
開催日・期間 開催地

P1
7月4日～10月10日
開催日：11月3日

大町市

P2 9月18日～12月5日 原村

P3
8月28日/9月18・23日/
10月2日

山ノ内町

P4 9月1日～12月31日 須坂市

P5 9月12日 長和町

P6 9月25・26日 栄村

※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

第6回OMACHIロゲイニングの受付スタート

没後40年　清水多嘉示 絵画展　第2期
　-帰国後 20年の絵画と素描-

信越トレイル苗場山延伸記念イベント

志賀高原天空フェス～2021 天翔る夜空の煌めき～

ブランシュたかやま　　クハ１１５　特別見学会

すざかフルーツ&スイーツスタンプラリー season2

　　　　　※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。

２０２１年８月２４日
ⓒ長野県アルクマ

長野県PRキャラクター「アルクマ」

月号９

美術館・博物館

アルクマ便り

参加募集

イベント

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/中島信夫/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 

長和町 
●ブランシュたかやま   
クハ１１５ 特別見学会/5P 

 

飯綱町

９ 

山ノ内町 
●志賀高原天空フェス  

～2021 天翔る夜空の煌めき～/3P 

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 
●没後 40 年 清水多嘉示 絵画展 第 2 期 
 -帰国後 20 年の絵画と素描-2P 

 豊丘村 

大町市 
●第 6 回 OMACHI ロゲイニングの 

受付スタート/1P 
 
 須坂市 

● す ざ か フ ル ー ツ & ス イ ー ツ ス タ ン プ ラ リ ー
season2/4P 

栄村 
●信越トレイル苗場山延伸記念イベント/6P 



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線「北大町駅」から400m　約5分

JR信濃大町駅よりタクシーで約10分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） https://www.kanko-omachi.gr.jp/

（E-ｍａｉｌ) info@kanko-omachi.gr.jp

参加募集 大町市

第6回OMACHIロゲイニングの受付スタート

　お待たせいたしました！
　2年ぶりの開催となりますOMACHIロゲイニングの受付がスタートいたしました。

　起伏の激しい山道から塩の道宿場町の面影を残す古き良き町並み、雄大な北アルプス、
秋の田園風景など大町市の魅力を存分に楽しんでください。

11月3日（水・祝)　１０時～１６時半

フレンドプラザ大町（大町市文化会館併設）　ギャラリー（1F）

―１―

(一社）大町市観光協会

長野自動車道「安曇野インター」から28km　約40分

会場に無料駐車場があります。※更衣室の準備はなし（「3密」の回避のため）

３時間の部　一般1名：3,500円、大学生以下1名：1,000円

(一社）大町市観光協会

〒398-0002　長野県大町市大町3200

　0261-22-0190 0261-22-5593

●3時間ロゲイニング
［参加資格］16歳以上（家族チームのみ小中学生の参加可能）
［部門］家族チーム・混合チーム・女子チーム・男子チーム・女子ソロ・男子ソロ
※家族チームは必ず15歳以下のメンバーを含むこと
※チーム種目に参加する場合は、16歳以上の出場されるチーム代表者（1名）が
お申し込みください
●募集期間2021年7月4日(日) ～2021年10月10日(日)/定員100名
※定員になり次第、締め切り

●



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) art@yatsubi.com

美術館 原村

没後40年　清水多嘉示 絵画展　第2期
　-帰国後 20年の絵画と素描-

　清水多嘉示没後40年を記念した絵画展の第2期を開催します。
　フランス留学から日本に帰国後の1929年から40年代の画家としての活躍と、彫刻への道を突き進ん
だ戦後50～70年代の人体デッサンやスケッチを展示、日本で制作された油彩と素描を中心に、未公
開作品を含む約80点の絵画を展示します。
　絵画と彫刻に区別なく視覚と触覚とを架橋する、清水芸術における創造の軸となる構築性と生命観
の追求の道のりをたどります。

9月18日（土）～12月5日（日）　

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

―２―

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）、原村、原村教育委員

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

イベント①〈講座　清水多嘉示の芸術〉
第1回「フランス近代芸術と信州の芸術家たち　清水多嘉示の芸術を育んだ土壌」
講師：武井敏 （碌山美術館学芸員）
9月18日（土）１３：３０～１５：００

イベント②〈ペイントワークショップ～白樺板に描いてつくる カラフル・ドアプレート〉
白樺の板にアクリルで絵を描いて壁やドアにかけるプレートをつくります。
9月２３日（木　祝日）１３：３０～１５：００

イベント③
〈ギャラリートーク〉　学芸員の解説で館内を巡ります。
9月２５日（土）１３：３０～１５：００

※イベントのご予約はいずれも　八ヶ岳美術館 0266 -74-2701　まで。

●



１ 日　時

9月18日（土）：東館山　受付開始：18時～

9月23日（木）：志賀高原歴史記念館　受付開始：18時～

10月2日（土）：志賀高原 山の駅　受付開始：18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）

（ＵＲＬ） http://www.shigakogen.jp/srayd/tenkufes/
お問合せ
緊急連絡先 tenkufes@gmail.com

大人2,000円（税込）　小学生1,000円（税込）　小学生未満無料

志賀高原天空フェス実行委員会

〒381-0401　長野県下高井郡山ノ内町志賀高原

イベント 山ノ内町

志賀高原天空フェス
～2021 天翔る夜空の煌めき～

　今年も“志賀高原天空フェス”を開催します。フェスでは夜景をバックにストロボ記念撮影、星遊び
Labo（星空解説）、蓄光塗料を使ったオリジナル作品作り、ナイトボート、レジンを使ったオリジナルア
クセサリー作り、ヨガなど様々なワークショップやアクティビティーが楽しめます。
　普段では味わえない夜の志賀高原を体験してみませんか。

8月28日（土）：横手山　受付開始：18時～

横手山、東館山、志賀高原歴史記念館、志賀高原 山の駅

会場ごとに異なるアトラクションやワークショップのフェスをお楽しみください。
アトラクション、ワークショップ、フード/ドリンクは一部有料です。
各会場定員80名　定員になり次第申し込み終了となります。

―３―

志賀高原天空フェス実行委員会

長野電鉄湯田中駅から志賀高原行きバスで約60分(横手山）

長野電鉄湯田中駅から志賀高原行きバスで約25分(歴史記念館）

長野電鉄湯田中駅から志賀高原行きバスで約30分(山の駅）

上信越自動車道「信州中野IC」から約40分　

●



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」から須坂市街地まで徒歩約１５分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） https://www.suzaka-kankokyokai.jp/

（E-ｍａｉｌ) info@suzaka-kankokyokai.jp

イベント 須坂市

９月１日（水)～１２月３１日（金）　

須坂市内飲食店・お菓子店

★須坂のスイーツ店をめぐるフルーツ＆スイーツスタンプラリー season2★
　須坂の街には、クラシックな老舗菓子店からおやつ処、おしゃれなカフェなど素敵なスイーツがいっ
ぱい♪有名なお店から知る人ぞ知る隠れた名店まで盛りだくさんです☆彡
　スタンプラリー参加店舗を巡り、スタンプ３つ集めて、スイーツギフト券をゲットしよう！！
　毎月先着200名様に参加賞「すざかフルーツ＆スイーツ特製エコバック」をプレゼント♪
　さらにインスタグラムに投稿すると、参加店舗の商品が当たるダブルチャンスがあります！
　蔵の町並みを眺めながら、新しいお店との出会いやスイーツ巡りを楽しみましょう♪

すざかフルーツ&スイーツスタンプラリーseason2

★須坂市内の飲食店舗でスイーツを食べて商品券をゲットしよう！(テイクアウトもOK♪)
★期間中、お店のスイーツ引換券が当たるフルーツ＆スイーツガチャが登場します♪
★９/２３(木)恋人の聖地アートパークシャッターサービスイベント開催♪
★９/２６(日)・１０/３(日)　フルーツサンド作り体験イベント開催♪
★９/２８(火)　パフェ作り体験イベント開催♪
★１０/１７(日）・１１/７(日)　大福作りイベント開催♪
★１０/２３(土)・１０/２４(日)　小布施ハイウェイオアシス すざかフルーツスイーツ出張販売♪

須坂市観光協会

〒382-0077 長野県須坂市大字須坂1295-1

026-215-2225 026-215-2226

―４―

須坂市観光協会

「須坂長野東IC」から須坂市街地まで約２０分

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費 　

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

長野自動車道「岡谷IC」からR142経由で約30分

上信越道「佐久南IC」からR142経由で約45分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.blanche-sli.com

（E-ｍａｉｌ) teshima@blanche-ski.com

（その他） 担当者：手島　美佐子（てしま　みさこ）

●イベント概要：2015年9月に廃車になった車両。1978年に製造された１１５系の先頭車両で保存車とし
ては唯一となります。冬は休憩所として利用しているが、運転席は立ち入り禁止としている。今回、特別に
運転席を事前予約制で公開します。運転席に座ったり記念撮影をできます。
※ただし、コロナ感染拡大予防対策として人数制限、時間制限をさせていただきます。

●その他のイベント概要：珍しい貴重なモデルの鉄道模型の展示や、プラレールのジオラマの展示、
旧国鉄時代のポスターの展示も同時開催！
●運転席特別見学参加希望者は、事前予約といたします。（募集定員：４０人。参加費：一人１，５００円）
※新型コロナウイルス感染拡大状況によってはイベント中止といたしますのでご了承下さい

―５―

ブランシュたかやまスキーリゾート

中央自動車道「諏訪南IC」からR152経由で約45分　

１人５００円　[電車運転席見学希望者はプラス１，０００円となります]

ブランシュたかやまスキーリゾート

〒386-0601 長野県小県郡長和町大門3652

0268-69-2232 0268-69-2540

イベント 長和町

ブランシュたかやま

クハ１１５　特別見学会

　2015年に廃車になった115系の先頭車両。シーズン中は来場者の休憩所として利用していただいて
いますが、運転席だけは立入禁止となっていました。今回、運転席を特別公開し、見学及び撮影を楽
しんでいただけるよう企画いたしました。
（ただし、コロナ感染対策として完全予約制で時間制限、人数制限をいたします）

９月１２日（日)　　９時～１７時

ブランシュたかやまスキーリゾート

●



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 「森宮野原駅」より徒歩3分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） https://www.s-trail.net/

（E-ｍａｉｌ) office@s-trail.net

イベント 栄村

信越トレイル苗場山延伸記念イベント

　2000年の構想から始まり、2009年9月に斑尾山から天水山までの80kmが運用開始されてから13年。
長年の悲願であった天水山から苗場山までの延伸がいよいよ実現し、2021年9月に全長110kmの道
へと生まれ変わる信越トレイル。
　これまで信越トレイルに携わってくださった皆様に感謝の気持ちを込めて、またこれからもより多くの
方々が関わり、愛されるトレイルとなることを願って、「信越トレイル苗場山延伸記念イベント」を開催し
ます。関田(せきだ)山脈の豊かなブナ林を歩く「山」のステージと、苗場山麓の集落を結ぶ「里」のス
テージ。ロングトレイルとしての魅力がギュッと詰まった、新生・信越トレイルのお披露目となります。

9月25日(土) 13時30分～16時30分、9月26日(日) 7時～18時30分

9月25日(土)…栄村役場かたくりホール(会場)、9月26日(日)…信越トレイル延伸区間
(セクション8～10の一部)

―６―

NPO法人信越トレイルクラブ

※9月26日(日)は栄村役場駐車場に集合、トレッキングスタート地点までバス移動

9月25日(土)…無料、9月26日(日)…4,000円(一般)/3,000円(信越トレイルクラブ会員)

NPO法人信越トレイルクラブ事務局

〒389-2601 長野県飯山市照岡1571-15

0269-69-2888 0269-69-2288

上信越自動車道「豊田飯山IC」から約40分、
または関越自動車道「湯沢IC」から約55分

9月25日(土)は記念シンポジウム。国際山岳医の大城和恵様をゲストに迎えての基調
講演と共に、今回新たに加わるルートの紹介や、トレイル延伸に関わってくださった
方々の思いをつなぐリレートーク、さらには信越トレイルのモデルとなったアメリカのア
パラチアントレイルからのメッセージもあります。
9月26日(日)は記念トレッキング。延伸区間の歩き初めを2コースに分かれて実施。こ
れまでの信越トレイルとは異なった趣の「里と山」を味わえます。

●定員: 9月25日(土)…80名、9月26日(日)…各コース20名ずつ計40名

●
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