
月　日 イベント名 内 　容 開催地 問合せ先

9月1日(日)

11:30～16:00

小諸八幡宮

「八朔相撲」

　元禄４年(1691年)に八幡宮の祭礼行事として当時の藩主

石川能登守乗紀が相撲を始めたとされ、今日まで由緒ある伝

統行事として受け継がれてきました。旧暦の八月朔日(一日)に

行われていることから「八朔」の名があります。

　当日は子供たちが、立派な化粧まわしをつけて市内を練り歩

き、土俵入りをした後、熱のこもった取り組みを披露します。小諸

市重要無形文化財でもある八朔相撲にぜひ、お出かけくださ

い。

八幡宮神社

(小諸市)

小諸市教育委員会

生涯学習課

TEL 0267-22-1700

9月1日(日)
伝統文化体験ワークショップ

BOXタウンをつくろう！

　ボックスタウンは、あらかじめ切り抜いてある建物や風景のイラス

トなど自由に素材を選んで台紙に張るだけで、小さな箱の中に

立体的な軽井沢の「まちなみ」が完成します。皆様の参加をお

待ちしております。

■時　　間:①9:00～10:30 ②11:00～12:30

              ③13:30～15:00

■参 加 費:500円

旧雨宮邸ギャラリー蔵

(軽井沢町)

軽井沢町教育委員会

TEL 0267-45-8695

①9月7日(土)

～8日(日)

12:00～翌12:00

②9月28日(土)

～29日(日)

13:00～翌11:30

北八ヶ岳

苔の森観察会

　白駒の池周辺は、一面の緑の苔に覆われた神秘的は原生

林。美しく神秘的な苔の世界を観察します。専門の講師がご案

内いたします。

■参加費:大人15,000円 小学生10,000円(1泊2日懇親

会費含む)

■要予約

北八ヶ岳苔の会

(佐久穂町)

北八ヶ岳苔の会

①白駒荘

TEL 090-1549-0605

②青苔荘

TEL 090-1423-2725

9月7日(土)

～18日(水)

佐久高原

コスモスまつり

　コスモスの見頃を迎える9月に国道254号線沿いの内山地区

で開催されるお祭りです。

　メイン会場となるコスモス広場では、農産物の直売が行われ、

コスモスの葉や茎を染料として制作するハンカチ作りや、内山の

シンボル荒船山に登るハイキング、地元出身者による音楽とダン

スのライブなど、様々なイベントが開催されます。

　また、夜になると、自然エネルギーを用いたイルミネーションを行

い、一風変わった秋夜のコスモスを観賞することが出来ます。

メイン会場:コスモス広場

(国道254号線沿い)

(佐久市)

佐久市観光協会

TEL 0267-62-3285

①9月7日(土)

②9月28日(土)

①、②ともに

13:30～15:00

歴史民俗資料館

　文化講座

①9月7日「軽井沢の歴史と自然Rev,H;エンジニアの視点か

　　　　　　　ら」

　　■講師　升本喜就氏(技術士(航空・宇宙部門))

②9月28日「浅間山をとりまく縄文世界を紐解く」

　　■講師　水沢教子氏(長野県立歴史館 専門主事)

※①、②ともに聴講料無料、定員30名程度(予約不要)。

離山公園内ギャラリー蔵

(軽井沢町)

歴史民俗資料館

TEL 0267-42-6334

9月8日(日)

14:00~14:30

軽井沢

リゾートコンサート

　9月から10月にかけて文化施設でリゾートコンサートを開催し

ます。第1回として離山公園内にある旧雨宮邸ギャラリー蔵での

演奏をお楽しみください。

　■開演時間:14:00～14:30

　■入館料:400円

　■出演:竹内遥香(ハープ)

　■曲目:ゲオルク･フリードリヒ･ヘンデル:シャコンヌ他

旧雨宮邸ギャラリー蔵

(軽井沢町)

軽井沢町教育委員会

TEL 0267-45-8695

長野県PRキャラクター

「アルクマ」

のオススメ！

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♪詳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。



月　日 イベント名 内 　容 開催地 問合せ先

長野県PRキャラクター

「アルクマ」

のオススメ！

9月14日(土)

　～

11月10日(日)

10:00～17:00

＊最終入場16:30

浅間国際

フォトフェスティバル

2019

　昨年プレイベントとして開催し、51日間で約2万人を集客した

浅間国際フォトフェスティバル。今年度から本格開催します。豊

かな自然に恵まれた環境と、屋内外に数百店のアート写真を組

み合わせることで、今まで体験したことのない五感を刺激する写

真の楽しみ方を提供します。

■料金:入場無料(建物内一部有料1,500円｡中学生以下

無料)

■時間:10:00~17:00(最終入館16:30)

御代田写真美術館

予定地MMOP

(旧メルシャン

軽井沢美術館)

浅間国際フォトフェスティバル

実行委員会事務局

(御代田町企画財政課

地域振興係)

TEL 0267-32-3112

9月15日(日)
軽井沢

リゾートコンサート

　芸術の秋に朗読とコンサートをお楽しみください。朗読では音

楽とのコラボレーションにご期待ください。

■時間　朗読:13:30～14:00

           コンサート:14:15～14:45

■出演者

　　朗読:軽井沢図書館朗読ボランティア「オオルリ」

　　演奏:尾尻雅弘(ギター)、田中美恵子(ヴァイオリン、

　　　　　　 ヴィオラ)

堀辰雄文学記念館

(軽井沢町)

堀辰雄文学記念館

TEL 0267-45-2050

9月20日(金)

～23日(月)

信州小諸

第８回城下町フェスタ

　商家や蔵の空いている空間を活かし、手仕事や食体験の特

設ギャラリーをオープン！今年の目玉は旅館として再生された江

戸時代の脇本陣(粂屋)の公開です。

本町及び大手門周辺

歴史的建物

(小諸市)

城下町にぎわい協議会

(事務局・荻原)

TEL 090-1200-0239

9月21日(土)

～

11月4日(月・休)

軽井沢紅葉まつり

　リゾートマラソンやテニス大会といったスポーツ大会やウォーキン

グイベントなど、さわやかな秋を迎えた軽井沢を満喫できるイベン

トが盛りだくさんです。

町内各所

(軽井沢町)

軽井沢町観光経済課

TEL 0267-45-8579

9月22日(日)

開場13:30

開演14:00

第4回

若き音楽家による

コンサート事業

「黒岩 航紀

ピアノリサイタル」

　東京音楽コンクール・日本音楽コンクールを制した新進気鋭の

若きピアニスト「黒岩 航紀」の演奏会。ドイツベルリンで作られた

幻のピアノ「スタインベルクピアノ」の音色をお楽しみください。

■チケット(全席自由)

　　前売一般:1,200円　当日一般:1,500円

佐久穂町生涯学習館

花の郷・茂来館ギャラ

リー

(佐久穂町)

佐久穂町公民館

TEL0267-86-2041

9月27日(金)

18:00～

音楽のまち・こもろ

ミニコンサート

　9月のミニコンサートは、佐久古楽合奏団による演奏です。ガン

バによるホールコンソート(単一楽器のみの合奏)及びブロークン

コンソート(異なる楽器の組み合わせによる合奏)の形式で、中

世からルネッサンス、バロックの音楽を演奏します。

ステラホール

(小諸市)

小諸市教育委員会

文化財・生涯学習課

TEL 0267-22-1700

　プルーンの産地「佐久」と「生で食べるプルーン」の美味しさを多

くの方々に知っていただくため今年も開催！佐久で栽培された

生のプルーンを食べて、元気よく種を飛ばしましょう。

■内容

①種飛ばしグランプリ(参加費無料)

　1.飛んだ距離を競う「ドラコン」競技

　2.的の近くに飛ばす「ニアピン」競技

両競技とも、男性・一般の部、女性・一般の部、子どもの部(小

学生以下)の３部門を設けます。参加者全員にプルーンをプレ

ゼント！

優勝、準優勝、3位の方には特別賞も！

※募集人数:事前申込約80名(9/12まで)、当日枠約20名

②プルーンの即売会

第4回

プルーン種飛ばし

グランプリ佐久

9月16日(月・祝)

9:30～11:00

道の駅

ヘルシーテラス佐久南

(佐久市)

佐久園芸生産振興協議会

(事務局:佐久地域振興局

農政課)

TEL 0267-63-3145

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♪詳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。



月　日 イベント名 内 　容 開催地 問合せ先

長野県PRキャラクター

「アルクマ」

のオススメ！

9月28日(土)

11:00～12:30

佐久エリア観光PR

イベント@軽井沢駅

　長野県の東の玄関口、軽井沢駅で佐久エリアの観光PRイベ

ントを開催！当日は佐久エリアの市町村などによるブースが出展

されます。ぜひお越しください。

軽井沢駅

自由通路周辺・

しなの鉄道「森の小リス

キッズステーション

in軽井沢」

(軽井沢町)

佐久地域振興局

商工観光課

TEL 0267-63-3157

9月29日(日)

13:30～

小諸市動物園

ペンギンヒナ命名式

　フンボルトペンギンの命名式を行います！イベント参加者には、

ペンギンポストカードのプレゼントもあります。

入園料:大人300円、子ども100円

小諸市動物園

(小諸市)

懐古園事務所

TEL 0267-22-0296

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以降は佐久地域で開催中の美術展・企画展です。

6月15日(土)

～

10月14日(月・祝)

「ＥＤＯ時代はＥＣＯ

だった」

　江戸時代は、物を大切にする究極のリサイクル社会でした。エ

コな江戸時代の暮らしぶりや庶民の知恵を民具や絵図などの資

料から紹介します。

開館時間　9:00～17:00まで(最終入館16:30)

休館日　水曜日(7/15～10/31は無休)

入館料　大人400円・小中高生200円

＊堀辰雄文学記念館と共通です。

追分宿郷土館

(軽井沢町)

追分宿郷土館

TEL 0267-45-1466

6月15日(土)

～

10月14日(月・祝)

歴史民俗資料館

企画展

「軽井沢のあかりと

暮らし」

　軽井沢に別荘が建てられ始めた明治末期は、電気がほとんど

通っておらず、人々は様々な「あかり」を使い日々を過ごしていま

した。本企画では、リニューアルした囲炉裏コーナーとともに、軽

井沢でのあかりの変遷や暮らしぶりについて展示しています。

開館時間　9:00～17:00時まで(最終入館16:30)

入館料　　大人400円・小中高生400円

休館日　月曜日(7/15～10/31無休)

歴史民俗資料館

(軽井沢町)

歴史民俗資料館

TEL 0267-42-6334

7月6日(土)

～

10月31日(木)

「稲垣黄鶴　書の世界

-浅間の麓の風を感じ

つつ-」

　軽井沢に生まれた書家、稲垣黄鶴の作品展です。古典から

現代詩、自作の言葉などをテーマに、漢字や仮名で書かれた作

品を紹介します。

開館時間　9:00から17:00まで(最終入館16:30)

休館日　　7月8日(月)

入館料　　無料

離山公園雨宮邸

新座敷

(軽井沢町)

追分宿郷土館

TEL 0267-45-1466

9月29日(日)

8:00～16:00

長野

コーヒーフェスティバル

2019in御代田

　自家焙煎している県内外の個性あふれるコーヒー店に加え、

コーヒーに合うパンやスイーツなど、約30店舗が出店します。

　今回も、コーヒー各店が「同じ豆・水」を使い、焙煎や入れ方に

よる味の違いを楽しむ「コーヒーの飲み比べ」企画も実施します。

ぜひお楽しみください。

■入場:無料

■飲み比べコーヒー3杯+御代田開催限定オリジナルマグカップ

　　前売りチケット:2,000円、当日券:2,500円

■飲み比べコーヒー3杯

　　当日券のみ:1,000円

■御代田開催限定オリジナルマグカップ

　　当日のみ:1,500円

御代田町役場駐車場

(御代田町)

長野コーヒーフェスティバル

実行委員会

【http://nagano-coffee-

festival.com/】

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♪詳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。



月　日 イベント名 内 　容 開催地 問合せ先

長野県PRキャラクター

「アルクマ」

のオススメ！

7月11日(木)

～

12月1日(日)

室生犀星生誕１３０年

特別企画展

「師弟を超えた交流

-室生犀星と堀辰雄-」

　室生犀星生誕１３０年に合わせて、書簡や作品などの関連

資料を交えながら、室生犀星と堀辰雄の交流及び室生家と堀

家の交流を紹介します。

開館時間　9:00から17:00まで(最終入館16:30)

入館料　大人400円・ 小中高生200円

休館日　水曜日(7/15～10/31無休)

＊入館料は追分宿郷土館と共通です。

堀辰雄文学記念館

(軽井沢町)

堀辰雄文学記念館

TEL 0267-45-2050

8月10日(土)

～

9月16日(月・祝)

松原湖ギャラリー創

「松原高原に集う

作家達シリーズ」展

　松原高原で活動する写真グループ・ものづくり作家達の展示

を、一週間単位で展示します。

8/10～18「写だん佐久写真展」、8/20～9/3「源流写真

展」、9/7～9/16「山野麗色癒しの器展」

開館時間　10:00から17:00まで

休館日　水曜日 ＊入館無料

松原湖観光案内所

ギャラリー創

(小海町)

松原湖観光案内所

TEL 0267-93-2005

8月24日(土)

～

10月25日(金)

歴史民俗資料館企画展

「堀文子スケッチ展

～軽井沢の記録～」

　今年2月に100歳で逝去された日本画家堀文子氏は、軽井

沢町にアトリエを構えて以来30年間、軽井沢を題材にした作品

を多く残しました。本企画展では、描き溜められたスケッチやその

心境をつづった言葉、写真等を展示します。

離山公園内ギャラリー蔵

(軽井沢町)

歴史民俗資料館

TEL 0267-42-6334

7月9日(火)

～

11月17日(日)

生誕130年記念

第89回作品展示

奥村土牛記念美術館

　現代日本画壇の最高峰に位置した日本画家 奥村土牛画

伯生誕130年を記念して、明治後年から折々に描き父の勧め

で初出版したスケッチ集「スケッチそのをりをり」を展示します。画

伯の息づかいを感じる未公開作品をご覧ください。

◇開館時間　9:30～17:00

◇入館料　一般500円・小中学生300円

             (20名様以上団体割引)

◇休館日:月曜日

　7月13日から9月1日まで長野県等主催のミュージアム・スタン

プラリー2019「信州とあそぼう」に参加しています。中学生以下

のお子さまは無料で入館できます。

　参加美術館や資料館などのスタンプ3コでオリジナルグッズや信

州の特産品が抽選で当たります。お出かけください。

奥村土牛記念

美術館

(佐久穂町)

奥村土牛記念美術館

TEL 0267-88-3881

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♪詳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。


