　大学生300円　高校生以下無料

長野県、　長野県信濃美術館

〒380-0917 長野県長野市大字稲葉字八幡田沖2413-11長野県南俣庁舎内



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] しなの鉄道 「田中駅」よりタクシー13分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://tomikan.jp/

（E-ｍａｉｌ) info@tomikan.jp

〒389-0516 長野県東御市田中279

0268-62-7701 0268-62-7702

―９―

東御市内各所

（※駐車場あり）

●直売会場：JA直売センター、道の駅雷電くるみの里、ゆらり市、萬果園、湯楽里館
物産ショップ、道の駅みまき、臨時直売会場（予定）など
●期間中、上記参加の巨峰・ぶどう農産物直売所において、巨峰等のぶどうを一度
に３,０００円以上お買上の方に、抽選応募券を配布。抽選で東御市産のワインやビー
ル、信州プレミアム牛、信州黄金シャモなど合計90名にご当地グルメプレゼント。
※今後の社会情勢によっては変更や中止になる場合があります。

巨峰の王国「秋の収穫フェア」実行委員会事務局

東御市観光情報ステーション

（一社）信州とうみ観光協会

上信越自動車道「東部湯の丸IC」から10分

イベント 東御市

巨峰の王国「秋の収穫フェア」

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からさまざまなイベントが中止になりましたが、「とうみのお
いしい」を沢山の方に届けたいという思いから、巨峰の王国「秋の収穫フェア」を開催。市内各所の直
売所に巨峰、シャインマスカット、ナガノパープル等、自慢のぶどうをはじめとする果物、農作物が勢ぞ
ろい、収穫期に合わせ旬の味をお楽しみいただけます。
　豪華グルメの当たる抽選会もあり。おなかもこころも満たしてくれる２か月間ぜひお楽しみください。

9月１日（火）～10月31日（土）

巨峰の王国「秋の収穫フェア」実行委員会事務局

●



１ 日　時

２ 参加店舗

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線 「豊科駅・穂高駅」他各駅下車　　または

JR篠ノ井線「田沢駅・明科駅」下車で各店舗へ

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） https://ja-jp.facebook.com/azumino.yasai.sweets

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

長野道「安曇野IC」から安曇野市内各店舗へ

安曇野市　商工観光部　観光交流促進課

〒399-8281　長野県安曇野市豊科6000番地

0263-71-2000

あづみ野菓子工房　彩香、安曇野sweets ペイサー樹 NOJIRI、あづみ野バザール若
松屋、あづみのるベーカリー、あったカフェ、アレグリア、小柴屋、
サントゥールムラカミ、Chiffon、松月堂　西村商店、Dining　Bar　Sow、
トラットリア　ピッコラーナ、トリアノン洋和菓子店、ホテルアンビエント安曇野(ル・プラ
トー)、㈲丸山菓子舗  計15店舗

―10―

0263-72-1340

●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、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１日（木）、10月２日(金)14：00～18：00
・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。
※新型コロナウイルス感染症拡大状況等により事業内容が変更・中止となる場合があります。

イベント 安曇野市

安曇野やさいスイーツフェア 2020

　安曇野市内の菓子店や飲食店などが、地産地消にこだわり、野菜を使った新作のスイーツを作る
「安曇野やさいスイーツプロジェクト」。第11回目となる「安曇野やさいスイーツフェア　2020」を今年も
10月3日(土)～11月8日(日)に開催します。
　今年のテーマは「安曇野産ブロッコリー＆夏秋イチゴ」！！また、フェア前日イベントとして10月1日
(木)、10月2日(金)に安曇野市役所1階にある「あったカフェ」とコラボし、特別先行販売も計画していま
す。
　今年も新作のやさいスイーツをぜひお楽しみください。

10月3日（土)～11月8日（日）　※営業時間は各店舗によって異なります。

安曇野やさいスイーツプロジェクト

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] しなの鉄道 「田中駅」よりタクシーで約30分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://tomikan.jp/

（E-ｍａｉｌ) info@tomikan.jp

―11―

東御市湯の丸高原

上信越自動車道「東部湯の丸IC」から約30分　

（※無料駐車場あり）

(一社）信州とうみ観光協会

0268-62-7701 0268-62-7702

〒389-0516 長野県東御市田中279（東御市観光情報ステーション）

イベント 東御市

湯の丸高原カラマツの紅葉

　落葉針葉樹カラマツの紅葉がはじまると、湯の丸高原は一面黄金色に染まります。湯の丸高原には
初心者から気軽に登山を楽しめる登山コースが多く、山頂からは北アルプス、八ヶ岳、南アルプス、奥
秩父の山々まで美しい山並みを一望できます。
　日本に生えている針葉樹の中では、唯一落葉する木として、黄金のカラマツが散る様子は、キラキラ
と美しく、ドライブコースとしてもおすすめです。

10月上旬～下旬

湯の丸高原

●湯の丸高原には宿泊施設、キャンプ場、レストラン、売店などあり。
●湯の丸高原入口地蔵峠の「湯の丸ビジターセンター」にはネイチャーマイスター
（自然解説員）も常駐。
開館期間４～１１月　お問合せ　電話0268-62-4333
http://tomikan.jp/yunomaru_visitor_center/

●



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　隣）

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ) yabuhara-event@kisomura.com

―12―

長野道「塩尻IC」から国道19号経由で約40分

イベント 木祖村

第34回全国日曜画家中部日本展

　今年で3４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。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3日（土）～11日（日）　9時～１７時　（11日は１６時まで）

http://www.vill.kiso.nagano.jp/kankou/nichiyou/nichiyou.html

全国の日曜画家の方々の作品展覧会です。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。また地
元の小学生が描いた絵画や木曽美術会の皆様の作品も展示いたします。
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。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、日程の変更または中止となる可能性があります。ま
たお越しいただく際は、マスクの着用や身体的距離の確保などの感染防止対策にご協力いただきますと
ともに、体調の悪い方や過去2週間以内に受診や服薬された方のご来場をお控えいただきますようお願
いいたします。

〒399-6201 長野県木曽郡木祖村薮原1191-1

木祖村社会体育館（長野県木曽郡木祖村薮原1191-1）

やぶはら高原イベント実行委員会（木祖村役場産業振興課内）

0264-36-2766 0264-36-3344

木祖村役場隣

無料

やぶはら高原イベント実行委員会

中央道「伊那IC」から国道361号・19号を経由して約35分

※当面の間、7月の集中豪雨による迂回路通行のため約50分

●
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