
月　日 イベント名 内 　容 開催地 問合せ先

10月6日(日)

10:00～15:00
信州小諸ふーどまつり

　小諸の新たな食文化(Food)の開発や地域性(風土)の

掘り起し、そして街歩き(Foot)を目的として毎年秋に開催

される「信州小諸ふーどまつり」。買い物や食べ歩き、各種

ステージイベントに大勢の人で賑わいます。

小諸駅前相生町通り、

藤村プロムナード、

ほんまち町屋館、

小諸市庁舎前　ほか

(小諸市)

小諸商工会議所

TEL 0267-22-3355

10月6日(日)

1回11:00～

2回13:00～

第3回工作イベント

ふーどまつり特別企画

「読書の秋

本を食べよう～和綴じ

読書手帳づくり～」

　小諸市内イベント「ふーどまつり」との連動企画として、図

書館の読書ダイアリーの和綴じ本を作ります。

【対象・定員】針を扱える方。各回10人。

小諸図書館

(小諸市)

市立小諸図書館

TEL 0267-22-1019

10月6日(日)

　13:00～15:00
第3回こもろ映画祭

　大学生が小諸を舞台に制作した短編映画を上映し、来

場者の投票によりグランプリを決める「こもろ映画祭」が今年

も開催。

　美南ガ丘小学校合唱部の合唱披露や小諸高校の部活

PR動画上映なども行われます。芦原中学校生徒や、東保

育園園児など市内の子どもたちも作品に出演！

ステラホール

(小諸市)

小諸市企画課市民協働係

TEL 0267-22-1700

10月6日(土)
浅間山

ボルケーノラブ活

　前回カップル成立率50％！婚活界の松岡修造と全国

紙で有名な婚活コーディネーターがプロデュース！

【参加費】女性5,800円、男性7,800円

(ガイド料、入浴料、ランチ代込)

黒斑山

(小諸市)

こもろ観光局

TEL 0267-22-1234

10月12日(土)

　9:00～16:00

10月13日(日)

　9:00～15:00

第35回

小諸市公民館まつり

　公民館まつりは【つくって、みつけて、まなべる】市民交流の

場。そして日頃の活動発表の場として、今年も開催！

　令和初の公民館まつりスペシャルイベント、高校生による

書道パフォーマンスも登場！

小諸市文化センター

(小諸市)

小諸市文化センター

TEL 0267-23-8880

10月12日(土)

～14日(月・祝)

※レースは13・14日

OSJ KOUMI100

　今年もOSJシリーズの周回による100マイルレースの開催

が決定。八ヶ岳東部の小海町松原湖周辺から稲子湯にか

けて33kmのコースを5周回！

　各エイドステーションへは車でのアクセスが可能。応援者・

家族とともに攻略してください！

松原湖～稲子湯周辺

(小海町)

OSJ KOUMI100実行委員会

TEL 0467-84-8639

10月13日(日)

9:30～15:30

中山道塩名田宿

宿場祭り

　古くから千曲川を渡る人々で栄えた塩名田宿。会場周

辺では、宿場の風情を今も偲ばせております。

　宿場綱引き大会など皆様に参加していただけるイベントも

開催。

塩名田宿お滝通り

(千曲川　中津橋東側)

(佐久市)

佐久市浅科支所　経済建設

係

TEL 0267-58-2001

10月13日(日)

9:00～15:00
八千穂高原紅葉祭

　丸太切り大会やつりキング、プルーンの種飛ばし、佐久穂

町の特産品販売、花さく太鼓などなど、イベント盛りだくさ

ん！

八千穂レイク公園

(佐久穂町)

佐久穂町商工会

TEL 0267-86-2275

10月13日(日) リサイクル本市

　恒例のリサイクル本市を今年も開催します。雑誌

(2016/4～2017/3)や除籍本などをお持ち帰りしていただ

けます。

市民交流センター

会議室1～3

(小諸市)

市立小諸図書館

TEL 0267-22-1019

長野県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♪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」

10月19日(土)
トラウマ克服登山

黒斑山コース

　高山植物・コケ類などを見ながら進みます。「登山って辛そ

う」と思っているあなた向けのガイド付きトレッキング。黒斑山

山頂からの雄大な浅間山を眺めることができます。

【参加費】5,800円

※特製おにぎり弁当＆温泉入浴券付き！

黒斑山

(小諸市)

こもろ観光局

TEL 0267-22-1234

10月19日(土)

・20日(日)

10:00～17:00

あぐり祭

　開館20周年を迎える今年も、日頃のご愛顧に感謝を込

めて「あぐり祭」を開催。恒例の抽選会(空くじなし)では「信

州蓼科牛」が当たるチャンス！他にも、寄席、ステージ演目

など楽しいイベント盛りだくさん。

あぐりの湯こもろ

(小諸市)

あぐりの湯こもろ

TEL 0267-24-4126

10月19日(土)

～

11月17日(日)

小諸城址懐古園

紅葉まつり

　日本百名城のひとつ、紅葉の名所「小諸城址懐古園」で

開催。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。

■散策券　大人:300円　小人:100円

懐古園

(小諸市)

小諸市懐古園事務所

TEL 0267-22-0296

10月20日(日)

15:30～

ひだまりサロン

「コンサート」

　コマドリ会の皆さんによる独唱コンサートです。フルートの伴

奏もお楽しみください。

小諸図書館

ひだまりのひろば

(小諸市)

市立小諸図書館

TEL 0267-22-1019

10月20日(日) 甲冑野点

　戦国時代の漢(おとこ)のお茶会「甲冑野点」。徳川秀忠

茶道指南役【古田織部】が点てますお茶をセンゴク甲冑隊

がお運びします。

懐古園

(小諸市)

こもろ観光局

TEL 0267-22-1234

10月25日(金)

18:00～

音楽のまち・こもろ「ミ

ニコンサート」

　小諸市はまちじゅうに音楽の溢れる「音楽のまち・こもろ」

を目指し毎月１回ミニコンサートを開催しています。10月

は、小野寺麻紀によるピアノ演奏。「別れの曲」をはじめ、

親しまれている名曲をお届けします。

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

旧三笠ホテル

軽井沢リゾート

コンサート

①10月14日(月・

祝)

②10月19日(土)

　旧三笠ホテルで奏でる演奏をお楽しみください。

①ｳﾞｧｲｵﾘﾝ・チェロ・ピアノ・チェンバロでNHK大河ドラマより

「風林火山」やジャズナンバーより「枯葉」等の演奏。

■時間　11:00～11:30(1回目)

　　　　   14:00～14:30(2回目)

■参加費　400円

■出演　【浅間山重奏】加藤美菜子(ヴァイオリン)、加藤

晧平(チェロ)、安田亜美(ピアノ、チェンバロ)

②ｳﾞｧｲｵﾘﾝ・チェロ・ギターでアストル・ピアソラの「ミロンガ」や

「ブエノスアイレスの夏」等の演奏。

■時間　11:00～11:30(1回目)

　　　　　 14:00～14:30(2回目)

■参加費　400円

■出演　杉原桐子(ヴァイオリン)、小野恵美(チェロ)、尾尻

雅弘(ギター)

旧三笠ホテル

(軽井沢町)

生涯学習課　文化振興係

TEL 0267-45-8695

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」

10月26日(土)

受付9:00

開会式9:40

スタート10:00

小海町紅葉ウォーク

　小海リエックスホテルから、白樺林道や別荘地を通る

8.5kmのコースをウォーキング。自然豊かな心地よい秋の

小海町をお楽しみください。

【参加費】大人1,500円　中学生以下無料

(会場内の飲食ブースやキッチンカーで使用できるお食事券

1,000円分付き！)

※北八ヶ岳・小海 星と自然のフェスタ同時開催。

小海リエックス特設会場

(小海町)

小海町役場　産業建設課

TEL 0267-92-2525

10月26日(土)

10:00～13:00

＊集合9:30

東信州

中山道ウォーキング

　案内人と歩く東信州中山道ウォーキング「岩村田宿」！

　かつての城下町と創業591年のホテルで楽しむ旅。参加

者にあじろ笠をプレゼント！

【参加費】3,000円(別途昼食代1,200円)※要予約

集合:佐久ホテル

(佐久市)

東信州中山道連絡協議会

TEL 0267-32-5435

10月26日(土)

13:30～15:00

秋の講演会

（東洋大学講師派遣

事業共催）

　文化の秋に相応しい講演をお楽しみください。

■講師　竹内 清己 氏(東洋大学名誉教授)

■演題　『信濃路にみる＜恋―愛＞のメモリー 堀辰雄／

看取りの結婚者』

■定員　50名(申込先着順)

■対象者　中学生以上

■参加料　無料

追分公民館

（軽井沢町）

堀辰雄文学記念館

TEL 0267-45-2050

10月26日(土)

15:00～18:00

KOMORO

WINE　DAYS
　新しい作り手による小諸のワインが集合します！

停車場ガーデン

(小諸市)

小諸ワイン委員会

(事務局　小諸市役所農林課)

TEL 0267-22-1700

10月26日(土)

・27日(日)
マンズワイン

小諸ワイナリー収穫祭

　最初の一杯をグラスと共に300円で購入すると、以降のワ

イン・ジュースは一杯50円の格安価格で楽しめます。焼肉・

焼き鳥などの美味しい出店も多数出店！

マンズワイン小諸ワイナ

リー

(小諸市)

マンズワイン小諸ワイナリー

TEL 0267-22-6341

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以降は前月からの継続イベントです。

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:一般1,500円(無料エリア有)、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

10月25日(金)

～27日(日)

※イベントは

26日AM10:00

~27日PM14:00

北八ヶ岳小海・

星と自然のフェスタ

2019

　小海町の素晴らしい星空と自然を多くの方に知ってもらう

ため、今年も開催。昼間から夜まで、子供から大人までお

楽しみいただけるイベントです！

【内容】

■カメラや天体望遠鏡などの出展企業による展示や販売、

星空写真撮影などの講習会、野鳥観察ウォーキングなどの

各体験プログラムあり。

■飲食ブース・キッチンカー・クラフトブースも多数出店。

■今年初のハロウィン仮装コンテストも行います(豪華景品

あり)。

※小海町紅葉ウォーク同時開催。

小海リエックス特設会場

(小海町)

小海町役場

TEL 0267-92-2525

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」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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ＥＣ

Ｏだった」

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」

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-」

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

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

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

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-」

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

10月19日(土)

～

2020年3月31日

(日)

「昔ばなしと道具」

　古くから口伝えで語り継がれてきた昔話に出てくる民具や

道具をお話や軽井沢に伝わる伝説と共に紹介します。

■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

10月20日(日) 追分宿郷土館

教養講座

　子どもたちの心を豊かに育てる昔話とは何か。子どもの頃

に聞いた懐かしい昔話の世界をお楽しみください。

■時間　　13:30～15:00まで

■演題　　「私と昔話」

■講師　　藤井いづみ氏(まめの木・本とおはなしの部屋

主催)

■対象　　中学生以上

■聴講料　無料

追分宿郷土館

(軽井沢町)

追分宿郷土館

TEL 0267-45-1466

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。


