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♪

お・す・す・め！

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。

長野県観光PRキャラクター
「アルクマ」
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※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

容

開催地

問合せ先

佐久市/
子ども未来館

佐久市子ども未来館
TEL.0267-67-2001

〔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。

～6月15日（日）
〔放映時間：各45分〕

内

「ワンピース ザ プラネタリウム」
＆
〔星の王子さま〕
「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。

４月６日まで営業延長決定！ 最後の１週間は毎日イベ
ントが盛りだくさん♪みんなで盛り上がりましょう。
〔3/31(月)～4/4(金)〕
シニア会員抽選会、そば蔵丁子庵感謝祭！ 、キッズ
～４０周年イベント最終章～
軽井沢町/
軽井沢プリンスホテル
パーク祭り、クラッピーカレー棒祭り(3/31)、クラッ
～4月6日（日）
カルスキの春祭り！
軽井沢プリンスホテル
スキー場
ピースープ祭り（4/2、4/4)
【軽井沢プリンスホテルスキー場】
スキー場
TEL.0267-42-5588
〔4/5(土)、4/6(日)〕
宝探し大会、スノーフラッグ大会、キッズパーク祭
り、クラッピー感謝祭、シニア会員抽選会、そば蔵丁子
庵感謝祭！

4月上旬～5月上旬
※詳しい開催時期は
お問い合わせ下さい

女神湖ザゼンソウ祭り

ザゼンソウは、ミズバショウと同じく湿地帯に咲く春
の花です。僧侶が座禅を組む姿に見えることが名称の由
来とされ、ダルマソウとも呼ばれます。
白樺高原の女神湖畔の遊歩道沿いには、毎年約500株
ものザゼンソウが咲き誇ります。湖畔の女神湖センター
では、甘酒のふるまいや自慢のソフトクリームを特別価
格で販売する予定ですので是非お出かけください♪

立科町/
女神湖

女神湖センター
TEL.0267-55-6210

日本有数の観光地「軽井沢」の代表的な別荘地と文化
4月1日（火）～
施設を巡り、その醍醐味を味わえるウォーキングイベン 軽井沢町/町内各所
JR東日本駅からハイキング
JR東日本
25日（金）
ト♪静寂と新緑に包まれた春の軽井沢をゆっくりと楽し
（歩行距離7km）
「きれいな空気の新緑に包まれて軽
駅からハイキング事務局
みましょう！
井沢の別荘地・文化遺産を巡る南
〔受付時間〕
ご参加のお客様には軽井沢観光協会からちょっぴりプ 受付場所：軽井沢駅 TEL.03-5719-3777
原、南ヶ丘コース」
9:00～12:00
レゼントがあります。さらに、コース周辺の一部の店舗
観光案内所
ではお買い物をされたお客様に特典も！

4月6日（日）

4月6日（日）

4月12日（土）、13日
（日）

4月12日（土）～
29日（火・祝）

跡部の踊り念仏

鎌倉時代中期から７００年以上にわたって跡部地区に
受け継がれている踊り念仏です。時宗の開祖「一遍上
人」が霊感により創始した踊りを当時のまま残している
のは全国でもここだけ！
当日は西方寺の本堂内に設置された道場に男性の太鼓
方が１名と女性数名の踊り手が交代で入り、太鼓の周り
を和讃を唱えて回りながら踊ったり跳ねたりするうちに
恍惚無我の境地に入ります。

佐久市/
跡部・西方寺

佐久市観光協会
TEL.0267-62-3285

獅子舞と三番叟

親沢地区の諏方大明神で行われる三番叟と獅子舞は、
江戸元禄時代から伝わる町を代表する芸能。その年の豊
年を祈る祈年祭と言われています。

小海町

小海町役場 産業建
設課
TEL.0267-92-2525

第22回 コッパ・ディ小海

昭和４５年（１９７０年）以前にヨーロッパで生産さ
れたクラシックスポーツカーの祭典。平成３年から小海
町で開催され、世界的に有名なイタリアの「ミッレミリ
ア」の日本版といった大会です。
今でもスーパーカーとして人気の高いフェラーリやポ
ルシェなど総勢１００台の貴重な車が大集結！ なんと大
正時代（１９２０年）に生産された車も走ります!!
毎年大人気のイベントですのでお見逃しなく♪

小海町/
小海リエックス～
茅野、清里エリア

小海町役場 産業建
設課
TEL.0267-92-2525

日本さくら名所百選！
小諸城址懐古園 桜まつり

千曲川を望む高台にある、小諸城址懐古園。園内を埋
める数百本の老桜が咲き乱れ、老松の枝を渡る風も、過
ぎし往古を忍ばせます。小諸固有の桜（小諸八重紅枝垂
れ桜）が美しい花を咲かせて、皆様をお待ちしていま
す。
さらに草笛教室、動物園イベント、春の呈茶、懐古神
社祭など毎週末、たくさんの催し物が開かれます。日本
さくら名所百選「懐古園の桜」をお楽しみください。

小諸市/
懐古園

小諸市懐古園事務所
TEL.0267-22-0296

4月19日（土）、
20日（日）

4月19日（土）、
20日（日）

第28回 ツール・ド・八ヶ岳

峠にチャレンジ！ 目指せ、標高2127mの麦草峠！！ ス
ポーツサイクルシーズンの幕開けを告げる｢ツール・
ド・八ヶ岳｣は、第28回目を迎えます。
スタート地点の佐久穂町堂河原地区から雪の壁に挟ま
れた標高2127mの麦草峠（標高差1300m）までの25kmを一
気に駆け上がる名物ヒルクライムレースです。

第47回 佐久市強歩大会

山梨県韮崎市から長野県佐久市まで八ヶ岳山麓（国道
141号）を夜を徹して歩く！ 全長78km、最大標高差約
1,000mの過酷なコースに、毎年リタイアする参加者が続 韮崎市/韮崎小学校 佐久市強歩大会事務局
出！ それでも各地からたくさんの挑戦者が韮崎に集結し ～佐久市/総合体育 （佐久市総合体育館 内）
TEL.0267-62-2020
ます。体力に自信がある方、チャレンジしてみてはいか
館
がでしょうか。
※佐久市総合体育館より韮崎駅まで貸し切りバスあり

全国から馬子唄の愛好者が集まり自慢ののどを競いま
す。
小諸馬子唄は、その昔、小諸宿から追分宿、碓氷峠へ
の街道を往来する馬子衆たちが、雄大な浅間山を眺めな
がら、おおらかに歌った道中唄でした。その後、民謡と
して全国に紹介され多くの方に歌い継がれ、小諸市の重
要無形文化財にも指定されています。

佐久穂町/
麦草峠

ツール・ド・八ヶ岳大会
事務局
TEL.03-5276-3076

小諸市/
文化センター

小諸馬子唄全国大会
事務局
TEL.0267-26-2077

北八ヶ岳を横断するメルヘン街道（国道299号）は佐
久穂町・小海町と茅野市を結ぶ山岳ドライブコース！ 国
道としては日本で2番目に高い、標高2127mの麦草峠を越
えることで注目されています。
4月24日（木） メルヘン街道（国道299号）開通式
毎年春の訪れとともに、１mの雪の壁に挟まれた麦草
峠の頂上で開通式が行われます。地元保育園児も参加す
るテープカットやイタリア車のパレードなど、高原にふ
さわしい爽やかな式典となっていますので是非お越しく
ださい。

佐久穂町・小海町/
メルヘン街道（国道
299号）

佐久穂町役場 産業
振興課
TEL.0267-88-3956

春のカーリング大会

ソチオリンピックで大盛り上がり！ 今話題のカーリン
グを、日本最大級の通年型ホールで体験しませんか？初
めての方大歓迎の初心者向けプログラムです。インスト
ラクターがついて、60分間基本ゲームが1人￥2,310
（4/1より￥2,380）です。毎回定員10名程度ですのでお
申し込みはお早めに！

軽井沢町/
軽井沢アイスパーク

軽井沢アイスパーク
TEL.0267-48-5555

荒船出世不動尊例祭（荒船山）

弘法大師作と伝えられる不動明王を祀るお堂。川中島
の合戦の際に、武田信玄が移したと言われています。毎
年４月28日に例祭が行われ、登山者などで賑わいます。
※荒船山不動尊まではマイクロバスを利用（乗用車不
可）

佐久市/
荒船山不動尊

佐久市観光協会
TEL.0267-62-3285

根神社式三番叟

「式三番叟」とは、天下泰平とその年の豊作を願い奉
納される神楽で、千歳、翁、三番叟の三役によって演じ
られます。毎年４月29日に奉納され、笛・太鼓・鼓の音
に合わせて白色尉や黒色尉の面をつけて古式豊かに舞の
奉納を行います。

佐久市/
春日宮の入

佐久市望月支所
経済建設課
TEL.0267-53-3111

4月20日（日）

4月26日（土）～
29日（火・祝）

4月28日（月）

4月29日（火・祝）

第21回小諸馬子唄全国大会

昭和19年から22年まで小諸市で生活し、多くの貴重な
作品を残した近代俳句の巨匠・高浜虚子。平成12年3月
4月29日（火・祝） 第１5回虚子・こもろ全国俳句大会 の記念館開館に合わせて始まった「虚子・こもろ全国俳
句大会」が今年15回目を迎えます。俳句を通して「ス
ケッチ文化都市こもろ」に触れてみて下さい♪

小諸市/
ベルウィン小諸

JR東日本駅からハイキング
JR小海線羽黒下駅を出発し佐久穂町のおススメお花見
4月29日（火・祝） 「sakura咲く佐久穂の季節です！ スポットなどを巡ります！ 町中に点在する古くから新し
～さくほいいずら花見旅～」
きまでの桜の世界をお楽しみください。

佐久穂町/
羽黒下駅～町内

TEL.03-5719-3777

軽井沢町/
町内各地

軽井沢観光協会
TEL.0267-42-5538

4月29日（火・祝）
～6月15日（日）

軽井沢若葉まつり

期間中はハイキングや野鳥観察、乗馬体験など、ス
ポーツと自然を親しめるイベントが満載！自然との一体
感を味わったり、スポーツで爽快感を満喫したり、軽井
沢での滞在をより楽しく、よりお得に満喫して頂けるメ
ニューを取り揃えています♪新緑に包まれた春の軽井沢
に是非お越しください。
※イベントの詳細については軽井沢観光協会のHPやパン
フレット等でご確認下さい。

「第15回虚子・こもろ全国俳
句大会」実行委員会

TEL.0267-23-8880

JR東日本
駅からハイキング事務局

