
☆･･･「信州の山」に関する行事

月　日 イベント名 内 　容 開催地 問合せ先

～6月8日（日）
信濃路自然遊歩道

ハイキング

○散策コース＝軽井沢駅→峰の茶屋→小瀬温泉→軽井
沢駅（約７㎞）
○ハードコース＝軽井沢駅→峰の茶屋→個浅間山→小
瀬温泉→軽井沢駅（約12㎞）

軽井沢町/
信濃路自然遊歩道

草軽交通㈱
TEL.0267-42-2441

～6月15日（日）

〔放映時間：各45
分〕

※詳しい時刻は
お問い合わせ下さい

※団体予約優先
※休止あり

「ワンピース　ザ
 プラネタリウム」

＆
「星の王子さま」

〔ワンピース〕
　ルフィ率いる麦わらの一味が、プラネタリウムを観
に来た観客と一緒に星空を大航海！四季の星座や宇宙
の神秘を麦わらの一味の大冒険に重ねあわせて紹介し
ます。

〔星の王子さま〕
　サン＝テグジュペリが描いた永遠の名作「星の王子
さま」がプラネタリウムに登場します。主人公が王子
さまとの出会いで見つけたものとは？あなたも目には
見えない大切なものを探しに行きませんか。

佐久市/
子ども未来館

佐久市子ども未来館
TEL.0267-67-2001

～6月15日（日） 軽井沢若葉まつり
　新緑の軽井沢でハイキングや野鳥観察の集いなど、
スポーツや自然と親しめるイベントを町内各地で開催
します。

軽井沢町/
各地

軽井沢町観光経済課
TEL.0267-45-8579

～6月の土･日･祝日

松原湖高原
山菜採り

（要予約・有料）

　小海町町民または小海町に宿泊者・別荘利用者限
定。山菜採り名人が、コゴミ・タラノメ・ゼンマイ等
の山菜採りにご案内します。

小海町/
松原湖周辺

松原湖観光案内所
TEL.0267-93-2005

～6月30日（月）
※水曜日を除く

駅からハイキング
『信州中山道を往く

映画の舞台
「追分宿」探訪』

　話題の映画「風立ちぬ」の舞台を訪ねて、文人・知
識人たちが住んだ場所を探訪するハイキング。数多く
の文人・知識人たちが愛した散歩道を歩きましょう。
　※受付場所：軽井沢駅内観光案内所

軽井沢町/
軽井沢駅～

駅からハイキング事務局
TEL.03-5719-3777

～6月30日（月）

駅からハイキング
『アート水色の道　芸術の

かほりにつつまれて
塩沢～風越公園コース』

　新緑深まる軽井沢の自然と芸術を楽しみながら文化
を感じるゆったりしたひと時を。芸術の香り高いコー
スを歩きながら心身共に癒され軽井沢の文化を感じて
みませんか。
　※受付場所：軽井沢観光案内所（中軽井沢駅・くつ
かけテラス内）

軽井沢町/
中軽井沢駅～

駅からハイキング事務局
TEL.03-5719-3777

5月31日（土）
・6月１日（日）

第13回ジーロ・デ・
軽井沢

　軽井沢万平ホテルをメイン会場として、一般公道を
走るクラシックカーによるタイムラリー、ヒルクライ
ム。新緑の美しい軽井沢、浅間山麓周辺を２日間で約
３５０キロを走ります。

軽井沢町/
町内各地

ジーロ・デ・軽井沢
実行委員会

TEL.0267-45-4271

6月１日（日）
夏山開き・
すずらん祭

　白樺高原では、蓼科山開き・蓼科牧場開きの後すず
らん祭りを開催します。お祭りの中では、山菜の天ぷ
らやつきたてお餅のふるまい、先着で根付きすずらん
と開運の駒をプレゼントします。
　また蓼科牧場は、10月下旬まで「蓼科ふれあい牧
場」としてヒツジやヤギをはじめ、ミニブタやウサ
ギ、ポニーやアルパカも放牧され、動物とふれあうこ
とができます。ぜひお出かけください。

立科町／
蓼科牧場前広場

白樺高原総合観光
センター

TEL.0267－55－
6201

6月1日（日） ☆八ヶ岳開山祭

　今年で開山60年！さらに、八ヶ岳が中信国定公園
に指定されて50周年の記念の年でもあります。
　開山祭の参加者には、60周年記念バッジをプレゼ
ントします。
　※ 残雪や凍結箇所があるので、軽アイゼン等の滑
り止めが必要です。

小海町・茅野市／
南八ヶ岳：赤岳山頂
（荒天等の場合は行者小屋

前）

北八ヶ岳：北横岳山頂
（荒天等の場合は北八ヶ岳
ロープウェイ山頂駅前）

茅野市役所観光課
TEL.0266-72-2101

６月７日（土）
フィンランド夏至祭

in松原湖

　小海町は八ヶ岳の麓、松原湖高原が森と湖の国フィ
ンランドにとてもよく似ていることから、国際的交流
の輪が広がっています。
　夏至祭をとおして、自然と人・自然と自然・人と人
の結びつきを大切にし、自然を知り、学び、感じ、楽
しみ、限られた資源、限られた生命の循環を考え、未
来の創造につなげたいという願いを込めて、巨大コッ
コ（かがり火）を囲み、フィンランドの皆様や地域の
皆様との交流を進めます。

小海町／
松原湖

松原湖観光案内所
TEL.0267-93-2005
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6月7日（土）
～7月6日（日）

オールドローズ
まつり

　広大な浅間山を背景に、190種ほどの個性的で神秘
的なオールドローズが一斉に花を咲かせます。
　オールドローズの芳しい香りや様々な花の姿をお楽
しみ下さい。その他にも１万株のラベンダーをはじめ
とした350種以上のハーブも楽しめます。

小諸市／
夢ハーベスト農場

夢ハーベスト農場
TEL.0267-25-9255

6月8日（日）
第38回

立原高原つつじ祭

　約2万株のレンゲツツジが群生する立原高原にてつ
つじ祭を開催します。
　当日は、歌謡ショー、ヒーローショーや地元のみな
さんによる舞踊・ダンスなどを開催します。
　さわやかな高原で1日をお楽しみください。

南相木村／
立原高原野外ステー

ジ

南相木村観光協会事務局
TEL.0267-78-2121

6月8日（日） ☆金峰山開山祭
　日本百名山の一つ「金峰山」の開山祭です。今年は
登山家・田部井 淳子さんとご一緒に登山をお楽しみ
いただけます！

川上村／
廻り目平キャンプ場

～金峰山山頂

（一財）川上村振興公社
TEL.0267-97-2070

6月8日（日）
第10回 野辺山高原

小梨まつり

　当日は午前8時30出発で山菜採りツアー・飯盛山ハ
イキングツアーの２コースを開催！そのほか、飲食物
販売、ステージでのアトラクション、豪華景品が当た
るビンゴゲーム（参加費無料）など盛りだくさんの内
容です。
　野辺山へお越しの際は、ぜひこのイベントを楽しん
でみてはいかがでしょうか？

南牧村／
農村文化情報交流館

南牧村商工会
・小梨まつり実行委員会

TEL.0267-96-2134

  6月14日（土）
・9月7日（日）

・10月26日（日）

中山道の宿場と街道
を歩こう

　中山道芦田宿から笠取峠・和田峠を越えて下諏訪宿
へ歩くツアー。このツアーでは普段一般には公開され
ていない「芦田宿本陣土屋家」と長久保宿の「釜鳴屋
竹内家」（長和町指定文化財）を特別に見学できま
す。

立科町、長和町/
中山道エリア

信州・長和町観光協会
TEL.0268-68-0006

６月１４日（土）
☆小海町

八ヶ岳開山祭

　夏山登山の始期に、登山者の安全を祈願します。式
典終了後、アルプホルンの演奏や会費制によるバーベ
キューパーティーがあります。

佐久穂町・小海町／
白駒の池

小海町役場産業建設課
TEL.0267-92-2511

６月１４日（土） ☆初心者の為の山登り

　山の専門家と八ヶ岳を楽しもう。
　○料金：大人　5,000円
　＊最低催行人数：4名　＊昼食持参

立科町・茅野市／
蓼科山

NPO法人蓼科
・八ヶ岳国際自然学校
TEL.0266-67-1115

6月15日（日）
横山祖道草笛禅師を偲ぶ
会と小諸懐古園草笛のつ
どい

　小諸城址「懐古園」で、旅人を相手に草笛を22年
間吹き続けた禅僧・横山祖道師を偲んで、草笛の吹奏
と草笛教室が行われます。

小諸市／
懐古園内馬場

小諸草笛会
TEL.090-3149-

5433

6月15日（日） ☆浅間山自然観察会
　浅間山（湯の平）周辺に生息する貴重な高山植物
「ユキワリソウ」の観察をしながら、貴重な自然を楽
しみ守っていくことを学びます。

小諸市／浅間山黒斑
コース

浅間山クラブ
TEL.090-7268-

3338

6月21日（土）
～8月10日（日） ラベンダーまつり

　広大な浅間山を背景に、15,000㎡の敷地に350種
以上のハーブ（ラベンダーだけでも14種類、1万株）
が植えられています。
　期間中入場頂いたお客様は、ラベンダーを30本ま
で入園料のみで摘み取り頂けます。オーナー制やオー
ルドローズも楽しめます。

小諸市／
夢ハーベスト農場

夢ハーベスト農場
TEL.0267-25-9255

６月28日（土）
・29日（日） ☆苔の観察会

 講師の先生をお招きし、日本の貴重な苔の森に選ば
れた北八ヶ岳の苔の森で観察会を行う1泊2日のイベ
ントです。

佐久穂町／
集合：高見石

小屋

北八ヶ岳苔の会
TEL.0467-87-0549

6月29日（日）
松原湖ヘラフィッシ

ングフェスタ

　ボートでのへら鮒釣りの大会です。初心者の方も大
歓迎です！！
　○参加費 4,000円(釣り券500円別)
　○開催時間 AM5:15～PM14:00(納竿PM14:00)

小海町／
松原湖

小海町役場産業建設課
TEL.0267-92-2511
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