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7月15日（火）～
10月31日（金）

ぐるっと信州2014
～食と体験の祭典～

　しあわせ信州観光キャンペーンの特別企画と
して、県内各地の体験プログラム、美術館・博
物館・動物園、信州の魅力ある食や特産品など
を紹介。見て、聞いて、感じて、食べて、五感
で体験する信州の魅力を提案するスタンプラ
リーを開催中です。
　スタンプを集めて、ステキなプレゼントをも
らおう♪♪

県内全域
佐久地方事務所商工観光課
TEL.0267-63-3157

9月27日（土）～
10月5日（日）

信州小諸
・城下町フェスタ

　使われていない歴史的建物等を活かした、工
芸や手仕事の作品、古布やアンティークの店＆
カフェなど10軒が期間限定で開店。小諸の魅
力をめぐり歩く企画です。建物内部も宅拝でき
る「蔵出し市」も期間中に開催。

小諸市／
北国街道（本町区）

・小諸城内地区（大手
区）周辺

城下町にぎわい協議会
（本陣主屋）

TEL.0267-24-7788

10月3日（金）
       ４日（土）

ほんまち蔵出し市

　旧北国街道に当たる小諸市の本町通りで、
「ほんまち蔵出し市」が開かれます。古い蔵や
町家の公開、野菜などの販売があり、毎年多く
の市民らでにぎわっています。本町3丁目の約
200メートルを歩行者天国にし、沿道には野菜
や菓子などを売る店が並びます。

小諸市／
本町三丁目

（歩行者天国）

ほんまち町屋館
TEL.0267－25－2770

10月4日（土）
信州北国街道

蕎麦グルメ・ウォーキング

　北国街道は、追分宿（軽井沢町）～出雲崎
（上越市）までをつなぐ街道で、善光寺への参
拝、佐渡の金の運搬、参勤交代などでにぎわっ
た重要な街道でした。蕎麦の味を楽しみなが
ら、小諸市の自然風景、宿場・城下町の面影、
国重要文化財を巡るウォーキングイベントを開
催します。
　秋の北国街道ウォーキングに参加してみませ
んか？

小諸市内
小諸市観光協会

TEL.0267-22-1234

１０月４日（土）
          ５日（日）

ぞっこん！さく市（いち）

　佐久平の文化や風土、地元にある技術・素材
を活かした展示・販売が行われます。実演や体
験を通じて、地域の産業振興を図ることを目的
に開催している総合イベントです。

佐久市/
駒場公園
長野牧場

ぞっこん！さく市事務局
佐久商工会議所内

TEL:0267-62-2520

10月4日（土）
        5日（日）

KOUMI100
（OSJトレイルランニング

レース）

　小海町単独では、はじめてのOSJシリーズ初
の周回による100マイルレースが、八ヶ岳東部
小海町松原湖周辺から稲子湯周辺にかけて開催
されます。32kmを5周回と選手には厳しい
コースです。

小海町／
松原湖周辺から稲子

湯周辺

松原湖観光案内所
TEL.0267-93-2005

10月5日（日）
 ※毎年10月第1日

曜開催予定

第20回 信州小諸
ふーどまつり

　今年もやります！信州小諸ふーどまつり。
　今年のテーマは「小諸の歴史の再発見」。
　PR広場では各事業所や団体、グループなど
が活動をアピール。
　ステージコーナーでは、様々な団体や個人が
「自分のステージ」を披露します。

小諸市／
小諸市相生町通り、
藤村プロムナード、

ほんまち町屋館

信州小諸ふーどまつり連絡会
（小諸商工会議所内）

TEL.0267-22-3355

10月5日（日） エキナカ縁日2014

　昨年、大好評だったこのイベント。今年も、
長野県PRキャラクター「アルクマ」が駅長
バージョンで登場！アルクマ駅長と一緒に通過
する新幹線を間近で見学。そして、じゃんけん
対決！アルクマ駅長に勝ってアルクマグッズを
ゲットしちゃおう！
　他にも、東北・北陸の名物駅弁や地酒の販
売、鉄道模型の展示など盛りだくさんです。

佐久市/
佐久平駅

プラザ佐久
TEL.0267-68-7433

10月11日（土）
第３９回

女神湖歩け歩け大会

　標高700mの権現山運動公園から1500mの
女神湖まで、紅葉に染まった白樺高原をじっく
り味わうイベントです♪　澄み切った空気と平
地より一足早い赤やオレンジ色の世界をお楽し
みください。
集合：権現山運動公園多目的グラウンド

立科町/
権現山公園～女神湖

立科町教育委員会
TEL0267-56-2311

10月12日(日) 商工祭まつたけそば祭り

　先着300名様に南相木村産のキノコを使った
キノコ汁無料サービスを行います！
他にも、「まつたけそば、まつたけおにぎり農産
物等の出店コーナー」、「ビンゴ大会」などイベ
ント盛り沢山！「まつたけ重量当て大会」では優
勝者にまつたけをプレゼント！ぜひお越し下しさ
い。

南相木村／
南相木温泉 滝見の

湯

南相木村商工会
TEL.0267-78-2956

☆･･･「信州の山」に関する行事

長野県観光PRキャラクター 

「アルクマ」 

佐久地域では、このほかにもたくさんのイベントが行われます♪　くわしくは市町村や観光協会のホームページをご覧ください。
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☆･･･「信州の山」に関する行事

長野県観光PRキャラクター 

「アルクマ」 

10月12日（日） 八千穂高原紅葉祭

○丸太切り大会○地元ミュージシャンのライブ
○フワフワ○ミニＳＬ「恋人の聖地号」
○恋人の聖地で愛を叫ぶコンテスト
○白樺ウォーク（ガイド付きウォーキング）
○白樺ダンス
○八千穂レイク一周宝探し○釣りキング大会
○木工クラフト工房○ちびっこランド　他

佐久穂町／
八千穂レイク周辺

佐久穂町商工会青年部
TEL.0267-86-2275

佐久穂町観光協会
TEL.0267-88-3956

10月 12日（日）
第22回

マイティデューロ
・ＭＴＢ２４時間

耐久レース

　夜間でも安心してコーナリングが楽しめると
評判のマレットゴルフコースを縫うようにレイ
アウトされた4.5kmの特設コース。
　元祖MTB24時間耐久レースのスタートにあ
なたも立ち会ってみませんか！？

小海町/
松原湖オートキャンプ場

小海プティリッツア探索委員
会事務局

TEL.0267-93-2539

10月12日（日） 浅科中山道塩名田宿場祭り

　 千曲川の目の前に広がるその昔は河川交通
 の要衡「塩名田宿」。
　 石畳がつづく宿場で、太鼓演奏や民謡流し、
 さらには出店も立ち並ぶ味のある賑やかなお
 祭りです♪

佐久市/
浅科塩名田宿お滝通り

佐久市役所
観光交流推進課

TEL.0267-62-3285

10月12日（日）
ＪＲ駅からハイキング

野辺山

　ご飯を盛ったような美しい形の飯盛山から、
３６０度の大パノラマを見ませんか？
　ＪＲの駅で一番標高の高い野辺山駅をスター
ト。山頂からの眺望はもちろん、高原野菜畑の
続くのどかな風景の中にある宇宙電波観測所や
牧場などで自然を満喫できるコースです。

南牧村/
JR野辺山駅

駅からハイキング事務局
TEL.03-5719-3777

10月18日（土）
～19日（日）

あぐりの湯開館
15周年記念2014

あぐり祭

　各種農産物や食料品、衣料品など大特価販売
（子供向け露店の出店あり）
　当日、入浴券を購入されたお客様を対象に、
地元農産物や「あぐりの湯」入浴券などの景品
が当たる大抽選会を開催します。

小諸市／
あぐりの湯こもろ

あぐりの湯こもろ
TEL.0267-24-4126

10月18日（土）
～11月5日（水）

第49回 東信菊花展

　懐古園の秋の風物詩として知られている菊の
祭典「東信菊花展」。
　県内各地から出展される約600点の菊が城址
内の紅葉に美しく映え、訪れる人々に素晴らし
い感動を与えてくれます。

小諸市／
小諸城址「懐古園」

馬場

東信菊花展実行委員会事務局
（小諸商工会議所内）

TEL.0267-22-3355

10月18日（土）
～11月16日

（日）
懐古園紅葉まつり

　日本100名城のひとつ、紅葉の名所「小諸城
址懐古園」で開催します。苔むした石垣の緑と
黄、橙、朱に染まる紅葉した園内のケヤキやモ
ミジ、カエデなどの樹々とのコントラストをお
楽しみください。

小諸市／
小諸城址「懐古園」

小諸市懐古園事務所
TEL.0267-22-0296

10月19日（日）
中山道ウォーキング

inたてしな

　木々が鮮やかに染まる秋、「信州たてしな」
の中山道を歩くイベントです。笠取峠の松並木
から芦田宿、さらには茂田井間の宿へと続く道
のりを、自然や歴史を目で、耳で、肌で感じな
がら散策します。随所で行われる心をこめた
「おもてなし」がみなさんの心と体を癒しま
す。

立科町／
旧中山道界隈

「たてしなの中山道を歩く」
実行委員会

（立科町役場町づくり推進課
内）

TEL.0267-56-2311

10月19日（日）
小海町紅葉ウオーク

　（社）日本ウォーキング協会が公認する「ノ
ルディックウォーキング」大会。
　秋の松原湖高原の豊かな自然の中で森林浴
と、温泉を満喫する健康ウォークを楽しみま
しょう！

小海町/
松原湖スケート

センター

小海町紅葉ウォーク実行委員
会事務局

（小海町役場観光係）
TEL0267－92－2525

10月25日（土）
～26日（日）

（予定）

マンズワイン
小諸ワイナリー収穫祭

　海外コンクールでも数々の受賞歴を誇るワイナ
リーの収穫祭。

小諸市／
マンズワイン

小諸ワイナリー

マンズワイン小諸ワイナリー
TEL.0267-22-6341

10月26日（日）
南相木ダム

ふれあいウォーク

　白い石灰岩で覆われたロックフィルダム「南
相木ダム」の周辺をウォーキングしてみません
か。標高1532ｍ。大規模なダムとしては日本
一標高の高い場所にあります。
　紅葉真っ盛りの大自然をご堪能下さい。

南相木村/
南相木ダム

南相木村役場
振興課

TEL.0267-78-2121

10月26日（日） 平尾山もみじ祭り　

　秋の深まる平尾山公園で紅葉を見ながらバー
ベキュー、ステージイベントを楽しむイベント
です。農産物の直売やマス釣り・金魚すくい、
ヨーヨー風船のプレゼントなど家族で楽しめま
す。

佐久市/
平尾山公園

（「パラダ」）

佐久市役所
観光交流推進課

TEL.0267-62-3285

佐久地域では、このほかにもたくさんのイベントが行われます♪　くわしくは市町村や観光協会のホームページをご覧ください。


