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11/17 

 

 

10/12～11/4 

 

 

10/19、20 

 新着情報  
～あづみの公園に新たなエリアが開園～ 

国営アルプスあづみの公園（大町・松川地区） 

渓流レクリエーションゾーン開園！ 

 

 

大町市 

 

 

 

9/28～ 

 

首都圏イベント 
信州鹿肉ジビエバーガーを首都圏で販売！ 

全国ふるさとフェア 2013 

 

「山登りを楽しもう」をテーマにセミナーを開催！ 

キャラクター文化祭 in 新横浜 2013 

 

麻布十番商店街 おいしい信州ふーど（風土）まつり 

飯田市物産展 

  スポーツ祭東京 2013「ふるさと 47 ビレッジ」 

 

 

箕輪町 

 

松本市 

長野県 

 

長野県 

飯田市 

長野県 

 

11/1～30 

11/2～4 

 

10/5 

10/19、20 

 

9/20、21 

9/25～10/1 

9/30～10/14 

 

 お知らせ  
〈そば・収穫祭イベント〉   
1 

 

2 

3 

4 

5 

信州安曇野 新そばと食の感謝祭 

 

ぐるっとそば処スタンプラリー 

奈川の新そばまつり（第 23 回） 

信州そば発祥の地・伊那の「新そば祭り」 

よってかっしゃい山ノ内 秋の収穫祭 

安曇野市 

 

大町市 

松本市 

伊那市 

山ノ内町 

11/16、17 

 

10/1～11/30 

10/1～11/4 

10/20、26 他 

10/20 

２０１３．９．１７   長野県観光 PR キャラクター     

アルクマ 



6 

 

須賀川そば 法印さんと新そばまつり（第９回） 

 

山ノ内町 

 

10/26、27 

 

〈紅葉・秋の花イベント〉 
7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

 

上田城けやき並木紅葉まつり 

もみじ祭り 

 

奥志賀高原紅葉フェスタ 

信州いいじま アルプス花の里 2013 秋桜まつり 

千曲大菊花展 

信州須坂大菊花展（第 26 回） 

鷹狩山・霊松寺紅葉トレッキング 

 

上田市 

中野市 

 

山ノ内町 

飯島町 

千曲市 

須坂市 

大町市 

11/2～10 

11/10 

 

10/12～14 

10/12、13 

10/25～11/15 

10/25～11/11 

10/27 

〈イベント〉  
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15 

16 

17 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

 

32 

33 

 

安曇野スタイル 

森将軍塚まつり 

イルミネーションフェスタ☆みのわ 2013 

乗鞍高原 地酒フェスタ 2013 

長野えびす講煙火大会（第 108 回） 

 

中央アルプス山麓 美酒フェスタ 2013 

2013 信州大芝高原イルミネーションフェスティバル 

江戸時代 婚礼料理の再現会食会 

安曇野ミュージアムギャラリートークリレー2013 

全国日曜画家中部日本展（第 27 回） 

火のアートフェスティバル 2013 

南アルプスふるさと祭り 

なかの巡りＥＹＥウォーク 

こだまの森秋の感謝祭・糸ノコおもちゃフェスティバル 

長野の酒メッセ 2013（第 19 回） 

みなこいワールドフェスタ（第 20 回） 

荒砥城まつり 

さらしなの里縄文まつり 

 

ヒトノユメ in 長野 

いいなぁ～白馬フェスティバル（第 3回） 

 

安曇野市 

千曲市 

箕輪町 

松本市 

長野市 

 

駒ヶ根市 

南箕輪村 

須坂市 

安曇野市 

木祖村 

東御市 

伊那市 

中野市 

木祖村 

長野市 

駒ヶ根市 

千曲市 

千曲市 

 

上田市 

白馬村 

11/1～4 

11/3 

11/9～1/11 

11/16 

11/23 

 

10/4、5 

10/5～26 

10/10、12 他 

10/12～11/10 

10/12～20 

10/12、13 

10/12、13 

10/12 

10/13 

10/17 

10/20～27 

10/20 

10/27 

 

9/21～11/4 

～10/14 

〈参加募集〉  
34 

 

35 

36 

千曲川リバーサイド アップルウォーク 

 

お水返しツアー 

廃線敷トレッキングツアー 

須坂市 

 

安曇野市 

安曇野市 

11/9 

 

10/21 

10/26、27 他 
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37 

 

38 

 

廃線敷シャトル運行 

白馬 de ハロウィン 2013 

 

穂高神社御船祭りツアー 

 

安曇野市 

白馬村 

 

安曇野市 

 

10/26、27 他 

10/27 

 

9/27 

 

〈美術館・博物館〉  
39 

 

40 

 

41 

42 

 

平成 25 年度冬期展「山国の水害」 

 

まつしろ現代美術フェスティバル（第 12 回） 

 

錦秋を紡ぐ八ヶ岳さ・き・お・り展 

豪商の花嫁 ～伝来の婚礼衣装～ 

 

長野県 

 

長野市 

 

原村 

須坂市 

 

11/23～1/19 

 

10/27～11/10 

 

9/20～11/10 

～12/2 

 

 田舎暮らし情報 
 

 

三重・長野合同移住相談会 

 

長野県Ｉターン合同企業説明会 

楽園信州ちの「秋の思いっきり物件見学ツアー」 

北アルプスにいだかれる生活 いなか暮らし大町セミナー 

信州八ヶ岳 星の降る里 原村移住相談会 

 

長野県 

 

長野県 

茅野市 

大町市 

原村 

 

11/9 

 

10/12 

10/12、13 

10/26 

10/26 

 

 特集 
 ～大人の社会見学～  

おすすめの産業観光（工場見学） 

 

 

長野県 

 

 

 
＝長野県東京観光情報センター＝ 

東京都千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 2階 TEL 03-3214-5651 FAX 03-3214-5650 
http://www.pref.nagano.lg.jp/tokyokanko/index.html E-mail: tokyokanko@pref.nagano.lg.jp 

担当：中村正人／横山浩明／池田芳美／横山雅史 
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東御市 

原村 

富士見町 

川上村 

小海町 

南相木村 
南牧村 

北相木村 

南箕輪村 

高森町 

飯島町 
中川村 

箕輪町 

辰野町 

大桑村 

上松町 

南木曽町 

大鹿村 

下條村 

天龍村 

喬木村 

平谷村 

阿南町 

豊丘村 

松川町 

飯山市 

長野市 

小諸市 

須坂市 

 

駒ヶ根市 

坂城町 

白馬村 

御代田町 

軽井沢町 

木祖村 

根羽村 
売木村 

茅野市 

諏訪市 

朝日村 
岡谷市 

下諏訪町 

泰阜村 

生坂村 

千曲市 

小布施町 

飯田市 

佐久市 

佐久穂町 

中野市 

 

塩尻市 

青木村 

 

栄村 

木島平村 

飯綱町 

立科町 

長和町 

安曇野市 

筑北村 

木曽町 

大町市 

阿智村 

上田市 

伊那市 

池田町 

宮田村 

さわやか信州 検索 

四季旅キャンペーン、開花情報、イベント、温泉、宿泊施
設などなど、季節の旬な情報を随時更新！アクセス・問合
せ先はもちろん、関連ホームページや地図・周辺情報も表
示する便利なサイトです。 

麻績村 

信濃町 

松本市 

山形村 

○ト NAGANO WINE FES 

○首 信州鹿肉ジビエバーガーを首都圏で発売 

○首 キャラクター文化祭 in 新横浜 2013 

○首 麻布十番商店街おいしい信州フード（風土）まつり 

○首 スポーツ祭東京 2013 ふるさと 47 ビレッジ 

39 平成 25 年度冬期展「山国の水害」 

○田 三重・長野合同移住相談会 

○田 長野県Ｉターン合同企業説明会（長野県） 

○ト 塩の道トレイルウォーク＆ラン 

（小谷村） 

24 火のアートフェスティバル 2013 

（東御市） 

8 もみじ祭り 

26 なかの巡り EYE ウォーク（中野市） 

18 長野えびす講煙火大会 

28 長野の酒メッセ 2013 

40 まつしろ現代美術 

フェスティバル 

（長野市） 

7 上田城けやき並木紅葉まつり 

32 ヒトノユメ in 長野 （上田市） 

○新 国営アルプスあづみの公園（大

町・松川地区）渓流レクリエーション

ゾーン開園 

2 ぐるっとそば処スタンプラリー 

13 鷹狩山・霊松寺紅葉トレッキング 

○田 いなか暮らし大町セミナー 

（大町市） 

5 よってかっしゃい山ノ内 秋の収獲祭 

6 須賀川そば 法印さんと新そばまつり 

9 奥志賀高原紅葉フェスタ（山ノ内町） 

12 信州須坂大菊花展 

21 江戸時代 婚礼料理の再現会食会 

34千曲川リバーサイドアップルウォーク 

42 豪商の花嫁      （須坂市） 

1 信州安曇野 新そばと食の感謝祭 

14 安曇野スタイル 

22 安曇野ﾐｭｰｼﾞｱﾑｷﾞｬﾗﾘｰﾄｰｸﾘﾚｰ 

35 お水返しツアー 

36 廃線敷トレッキングツアー 

36-2 廃線敷シャトル運行 

38 穂高神社御船祭りツアー 

（安曇野市） 

○ト 初登場 371 系で中山道を 

めぐろう（木曽郡） 

19 中央アルプス山麓美酒フェスタ 2013 

29 みなこいワールドフェスタ（駒ヶ根市） 

4 信州そば発祥の地・伊那の「新そば祭り」 

25 南アルプスふるさと祭り （伊那市） 

23 全国日曜画家中部日本展 

27 こだまの森秋の感謝祭糸ノ

コおもちゃフェスティバル 

（木祖村） 

○田 秋の思いっきり物件見学ツアー 

（茅野市） 

33 いいなぁ～白馬フェスティバル 

37 白馬 de ハロウィン 2013 

（白馬村） 

○首 飯田市物産展（飯田市） 

11 千曲大菊花展 

15 森将軍塚まつり 

30 荒砥城まつり 

31 さらしなの里縄文まつり（千曲市） 

○首 「山登りを楽しもう」をテーマ 

  にセミナーを開催 

3 奈川の新そばまつり 

17 乗鞍高原 地酒フェスタ 2013 

（松本市） 

20 2013 信州大芝高原 

 イルミネーション 

フェスティバル（南箕輪村） 

○首 全国ふるさとフェア 2013 

16 イルミネーションフェスタ 

 ☆みのわ 2013（箕輪町） 

41 錦秋を紡ぐ八ヶ岳さ・き・お・り展 

○田 原村移住相談会 （原村） 

10 信州いいじまアルプス花の里

2013 秋桜まつり（飯島町） 



－東京で初開催－－東京で初開催－トピックス

東京、表参道で「ＮＡＧＡＮＯ ＷＩＮＥ」を一挙紹介！各ワイナリー自慢のワインの
試飲会に加え、長野県産の食材を使ったお料理も、長野でしか手に入らないワインの数々
もお買い求めいただけます。“信州”を味わいにお越しください。

日時：１１月１７日（日） １０時～１９時３０分
会場：BATSU ART GALLERY（渋谷区神宮前5-11-5）

http://www.ba-tsuartgallery.com/
日程：
１０時～１１時３０分 レセプション＆商談会①
１１時３０分～１２時 オープニングセレモニー

NAGANO WINEロゴ

１１時３０分～１２時 オープニングセレモニー
（阿部守一知事、玉村豊男氏：ＮＡＧＡＮＯ ＷＩＮＥの魅力）

１２時～１４時３０分 第１部（チケット購入者６００名）
１５時～１７時３０分 第２部（チケット購入者６００名）
１８時～１９時３０分 商談会②

ＮＡＧＡＮＯ ＷＩＮＥの試飲

長野県産食材を使ったミニ・ワンプレートおよびNAGANO 
WINEロゴ入りオリジナルグラス付きです。

ＮＡＧＡＮＯ ＷＩＮＥワークショップ

ソムリエやワイナリーなどによるワークショップを
開催。

ＮＡＧＡＮＯ ＳＥＬＥＣＴ ＳＨＯＰ

NAGANO WINEのボトル販売の他、長野の銘品の
販売。通常、現地でしか手に入らないワインの他、長
野の食材、ワインにまつわる作家の工芸品などを販売。

ＮＡＧＡＮＯ ＣＡＦＥ

グラスでのNAGANO WINEの提供と長野県産の食
材を使ったメニューを提供します。（有料販売）

長野関連情報コーナー

NAGANO WINEや信州の食材、観光情報など展示
します。します。

参加費
前売り：４，２００円（試飲、ワンプレート、ロゴ入りオリジナルグラス付き）
当日売り：５，２００円

※各種プレイガイド、長野県東京観光情報センターにて販売中
※詳細は、ＮＡＧＡＮＯ ＷＩＮＥオフィシャルサイト（http://www.nagano-wine.jp)でご確認ください

取材情報
メディアの皆様は、レセプション＆商談会①から取材が可能です。取材ご希望の方は、事前に長野県東京

観光情報センター（担当 池田）までご連絡ください。

＝お問い合わせ＝
長野県東京観光情報センター
TEL：03-3214-5651 FAX：03-3214-5650
E-mail：tokyokanko@pref.nagano.lg.jp



初登場３７１系で

○「３７１系」とは？
白のボディにブルーのラインと、曲面ガラスのス

タイリッシュな先頭形状が特徴です。2階建て車両が
2両連結されており、沿線の景色が楽しめる大型の窓
は解放感にあふれています。2階のグリーン席からの
展望は、また格別です。

▼運 行 日：10月12日（土）、13日（日）、14日（月・祝）、19日（土）、20日（日）、
26日（土）、27日（日）、11月2日（土）、３日（日・祝）、4日（月・休）

トピックス

かつて特急「あさぎり」として親しまれた371系が中山道トレインに初登場！中山道
トレインに乗って江戸時代の伝統と文化の名残を感じる宿場町を巡りませんか。

をめぐろう！をめぐろう！

▼運行区間：名古屋駅⇄奈良井駅（中央本線）

▼全席指定席です。（一部グリーン車含む）ご乗車には乗車券のほか、急行券・指定席券等が必要です。
▼急行券・指定席券等は乗車日の1ヶ月前の午前10時から、全国のJRの主な駅で発売します。
▼全車指定席にて運行いたしますので、必ず事前にきっぷをお買い求めください。

名古屋駅 多治見駅 恵那駅 中津川駅 南木曽駅 木曽福島駅 薮原駅 奈良井駅
9:20         9:56        10:20      10:30        10:45           11:31       11:47       11:54

○乗車証明書付（おひとり様1枚）
○旅の思い出に乗車記念ボードの前で、記念撮影ができます。

奈良井駅 薮原駅 木曽福島駅 南木曽駅 中津川駅 恵那駅 多治見駅 名古屋駅

15:42      15:50        16:04          16:43 17:01      17:20      17:49        18:29

＝お問い合わせ＝ 木曽町観光連盟 ℡0264-23-1122   URL http://www.kisoji.com/

南木曽駅、木曽福島駅、薮原駅、奈良井駅で下車して宿場町の風情が残る町並みや
高原、渓谷をゆっくり散策していただけます。

車内には木曽路観光情報コーナーを設け、観光パンフレットをお配りしたり観光情報の
提供を行います。



トピックス

歴史街道の自然を満喫！

－ トレイルラン初開催－

歴史古道「塩の道」で毎年恒例の紅葉を楽しみながらのウォーキングイベントに今年
はトレイルランの部門を初開催! 速さや順位を競うのではなく「楽しく走る」をテーマ
にしたトレイルハイキングです。にしたトレイルハイキングです。

日 時：10月19日(土)、20日(日)9時～16時
集合場所：小谷村白馬乗鞍交流センター ちゃんめろ

10/19(土) チップロードと塩の道千国越えコース
受付8時30分～ スタート9時30分
・20km 10km（自由歩行）
・プレミアウォーク6km（ガイド付き団体歩行）

10/20(日) 塩の道天神道越えコース
受付8時～ スタート9時
・20km 10km（自由歩行）

参加費 一般 1,000円～2,500円
中高生 500円～1,200円
小学生以下 無料

申込方法 ・郵便局払込取扱票にて
・RUNNET（ランネット）にて

10/19(土)
14時～ 受付
15時～ トレラン講座（先着50名）

・「ゲストランナーと走ろう」
18時～ 「ウェルカムパーティ」（先着70名）

＋「塩の道フォトセミナー」
10/20(日)
7時30分 ロング32kmコーススタート
8時30分 ミドル23kmコーススタート

参加費 ロング32kmコース 5,000円
ミドル23kmコース 4,000円
ウェルカムパーティ 2,500円
トレラン講座は無料です

○お問い合わせ
北アルプス・塩の道ウォーク実行委員会(小谷村商工会内)
℡0261-82-2888 FAX0261-82-2889
URL http://www.hakubanorikura.jp/walking/
E-mail otari@valley.ne.jp

・RUNNET（ランネット）にて
http://runnet.jp（手数料あり）

申込期限 10月1日（火）
※当日申込みあり

トレラン講座は無料です

申込方法 RUNNET（ランネット）にて
http://runnet.jp（手数料あり）
先着200名まで

塩の道トレイルとは？
日本海から太平洋まで約350kmに及ぶ塩の道は、糸魚川市

から北アルプス山麓に添いに松本、塩尻に至る「北塩ルー
ト」と、秋葉街道に入る「南塩ルート」の二つ。古代はヒス
イや黒曜石、中近世は塩を代表する生活物資の道、歴史文化
を育んだ信仰の道でもあります。塩の道トレイルとはこの
「北塩ルート」の糸魚川から松本まで南北約120kmを中心に
歩くルートです。



１ 開園日

２ 場　所

３ 入場料

４ 内　容

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

大町市観光協会
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

大人：４００円　小人：８０円　シルバー（６５歳以上）：２００円

国営アルプスあづみの公園　大町・松川地区

http://www.kanko-omachi.gr.jp/

国営アルプスあづみの公園　大町・松川地区

新着情報 大町市

国営アルプスあづみの公園（大町・松川地区）
渓流レクリエーションゾーン開園！

９月２８日（土）

　国営アルプスあづみの公園大町・松川地区に、今秋、新たに「渓流ゾーン」がオープンしま
す。北アルプスの3,000m級の山々から流れ出る清冽な水を育む渓流「乳川（ちがわ）」を活用
したゾーンとして、清流の音を聞きながら散策やノルディックウォークをお楽しみください。

▼河畔広場
・渓流「乳川」のほとりを約１５分散策するコースです。
　秋は渓流と黄金色に染まったアカマツ・カラマツをお楽しみください。
・アクセス：入場ゲートより徒歩で約１０分。
▼渓流ピクニック広場
・森の中の“あずまや“や”芝生広場“でのんびり過ごすことができる場所
　があります。
・横溝堰（よこみぞぜき）散策コース
　江戸時代前期に、下流の村落の新田開発のために人工的に築かれた素掘り
　の用水路。
　小川を見ながら散策できるオススメのコース（周回約３０分）。
・アクセス：入場ゲートより徒歩で約２０分（※10/27まで定期的にロードト
　レイン運行）。
▼オススメ
　ボランティアガイドと散策することができます（無料）
　詳しくはセンターハウスにお問い合わせください。

長野自動車道　安曇野ICより約30分

〒398-0002　長野県大町市大町3200
0261-22-0190 0261-22-5593

JR大糸線　信濃大町駅下車（駅レンタカーあり）

JR長野新幹線　長野駅よりバスで約1時間



 信州鹿肉ジビエバーガーを首都圏で販売！

▼ 期 間 ：１１月１日（金）～３０日（土）

　※食材が無くなり次第終了

▼ 販 売 店 舗 ：ベッカーズ全店舗

▼ 価 格

：８５０円（プレート：飲み物、スープ、ポテト付き）

▼ 問 合 せ ：ジェイアール東日本フードビジネス　℡03-5832-4625 (販促・宣伝部)

　全国ふるさとフェア2013

▼ 期 間 ：１１月２日（土）～４日（月）１０時～１７時

▼ 会 場 ：横浜赤レンガ倉庫　イベント広場

▼ 内 容

▼ 申 込 み
( 宿 泊 先 ）

▼ 問 合 せ ：箕輪町役場産業振興課産業農政係　℡0265-79-3111　Fax0265-79-0230

　E-mail：sangyou@town.minowa.nagano.jp

：みのわ温泉ながた荘（みのわ振興公社）
　電話0265-79-2682　ＦＡＸ0265-79-0338
　または、
　箕輪町グリーンツーリズム推進協議会
　ＨＰアドレス：http://minowa-gt.jp

首都圏イベント

　信州飯田の鹿肉を使用したミートパティに、グリルしたマッシュルームとグリルオニオンを挟んだヘ
ルシーなグルメバーガーが登場！
　限定発売ですので、この機会にぜひご賞味ください。

：５５０円（単品）

　すっかり横浜の秋の顔として定着した「全国ふるさとフェア」
 『全国の郷土や食文化を広く発信していこう』をコンセプトに2004年から開催されています。来場者層
は幅広く、秋の味覚を頬張る人、故郷の特産品を買い求める人などで溢れかえります。
 今年、箕輪町は横浜に初出展します。信州の秋の味覚を存分に味わってください。

：箕輪町の出展内容
　農産物、農産物加工品の販売（りんご・りんごジュース・くだものジャム等）
　観光・健康グリーンツーリズムのＰＲ

※箕輪町健康グリーンツーリズムについて
　コミュニケーションと健康づくりを融合させた健康幸せツアー
　赤そば体験・田んぼ体験などからなる農業体験があります。
　年々首都圏や中京圏を中心に参加者が増加しています。
　



　「山登りを楽しもう」をテーマにセミナーを開催！

▼ 日 時 ：１０月５日（土）１８時３０分～２０時４５分

▼ 会 場 ：豊島公会堂（豊島区東池袋1-19-1）

▼ 内 容

▼ 申 込 み ：はがきにて、東京新聞販売局セミナーＴ係へ

▼ 主 催 ：東京新聞

▼ 共 催 ：としま未来文化財団

▼ 協 力 ：松本観光コンベンション協会

▼ 問 合 せ ：松本観光コンベンション協会　℡0263-34-3295　Fax0263-39-7320

 キャラクター文化祭in新横浜2013!?

▼ 日 時 ：１０月１９日（土）１０時～１６時

　１０月２０日（日）１０時～１６時

▼ 会 場 ：新横浜公園　中央広場（日産スタジアム北側）　特設会場

▼ 内 容 ：ゆるキャラたちによるゆるキャラのイベントです！

▼ 問 合 せ ：長野県観光振興課　℡026-235-7254　Fax026-235-7257

　E-mail：kankoshin@pref.nagano.lg.jp

　麻布十番商店街　おいしい信州ふーど（風土）まつり

▼ 日 時 ：９月２０日（金）、２１日（土）　各日１０時～１６時

▼ 会 場 ：麻布十番商店街　パティオ十番

▼ 内 容

▼ 問 合 せ ：長野県東京事務所　℡03-5212-9055　Fax03-5212-9196

・第１部　みんなの山　～山登りに行こう！～
・第２部　山と一緒に楽しもう　～上高地と松本～

首都圏イベント

　麻布十番商店街で、長野県の物産展を開催します！「おいしい信州ふーど（風土）」を味わってみま
せんか。

・信州の農産物、農産加工品の販売
（りんご、ぶどう、トマト、きゅうり、ぼたこしょう、きのこ、
　はちみつ、ジュース、ドライフルーツ、甘酒など）
・観光ＰＲ

　山ガールブームの火付け役となった漫画家・エッセイストの鈴木ともこさんを講師に招き、「山登り
を楽しもう」をテーマにした「生活セミナー」が開かれます。
　２部構成で、第２部は上高地がテーマです。

　今年の「新横浜パフォーマンス2013 FUTURE TO 21：あたらしいかもね!?」では、新横浜キャラクター
「かもねくん」を実行委員長に任命し、キャラクターの祭典「キャラクター文化祭in新横浜2013!?」を
開催します。この文化祭に、長野県観光PRキャラクター「アルクマ」が参加します！



 飯田市物産展

▼ 期 間 ：９月２５日（水）～１０月１日（火）　ただし、９月２８日（土）は閉館

　９時３０分～１８時３０分

▼ 会 場 ：東京都庁　全国観光ＰＲコーナー

▼ 内 容

▼ 問 合 せ ：飯田観光協会　℡0265-22-4851 Fax0265-22-4567

　スポーツ祭東京2013「ふるさと47ビレッジ」

▼ 期 間 ：９月３０日（月）～１０月１４日（月・祝）

　平日１１時～１７時　（水・金、１０月１０日は１９時まで）

　休日（土・日・祝）１１時～１６時

▼ 会 場 ：東京都庁　都民広場

▼ 内 容

▼ 問 合 せ ：長野県東京観光情報センター　℡03-3214-5651　Fax03-3214-5650

　E-mail：tokyokanko@pref.nagano.lg.jp

首都圏イベント

　都庁で飯田市の物産展を行います。飯田の名産品を多く揃えます。ぜひ、お出掛けください。

：りんご、和菓子、大豆を使った健康食品などの販売

　東京都で行われる国体の会期中、都庁で開設される「ふるさと47ビレッジ」で、長野県の物産販売と
観光ＰＲを行います。

：９月３０日（月）～１０月１日（火）木曽観光連盟（観光ＰＲ）
　１０月３日（木）～８日（火）長野市
　　　　　　　　（そばかりんとう、七味唐辛子、戸隠そばなどの販売）
　１０月１１日（金）、１２日（土）須坂市
　　　　　　　　（りんご、ぶどう、おやき、みそ、みそドレッシングなどの販売）
　１０月１３日（日）、１４日（月・祝）安曇野市
　　　　　　　　（りんご、りんごジュースなどの販売）
※期間中、長野県の観光ＰＲ、及び平成２８年全国植樹祭開催のＰＲも行います。



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

穂高神社　特設会場

無料

【期間中のイベント】
▼「五穀豊穣祈念神事」（新そば奉納）
▼そば商盛運祈念神事（そば打ち奉納）
▼「雄勝法印神楽」奉納（岩手県石巻雄勝より）
▼新そばの販売実食（１食５００円）、地元産を使った旨い物・そばスイーツの販売
（限定数あり）
▼地元農産品及び特産加工品の販売
　
※１１月１１日(月)～３０日(土)は、

イベント 安曇野市

１ 信州安曇野 新そばと食の感謝祭

１１月１６日（土）、１７日（日）１０時～１６時

　新そばと地元産の「食」を中心としたイベント。特設会場内で「新そば」を食べて、安曇野
産「安曇野そば」と安曇野の晩秋を満喫してください。
　地元産米、野菜、りんご、果樹、わさび、漬物、おやき、加工品（食品・工芸品）なども販
売します。

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

安曇野市商工会本所
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) azuminoci@azumino-biz.net

http://www.azumino-biz.net/

〒399-8205

信州安曇野「新そばと食の感謝祭」実行委員会

※１１月１１日(月)～３０日(土)は、
　市内約５０店舗のそば店が
　新そばを提供する　「新そば祭り」を
　併せて開催いたします。

0263-72-8491

JR大糸線　穂高駅下車　徒歩5分

0263-87-9750

※周辺は駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用ください

長野道安曇野ICより国道147号を穂高方面20分



１ 期　間

２ 会　場

３ 内　容

大町市内２３店舗（予定）

▼応募方法
・そばを食べたり、そば製麺類等を購入して参加店等に備えてある台紙にス
　タンプを集めてください。
・集めたスタンプの数によって、応募できる賞品が変わります。
・スタンプを集めた台紙に必要事項を記入の上、最終店に提出してくださ
　い。

▼特典
１　応募された方に抽選で1名、大町市内ペア宿泊券プレゼント！（1店舗か
　　らの応募も可能）

イベント 大町市

２ ぐるっとそば処スタンプラリー

１０月１日（火）～１１月３０日（土）

　大町のおいしい空気と水で育ったおいしい新そばを味わっ
てスタンプを集めよう！宿泊券や地場産品が当たります！

４ アクセス [お車で]

[列車で]

５ お問合わせ先

大町市地産地消実行委員会（大町市農林水産課内）
（住 所）
（電 話） 0261-22-0420（内線635）

〒398-8601　長野県大町市大町3887

上信越自動車道 長野ICから約70分

JR大糸線信濃大町駅下車

　　らの応募も可能）
２　5店舗制覇された方の中から、限定50名様に地場産品のプレゼント！
３　スタンプ数5店未満、5店制覇したけど50名から漏れた方の中から、さら
　　に抽選で地場産品をプレゼント！

長野自動車道 安曇野ICから約40分



１ 期　間

２ 会　場

３ 内　容

松本市奈川地区のそば店、宿泊施設等

地区内のそば店、宿泊施設等で新そばをご提供します。

【期間中のイベント】
▼奈川在来種そば（新そば）の試食会
　香りと甘みが強く、そば好きの間では「幻のそば」とも言われている奈川
　在来そばを是非ご堪能ください。
　・試食会場　ながわ山彩館
　・日時　　　１０月２０日（日）１０時～１３時
　・料金　　　１食５００円／先着４５０食
　※奈川のうまいもの市、そば打ち実演も同時開催

イベント 松本市

３ 奈川の新そばまつり（第23回）

１０月１日（火）～１１月４日（月・祝）

　標高1,200ｍ以上の高地で育った上質なそば粉と清らかな冷水、手から手へと受けつがれた
技によって生まれる極上の奈川そば。
　10月１日は新そばの解禁日。地区内のそば店、宿泊施設等で新そばの提供が始まります。
　この機会に風味豊かな奈川の新そばを是非お召し上がりください。
　「奈川ってやぁ蕎麦だで、食べきましょ！」

４ 主　催

５ アクセス [お車で]

[列車で]

６ お問合わせ先

ながわ観光協会
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

長野自動車道松本ICより約50分

0263-79-2125

ながわ観光協会

http://www.vill-nagawa.jp

　※奈川のうまいもの市、そば打ち実演も同時開催

▼福引抽選会
　・抽選会場　ながわ山彩館
　・景品　　　地区内ペア宿泊券、日本蜂の蜜（2年蜜）ほか特産品多数
　・奈川地区内の協賛店舗にて1,000円ご利用ごとにスタンプ1個
　　スタンプ4個で1回抽選が行えます。

0263-79-2903

JR松本駅から松本電鉄上高地線新島々駅まで約30分

バスまたはタクシーで約30分

〒390-1611 松本市奈川3301

とうじそ



１ 日時・場所

イベント 伊那市

　伊那市の内の萱では「信州そば発祥の地」の伝説を残し、秘伝の味「行者そば」が今に伝え
られています。 奈良時代の初め、修験道の開祖役小角は修業のため信州に入り、小黒川をさ
かのぼって駒ヶ岳を目指しました。途中、内の萱で村人たちに温かくもてなされた役小角は、
お礼として蕎麦の実を置いていきました。村人たちはこのそばを大切に育て、信州全体に広め
たのです。この伝説から、伊那は信州そば発祥の地となる所以があり、10月から市内で多くの
イベントが始まります。

▼行者そば祭り
　日　時　10月20日(日)10時～
　場　所　荒井区内の萱スポーツ公園
　内　容　行者そばの販売、お土産販売等

▼信州伊那　新そば祭り
　日　時　10月26日(土)、27日(日)10時～15時
　場　所　みはらしファーム特設会場
　内　容　そば食べ歩き、そば打ち披露等(両日開催)

▼高遠城址秋まつり　新そば祭り
　日　時　11月1日(金)～10(日)10時～
　場　所　高遠城址公園内高遠閣
　内　容　秋まつり開催に合わせた、新そばの販売

４ 信州そば発祥の地・伊那の「新そば祭り」

２ 入場料

３ 主　催

４ アクセス [お車で]

[列車で]

５ お問合わせ先

伊那市役所商工観光部観光課
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

〒396-8617　伊那市下新田3050番地

▼山麓一の麺街道フェスタ
　日　時　11月2日(土)、3日(日)10時～15時30分
　場　所　高遠城址公園
　内　容　行者そば、高遠そばを始め、伊那･木曽･飛騨高山の麺が集います。

0265-78-4131

伊那ICより各会場まで10分～25分程度

0265-78-4111

JR伊那市駅よりタクシーで各会場まで10分～20分程度

信州そば発祥の地　信州伊那のそば祭り実行委員会

無料

knk@inacity.jp
http://inashi-kankoukyoukai.jp/cms2/



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

無料

▼生産農家が採れたてのりんご・ぶどう・秋野菜・きのこ・新米等の直売
▼手作りパンやジャム等の加工品、手作りおやき等の販売
▼わた菓子、おでん、スーパーボールすくいなど
▼きのこ汁のふるまい

イベント 山ノ内町

５ よってかっしゃい山ノ内　秋の収穫祭

　山ノ内町は恵まれた自然条件と生産者のひたむきな努力により、高品質な農産物の生産が行
われています。そこで、生産者自らが農産物を販売し、町内外の消費者・観光客の皆さまに町
の高品質な農産物、特産品の地産地消の促進を図り、広くアピールすることを目的として、秋
の収穫祭を開催します。りんご・ぶどう・きのこ・新米・秋野菜など、採りたて新鮮な秋の味
覚が勢ぞろいします。

１０月２０日（日）９時～１６時

道の駅北信州やまのうち

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

山ノ内町グリーン・ツーリズム協議会（山ノ内町観光連盟内）
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

0269-33-2138 0269-33-4655
http://www.info-yamanouchi.net/
renmei@info-yamanouchi.net

長野電鉄湯田中駅からタクシーで約10分

〒381-0401　長野県下高井郡山ノ内町平穏2987-1

山ノ内町グリーン・ツーリズム協議会

上信越自動車道信州中野ICから約20分



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

無料

▼おそば
　新そば：700円
　はやそば：200円

▼新鮮野菜即売会
　キャベツ・はくさい・だいこん・にんじん・かぼちゃ　他

▼そば打ち体験あります　１名1,500円

イベント 山ノ内町

　「須賀川そば」は、つややかでのどごしが良く歯ごたえがあることから人気があります。
　この時期は収穫されたばかりの、そば粉を使用しての新そばがふるまわれます。また、県の
無形民俗文化財の「はやそば」、特産品の販売のほか、「そば打ち体験（有料）」ができ、
打ったそばはお持ち帰りいただけます。

１０月２６日（土）、２７日（日）　１０時～１６時

北志賀高原　北部公民館

６ 須賀川そば 法印さんと新そばまつり（第9回）

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

須賀川そばまつり実行委員会
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ）

090-3096-3722
http://www.kitashigakogen.gr.jp/

長野電鉄中野駅からバスで約30分（高井富士スキー場入口）

徒歩5分

〒381-0405　長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬　竜王

▼そば打ち体験あります　１名1,500円
　（３～４人分お持ち帰りできます。）

須賀川そばまつり実行委員会

上信越自動車道信州中野ICから約20分

「はやそば」とは、そばがきの一種で、長野県の無形民俗文化財に指定されている

郷土のそば料理。千切り大根をゆでた鍋に、溶いたそば粉を入れ手早くかき混ぜ、ダ

シを効かせた薄めのタレに入れ熱いうちにサッと食べます。大根を千切りにすること

で「そばに似た食感」を楽しんでいただけます。



１ 期　間

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

イベント 上田市

７ 上田城けやき並木紅葉まつり

１１月２日（土）～１０日（日）

　春に咲き誇る「上田城千本桜」で有名ですが、秋の紅葉も見事です。
　サクラの赤、モミジの深紅、イチョウの黄色などが鮮やかに上田城を彩り、多くの人を魅了
します。期間中は、300メートルにわたる樹齢100年のけやき並木がライトアップされ、大変魅
力的です。
　その他、グルメイベントや来春開催の第32回上田真田まつりで主役となる真田幸村公を決め
るコンテストなど、「歴史」「グルメ」「おもてなし」を堪能できるイベントが盛りだくさん
です。
　ぜひ、紅葉の上田城にお越しください！

上田城跡公園

無料

▼11月2日（土）
出陣の儀　11時～12時30分　上田城跡公園芝生広場特設ステージ
「上田城けやき並木紅葉まつり」オープニングを飾るイベント。信州上田おもてなし武将隊によるパ

フォーマンス、信州真田鉄砲隊による砲術披露も乞うご期待！

▼11月2日(土)～10日(日)
紅葉物産展　10時～15時（2日(土)～4日(月)は17時まで）
　　　　　　 上田城跡公園公園管理事務所前
けやき並木紅葉ライトアップ　日没～22時　上田城跡公園けやき並木遊歩道

▼11月2日(土)、3日(日)、4日(月)
秋のグルメイベント
信州上田うまいもん大集合！！10時～20時 上田城跡公園公園管理事務所前

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

上田市観光課
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

上信越自動車道　上田菅平ICから約１５分

0268-23-5408 0268-23-7355

信州上田うまいもん大集合！！10時～20時 上田城跡公園公園管理事務所前
「美味だれの祭」「シェフ’S・マルシェ」「ラーメン合戦」夢の競演！
上田で長く愛されてきた味や、新たに創出された上田ならではの味、長野県内の
ラーメン店が上田城に大集合！

▼その他イベント
第5回真田幸村コンテスト　11月3日(日)　10時～15時(予定)

信州上田真田太鼓サミット 11月10日（日）13時～15時30分（予定）

甲冑試着体験　11月2日（土）～4日（月）、9日（土）、10日（日）10時～15時

気分は戦国武将！乗馬体験 11月9日（土）、10日（日）10時～15時

JR・しなの鉄道上田駅から徒歩１２分

〒386-8601　上田市大手1-11-16

信州上田まつり実行委員会

kanko@city.ueda.nagano.jp
http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/kanko/



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

イベント 中野市

８ もみじ祭り

１１月１０日（日）１０時～１４時

　秋の鮮やかな紅葉と多くの木々が彩る季節。
　朝採り野菜や果物などを産直価格で販売します。おすすめはりんごで、品種も豊富に揃えて
試食販売いたします。
　このほか、ご友人やご家族で楽しめるイベントも盛りだくさん。皆さんのお越しをお待ちし
ています。
　

無料

道の駅　ふるさと豊田

▼りんごや秋野菜の販売
▼きのこ汁のふるまい
▼もちつき体験
▼竹とんぼづくり
▼メダカすくい　など

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

中野市 豊田支所 地域振興課
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（E-ｍａｉｌ)

0269-38-2774

ＪＲ飯山線　替佐駅からタクシー15分

〒389-2101　中野市大字豊津2508

もみじ祭り実行委員会

chiikishinko@city.nakano.nagano.jp

上信越道　豊田飯山ＩＣから車で約１分

0269-38-3111



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

イベント 山ノ内町

９ 奥志賀高原紅葉フェスタ

１０月１２日（土）～１４日（月・祝）１０時～１５時

　北信濃エリアでは最も早く色づき始める、標高2,000ｍ級の山々に囲まれた上信越高原国立
公園。紅葉時には針葉樹の緑と広葉樹の彩りが目の前いっぱいに広がります。
　中でも奥志賀高原の紅葉は鮮やかで、紅葉の中開催される奥志賀高原紅葉フェスタでは、特
産品の販売や様々なイベントでお楽しみいただけます。

無料

奥志賀高原ホテル前広場

（予定）
▼北信濃特産品の販売
  ・きのこ汁の無料サービス
  ・ラーメン、生ビールなどの販売

▼秋の味覚バザール
  ・味自慢、自然派手作り商品、地酒、高原野菜など

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

（株）奥志賀高原リゾート
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ）

上信越自動車道信州中野ICから 30km 60分 

長野電鉄長野線湯田中駅下車 バス 60分

0269-34-2225
〒381-0405　長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬12377-17　

(株)奥志賀高原リゾート

http://www.okushiga.jp/gs/

▼奥志賀渓谷散策コース
  ・雑魚川沿いをハイキング



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

無料

◎テント村（直売）
　○地元農産物
　　・りんご・なし・野菜・きのこ等
　○地元農産加工品
　　・五平餅・おやき・おこわ・手作りパン・味噌・手芸品・餅 等

イベント 飯島町

信州いいじま アルプス花の里

2013秋桜
コスモス

まつり

１０月１２日（土）、１３日（日）９時３０分～１５時

　花の町・飯島町で恒例のコスモスまつりが開催されます。
　中央アルプス花の道周辺約４ヘクタールに信州伊那谷最大規模２００万本の大輪のコスモス
が咲き、毎年好評のコスモス無料摘み取りのほか、様々なイベント、またテント村では、地元
の旬の農産物やおみやげに最適のおいしい加工品が販売されます。
　また、イベントでは、高校戦隊テックレンジャーやゴンベエワールドなどの催しがあります
ので、是非お越しください。

飯島町　ＪＡ上伊那飯島果実選果場周辺

10

　

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

飯島町役場産業振興課
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

　　・五平餅・おやき・おこわ・手作りパン・味噌・手芸品・餅 等
　
◎餅つき
　　・10月12日(土)11時30分から12時
　　・10月13日(日)12時15分から13時

◎コスモス摘み取り
　○摘み取り<無料>（ハサミレンタル料200円）
　　※コスモスまつり翌日（10/14）から10月下旬まで、摘み取り自由です。

◎ミニコンサート
　○高校戦隊テックレンジャーショー＆写真撮影・握手会（雨天中止）
　　・10月12日（土）午後3時から午後3時50分
　○ゴンベエワールド（バルーンパフォーマー）
　　・10月13日（日）午前11時から11時40分、午後1時15分から午後2時

自動車利用：駒ヶ根IC下車約15分　松川IC下車20分

sangyousinkou@town.iijima.lg.jp

0265-86-3111

高速バス　：飯島バスストップ下車1分

0265-86-6781

鉄道利用：JR飯田線飯島駅下車 タクシー 約5分

http://www.town.iijima.lg.jp

〒399-3797　飯島町飯島2537番地

秋桜まつり実行委員会



１ 期　間

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

イベント 千曲市

11 千曲大菊花展

１０月２５日（金）～１１月１５日（金）

　千曲市八幡の武水別神社境内に設営された特設花壇に、約１,０００鉢の菊花鉢を展示しま
す。

千曲市武水別神社　境内

無料

神社参道の両側５０ｍの長さに特設に設けられた花壇に約1,000鉢の菊花を展
示します。菊花愛好会、千曲市内の小学生らが丹精込めて育てた菊花が目を
楽しませてくれます。好評の創作花壇も展示いたします。見事に咲き誇る菊
花をお楽しみください。

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

千曲大菊花展実行委員会　（千曲商工会議所内）
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

026-272-3223

長野自動車道 姨捨SAより約10分

千曲大菊花展実行委員会（千曲商工会議所内）

026-272-3633

しなの鉄道 屋代駅よりタクシーで約10分

JR篠ノ井線 稲荷山駅よりタクシーで約10分

長野自動車道 更埴ICより約15分

http://www.chikumacci.jp

〒387-0011　千曲市杭瀬下三丁目９番地　



１ 期　間

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

イベント 須坂市

12 信州須坂大菊花展（第26回）

１０月２５日（金）～１１月１１日（月）

　須坂の秋を彩る恒例イベント。
　出品される作品の品質には定評があり、毎年大勢の方が訪れます。
　毎年、500鉢～600鉢が展示されます。三本立てや断崖作り、丹精こめてつくられた菊庭園な
ど、見事な菊が会場を彩ります。だるま菊やさまざまな造形菊なども必見です。

臥竜公園内特設会場

無料

▼出品作品（予定）
三本菊、七本菊、だるま菊、福助菊、組花壇、懸崖菊千輪咲、大作り、
造形菊、ミニ懸崖菊、菊庭園、他約500鉢

▼日本舞踊の披露（予定）
菊花展開催を記念して菊庭園前で花柳葉緑社中（はなやぎようろくしゃちゅ
う）による日本舞踊の披露が行われます。
日時：11月3日（日）午後１時～※雨天中止の場合は4日（月）

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

信州須坂大菊花展実行委員会（事務局：商業観光課）
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

026-248-9041

長野電鉄須坂駅よりタクシー5分、又は徒歩20分

syogyokanko@city.suzaka.nagano.jp
http://www.city.suzaka.nagano.jp/enjoy/kankou/kikkaten/

026-248-9005
〒382-0077　長野県須坂市大字須坂1295-1

　

信州須坂大菊花展実行委員会

日時：11月3日（日）午後１時～※雨天中止の場合は4日（月）
場所：菊花展特設会場 菊庭園前

上信越道須坂長野東ICより約10分



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 定　員

５ 内　容

イベント 大町市

13 鷹狩山・霊松寺紅葉トレッキング

１０月２７日（日）８時３０分～１４時３０分　（予定）

　大町山岳博物館を出発し、植物を観察しながら北アルプスを一望できる鷹狩山山頂をゆっく
り目指します。鷹狩山山頂で、絶景を眺めながらランチを楽しんだ後は、内部拝観期間中の長
野県最古の曹洞宗寺院「霊松寺」へ。“オハツキイチョウ”を探したり、普段は見ることので
きない隠し扉や天井の鳴き龍を見たりと、楽しみ満載です。
色々な角度から紅葉をご堪能ください。

（受付 ８時～８時３０分）

大町山岳博物館～鷹狩山・霊松寺トレッキングコース

受付会場 大町山岳博物館前

中学生以上１，０００円 　小学生５００円（保険料込）

▼コース：大町山岳博物館～鷹狩山頂・霊松寺経由、約9キロ、約4時間

１００名（事前申込みが必要です）

５ 内　容

６ 申込み

※定員になり次第、または、１０月２５日（金）締切

７ 主　催

８ アクセス [お車で]

[列車で]

９ お問合わせ先

大町市観光協会
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

大町市観光協会までお電話等でお申込みください。

http://www.kanko-omachi.gr.jp/
omachisi@chive.ocn.ne.jp

〒398-0002 長野県大町市大町3200
0261-22-0190

上信越自動車道 長野ICから約70分

0261-22-5593

JR大糸線信濃大町駅から徒歩約25分

▼コース：大町山岳博物館～鷹狩山頂・霊松寺経由、約9キロ、約4時間
　　　　　標高差400ｍ程度の舗装路とやや傾斜のある散策道を歩きます。
　　　　　トレッキングシューズをお勧めします。

▼持ち物：昼食・飲み物・雨具・防寒着など

大町市イベント実行委員会（事務局：大町市観光協会）

長野自動車道 安曇野ICから約40分

（E-ｍａｉｌ) omachisi@chive.ocn.ne.jp



１ 期　間

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

無料

▼特別展示
▼工房公開
▼ワークショップ
▼ミニライブ　　　など各会場個性豊かな催しが盛りだくさん！
※場所や時間等の詳細につきましては、安曇野スタイルホームページにて

安曇野市、池田町、松川村の工房・アトリエ・美術館・ギャラリー・飲食
店・宿泊施設・グループ展会場など95会場

イベント 安曇野市

14 安曇野スタイル

１１月１日（金）～１１月４日（月）

　安曇野（安曇野市・池田町・松川村）には、ものづくりや文化的活動を行っている人たちが
たくさん暮らしており、そのような活動を支える文化施設なども多数点在しております。それ
らの魅力と安曇野巡りを楽しんでいただく催しが「安曇野スタイル」です。
　この期間中は、普段見ることの出来ない工房公開や特別展示などといった各会場で特別なお
もてなしなどで楽しませてくれますので、ぜひ秋の安曇野散策と共にお出かけください。

【髙橋節郎美術館(安曇野市)、安曇野ちひろ美術館(松川村)、北アルプス展望美術館(池田町)
など】

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

安曇野スタイルネットワーク運営委員会
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

0263-82-6622

JR大糸線穂高駅など・JR篠ノ井線明科駅など下車から各会場まで

〒399-8301　安曇野市穂高有明3613-32(BANANA MOON内)　

安曇野スタイルネットワーク運営委員会

※場所や時間等の詳細につきましては、安曇野スタイルホームページにて
　ご確認ください。

安曇野IC下車から各会場まで

azusuta@gmail.com
http://azumino-style.com/
090-9354-1279



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料 無料

※当日は、県立歴史館、森将軍塚古墳館の入場、古墳見学バスの利用が無料
　になります。

※通常料金
　 ○県立歴史館：一般３００円・高校、大学生１５０円・小、中学生７０円
　 ○森将軍塚古墳館：一般２００円
　 ○見学バス片道：中学生以上２００円
　 ○古墳館・見学バス往復：５００円

イベント 千曲市

15 森将軍塚まつり

　完全復元された国史跡「森将軍塚古墳」で蘇った古代空間を実感しながら各イベントを楽し
みませんか。

１１月３日（日）９時～１５時

千曲市科野の里歴史公園

４ 内　容

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

〒387-0007　千曲市大字屋代29-1　
026-274-3400 026-274-3403
http://www.city.chikuma.nagano.jp/app/kofun/

森将軍塚まつり実行委員会（森将軍塚古墳館内）

▼森将軍塚ウォーク（屋代駅～有明山～森将軍塚古墳など３コース）
▼屋代駅から森将軍塚古墳までのパレード
▼古墳上での収穫感謝の儀式
▼「将軍塚鍋」や「キビ餅」のサービス

森将軍塚まつり実行委員会（森将軍塚古墳館内）

長野自動車道 更埴ＩＣより車で約5分

しなの鉄道 屋代駅よりタクシーで約10分

　 ○古墳館・見学バス往復：５００円



１ 期　間

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

箕輪町商工会・みのわＴＭＯネットワーク
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

JR飯田線伊那松島駅より徒歩3分

〒399-4601　上伊那郡箕輪町中箕輪10286-1

http://www.minowa-tmo.net/

無料

▼点灯式
　11月9日（土）15時30分～19時30分
　歩行者天国・ステージイベント・飲食店等出店・来場者プレゼント
　点灯式17時15分～
▼週末ライブ
　イルミネーションメインステージ前でライブを開催
▼大晦日
　12月31日（火）17時～26時　点灯時間延長
▼ファイナルイベント
　平成26年1月11日（土）18時～

中央道伊北ICより国道153号線を伊那方面へ約10分　

0265-79-2117

箕輪町商工会・みのわＴＭＯネットワーク事務局

0265-79-0380

イベント 箕輪町

１１月９日（土）～平成２６年１月１１日（土）１７時～２２時

　山々に降った雨が諏訪湖から天竜川の流れとなり、多くの恵みや時には災害をもたらしなが
ら、やがて遠州灘に注ぐ壮大なストーリーを毎年季節を変えて、趣向が凝らされた色とりどり
のイルミネーションが街を彩ります。
　今回は『天竜川伝説－伊那谷の冬から春の風景－』と題して、「冬眠中のクマさんと雪の結
晶」や「氷瀑」など冬をイメージしたイルミネーションを装飾します。
　夜の光に包まれて、夢のようなひとときを過ごすことができます。
　点灯式では楽しいイベントも盛りだくさんです！

16 イルミネーションフェスタ☆みのわ2013

センターパークまつしま・町道６号線沿線



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加料

※お子様無料

４ 内　容

イベント 松本市

17 乗鞍高原　地酒フェスタ2013

１１月１６日（土）１３時～１５時

　信州の地酒を存分に味わう！
　乗鞍高原に信州各地の地酒が大集合。地酒に合う地元郷土料理、新蕎麦もお楽しみいただけ
ます。

２，５００円（宿泊の方２，０００円）

乗鞍高原観光センター

▼信州各地の地酒（全部でおよそ３０種。東北のお酒も数種そろいます。）
▼地元郷土料理
▼新蕎麦
▼ジュース

【新そば＆地酒Week】

５ 申込み先

６ 主　催

７ アクセス [お車で]

[列車で]

８ お問合わせ先

乗鞍高原観光案内所

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.norikura.gr.jp/

〒390-1513　長野県松本市安曇鈴蘭4306-5
0263-93-2147 0263-93-2300

乗鞍高原観光案内所、乗鞍高原内各宿泊施設

乗鞍高原地酒フェスタ2013実行委員会

JR松本駅---松本電鉄（電車）---新島々駅---

アルピコバス---乗鞍高原（所用時間約70分）

【新そば＆地酒Week】
期間：11月9日～17日
会場：乗鞍高原各施設
内容：この期間中、各施設で地酒か蕎麦料理をお楽しみいただけます

長野自動車道　松本ICから約50分



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

長野商工会議所
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.nagano-cci.or.jp/ebisukou/index.html
（E-ｍａｉｌ) ebisukou@nagano-cci.or.jp
（その他） 午前９時～午後５時　月～金まで（土･日･祝は除く）

▼打上数：約1万発以上
　※個人協賛花火募集中：一口10,000円 先着300名様 締切日:9月27日(金)
特別な記念にｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞの｢特大ｽﾀｰﾏｲﾝ｣を個人協賛で打ち上げませんか？
▼第22回 全国十号玉 新作花火コンテスト（18時15分～）
　全国から最強豪の15社の煙火師が集まり腕を競い合います。
▼写真コンテスト：えびす講に関係する臨場感溢れる写真をご応募下さい。
　（締め切り12月5日（木）当日消印有効）

上信越自動車道　長野ICから15分。

026-227-2428 026-227-2758

JR長野駅からシャトルバスで約10分、徒歩で20分。

〒380-0904　長野市七瀬中町２７６

長野商工会議所、長野商店会連合会

※会場周辺に駐車場がないため、臨時駐車場（エムウェーブ、長野地方卸売
　市場、真島臨時駐車場の3箇所・無料、15時会場、22時閉鎖予定）からシャ
　トルバスをご用意しています(15時～随時運行）。
　片道料金大人３００円/小人１５０円

※ｼｬﾄﾙﾊﾞｽは15時～18時まで運行。長電バス：東口3番のりば発(片道料金大人
　170円、小人90円)、アルピコ交通：善光寺口2番のりば発(大人200円、小人
　100円)。

※16時～21時の間、会場周辺が通行規制されます。

無料(有料観覧席あり）

イベント 長野市

18 長野えびす講煙火大会（第108回）

１１月２３日（土・祝）　１８時打上開始

　「一度はこの花火大会を見ておかないと」と花火評論家にいわしめる煙火大会。
絢爛豪華な「8号玉110連発」、「超ワイド特大スターマイン」、音と光の融合「ミュージック
スターマイン」等の打上花火、そして尺玉の大輪が晩秋の澄んだ夜空を彩ります。
かつて、技術が未熟な煙火師の参加を許さず、本大会への参加は煙火師にとり「出世煙火」で
した。現在でも全国から最強豪の煙火師が集まり新しい技術や独創的なアイディアをこの大会
で競い合います。
　年によっては、小雪が舞うこともありますので、暖かい服装でお越しください。

長野大橋西側・犀川第２緑地

有料観覧席：
　　・ﾌﾟﾚﾐｱﾑｼｰﾄ：※販売終了
　　・えびすｼｰﾄ：限定2500席　一席一名 4,000円
　　　（信州特産土産、大会公式プログラム、使い捨てカイロ）
　▼販売開始日：9月6日（金）10時～
　▼購入方法：今年からCNﾌﾟﾚｲｶﾞｲﾄﾞを利用した販売に変更になりました。
　　①セブンーイレブン店頭での購入
　　②インターネット予約（詳しくはhttp://www.cnplayguide.com/info/
　　　igyqa_kounyu_new.html#をご覧ください）
　　③電話予約 0570-08-9999(受付時間　10:00～18:00）



　▼日　時：10月4日（金）　18時～

　▼場　所：駒ヶ根銀座通り商店街特設会場

　▼入場料：前売り券1,500円、当日券1,800円（いずれも美酒グラス付）

イベント 駒ヶ根市

19 中央アルプス山麓 美酒フェスタ2013

　駒ヶ根市街地が賑やかな社交場に。当日はJAZZボーカリスト・YOKOライブス
テージも。

　風光明媚な中央アルプス山麓では、ビール・ワイン・日本酒・ウイス
キー・リキュール類など、多種多様のお酒類が造られている全国でもまれ
な土地です。中央アルプスの山麓で育まれたお酒は、国内はもとより海外
でも高い評価を得ています。その円熟を極めた名酒の数々が期間中、会場
に勢揃いします。
　今年は、本坊酒造の信州マルス蒸留所で生産された「マルスモルテージ
3プラス25 28年」が英国のウイスキー専門誌が主催するコンテスト「ワー
ルド・ウイスキー・アワード（ＷＷＡ）2013」ブレンデッドモルトウイス
キー部門で最高賞を受賞という嬉しいニュースもありました。
　最高賞は各部門で１品だけまさに世界一のウイスキーです！

【にぎわい】～美酒グラス片手に心酔するひととき～

　▼入場料：前売り券1,500円、当日券1,800円（いずれも美酒グラス付）

　▼日　時：10月5日（土）　18時30分～

　▼場　所：南信州ビール味わい工房

　▼入場料：5,000円（定員50名、完全予約制、お食事付）

　▼申込み：下記のお問い合わせ先へ電話にてお申し込みください。（※先着順）

　▼その他：当日は18時15分駒ヶ根駅発のシャトルバスをご利用いただけます。

【主　　催】　中央アルプス山麓美酒フェスタ実行委員会

【アクセス】 [お車で]

[列車で]

【お問合わせ】

一般社団法人 駒ヶ根観光協会
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

【取材情報】

〒399-4117　駒ヶ根市赤穂759-447　駒ヶ根ファームス内　

annai@city.komagane.nagano.jp
http://www.kankou-komagane.com

　南信州ビール味わい工房のシェフが、各メーカーのお酒にあう料理をお出しします。シニアソムリエの
石田通也氏が、各お酒の特徴、楽しみ方を解説。メーカーの造り手も、酒造りへの想いをプレゼンしま
す。

　中央アルプス山麓では、ビール・ワイン・日本酒・ウイスキー・リキュール類な
ど、多種のお酒類が醸造されている土地で、そのお酒類が一堂に会す美酒フェスタは
非常に珍しいイベントです。
　事前の取材申請により、イベント当日の駐車場を準備いたします。また、併せて各

【つどい】～シェフお勧め料理と美酒のマリアージュ～

中央自動車道駒ヶ根ICから車で約5分

0265-81-7700 0265-81-7755

JR飯田線駒ヶ根駅徒歩約1分

　事前の取材申請により、イベント当日の駐車場を準備いたします。また、併せて各
メーカーの工場見学取材の調整が可能ですので、事前にご連絡ください。



１ 期　間

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

イベント 南箕輪村

１０月５日（土）～２６日（土）１８時～２２時

　信州大芝高原内４万㎡に広がる、イルミネーションの大パノラマをお楽しみください。平地
林の中、街の光も遮られた静かな環境に、地域の人々の手作りによる大小様々なイルミネー
ションが飾られた情景は圧巻です。森とイルミネーションの織りなす癒しの空間で、ご家族
や、友人と語らい、心に残るときをお過ごしください。

20 2013信州大芝高原イルミネーションフェスティバル

無料

信州大芝高原

▼期間中毎日屋台が出店し、そば、ローメンなど体の温まる食べ物を販売し
　ています。

【期間中イベント情報】
10月 5日（土）17:30～オープニング　太鼓演奏、18:00～おもちの振る舞い
10月 6日（日）星空コンサート（フルート、ピアノ、バンド）
10月12日（土）19:00～ハーモニカコンサート
10月13日（日）19:00～太鼓演奏

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

信州大芝高原イルミネーションフェスティバル実行委員会事務局（南箕輪村商工会）

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（E-ｍａｉｌ)

〒399-4511　長野県上伊那郡南箕輪村4809-1　

信州大芝高原イルミネーションフェスティバル実行委員会

0265-72-6219

JR飯田線　伊那市駅からタクシーで15分

mmms2@valley.ne.jp

10月13日（日）19:00～太鼓演奏
10月16日（水）19:00～講演会
10月19日（土）12:00～16:00おとめ市
　　　　　　　19:00～癒しのシンセサイザーコンサート
10月20日（日）19:00～平安の調べ（雅楽）

中央道伊那ICから車で5分

0265-72-6265



１ 日　時

２ 会　場

３ 会　費

４ 内　容

イベント 須坂市

21 江戸時代　婚礼料理の再現会食会

１０月１０日（木）、１２日（土）、１３日（日）、１６日（水）、

　豪商田中本家に伝わる古文書より≪江戸時代の婚礼料理≫
を再現し、江戸時代の器を使用する食事会。料理も器も本物
が伝わる田中本家博物館にしか企画できない食事会です。10
月の10日間のみ開催。参加者募集中！

　　　１９日（土）、２０日（日）、２２日（火）、２５日（金）、

　　　２６日（土）、２７日（日）　各日１１時～

文政5年（1822年）に行われた田中本家4代当主の祝言の記録をもとに、江戸
時代の婚礼料理を再現します。

▼料理

豪商の館　田中本家博物館　主屋（通常非公開）

１５，０００円（入館料込）　　１日限定２０名（予約制）

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

豪商の館　田中本家博物館
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

８ 取材情報

（財）田中本家博物館

〒382-0085　長野県須坂市穀町476番地

江戸時代の記録をもとに、当時の器を使って、江戸時代の料理を食べること
ができる食事会を企画できるのは、田中本家博物館だけです。料理記者の岸
朝子様にも高い評価をいただいています。

▼料理
　・鯛や平目などの海の幸
　・当時高級品であった玉子をふんだんに使った料理　など
▼器（普段は、展示され触れることができないものです）
　・古伊万里の色絵花鳥文皿
　・漆器の蒔絵松橘文重箱など
▼料理や器などについて田中本家12代当主が解説
▼食事会のあと、特別企画展「豪商の花嫁　伝来の婚礼衣裳」をご案内

上信越道須坂長野東ICより15分

026-248-8008 026-245-4780

JR長野駅より長野電鉄須坂駅下車、タクシー5分

info@tanakahonke.org
http://www.tanakahonke.org



１ 期　間

２ 会　場

３ 入場料

イベント 安曇野市

１０月１２日（土）～１１月１０日（日）

各館入館の際に、入館料が必要となります（各館もしくは、市HP及び安曇野

※開館時間及び休館日は施設によって異なりますので、各館もしくは、市HP
　及び安曇野市教育委員会へお問合せください。

※ギャラリートーク実施時間については、各館もしくは、市HP及び安曇野市
教育委員会へお問合せください。

22 安曇野ミュージアムギャラリートークリレー2013

　安曇野市内にある美術館、博物館の内の14施設が連携し、安曇野
ミュージアムギャラリートークリレー2013を実施します。美術館・博物
館に入館してみたものの、展示作品の意味や魅力が良くわからない…と
いう方は、是非ご参加ください。各施設の学芸員等のスタッフがご案内
いたします。
　紅葉で色付く山々を眺めながら、安曇野の魅力をみて、感じて、発見
してください。

貞享義民記念館、臼井吉見文学館、安曇野市豊科郷土博物館、安曇野市豊科近代美術
館、田淵行男記念館、井口喜源治記念館、安曇野市穂高陶芸会館、碌山美術館、安曇
野ジャンセン美術館、安曇野市天蚕センター、安曇野髙橋節郎記念美術館、絵本美術
館＆コテージ森のおうち、有明美術館、安曇野市穂高郷土資料館　　（計 14館）

３ 入場料

４ 内　容

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

安曇野市教育委員会文化課文化振興係
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

８ 取材情報

各館入館の際に、入館料が必要となります（各館もしくは、市HP及び安曇野
市教育委員会へお問合せください）。

　各施設の学芸員等のスタッフが作品の解説や作家のエピソードを交えなが
ら、施設を案内します。このギャラリートークを来館者が連続して受けられ
るよう各施設で実施時間を調整し、リレー形式でバトンを渡すように工夫を
して行う試みです。
▼ギャラリートーク３施設以上受講で当イベントオリジナルグッズを贈呈
▼期間中、各施設を３～４施設ずつ半日かけて周遊するツアーを開催
▼10月20日（日）13時30分から安曇野市豊科交流学習センターにて美術館・
　博物館を核としたふるさと教育について学ぶ講演会を開催

安曇野市美術館博物館連携事業実行委員会

0263-62-3525

名古屋から松本まで特急「しなの」で約２時間

bunka@city.azumino.nagano.jp

〒399-7102　長野県安曇野市明科中川手2914番地1

http://www.city.azumino.nagano.jp.

長野自動車道 安曇野ICより市内へ

松本駅から安曇野市内へはJR大糸線にて、最寄り駅まで

　取材の場合は各館とも入館料は無料となります（受付窓口にて社名及び氏
名をお申し出ください）。
　また、取材者用の駐車場が確保できますので、事前にご連絡ください。

0263-62-3001

新宿から松本まで特急「スーパーあずさ」で約２時間30分

　また、取材者用の駐車場が確保できますので、事前にご連絡ください。



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

無料

　今回で27回目となる全国日曜画家中部日本展が信州木祖村で開催されま
す。全国各地から約１８０点（油彩画・水彩画）が出品され期間内展示され
ます。
　木曽作家協会の作品展も同時開催予定です。

イベント 木祖村

23 全国日曜画家中部日本展（第27回）

１０月１２日（土）～２０日（日）９時～１７時（最終日のみ１６時まで）

　日曜画家の村「信州 木曽川源流の里木祖村」において、全国各地の日曜画家の皆さんから
出された自慢の作品を展示します。
　木曽川源流の紅葉と共に芸術の秋をお楽しみください。

木祖村社会体育館

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

やぶはら高原イベント実行委員会
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

やぶはら高原イベント実行委員会

kankou@kisomura.com
http://www.vill.kiso.nagano.jp/kankou/

0264-36-3344

JR中央西線藪原駅から徒歩約10分（中山道藪原宿周辺）

長野道塩尻ICから国道19号経由　約35分

0264-36-2001

中央道伊那ICから国道361号、19号経由　約30分

〒399-6201　長野県木曽郡木祖村薮原1191-1　



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

東御市役所北御牧支所地域振興係
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

イベント 東御市

24 火のアートフェスティバル2013

　自然とアートを満喫。芸術むら公園一帯で開催される自然とアートをテーマとしたイベント
です。夜空に真紅の炎が鮮やかに映し出される登り窯の焼成、陶器クラフト市や陶のワーク
ショップなどが行われます。

１０月１２日（土）１１時～１８時

芸術むら公園

　　　１３日（日）１０時～１５時

無料

▼登り窯焼成
　市内の小中学生や陶芸教室で作成した2000点余りの作品が1300℃の窯で、
夜中を通して焼かれます。

▼陶器クラフト市

▼ワークショップ（工作等体験講座）

▼ステージでは、市内の団体による音楽演奏や舞踏の発表

▼とうみの味等の出店

火のアートフェスティバル実行委員会

上信越自動車道東部湯の丸ICより20分

しなの鉄道田中駅よりタクシー10分

田中駅よりシャトルバス運行

〒389-0404東御市大日向337　
0268-67-3311 0268-67-3337
http://www.city.tomi.nagano.jp/
km_shinkou@city.tomi.nagano.jp



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

　　　１３日（日）１２時～１９時　予定

イベント 伊那市

25 南アルプスふるさと祭り

１０月１２日（土）１１時～１３時

　南アルプスふるさと祭りは、旧長谷村時代から続く伊那市長谷地区の一大イベントです。今
年は３０回を迎えるため、前日１２日に地元の中尾歌舞伎を開催します。
　また、１３日のお祭りでは、地元小中学校生による、ダンシングＮｅｗザンザ、南アルプス
太鼓の披露があります。伊那市出身の湯沢かよこさんによるミニライブを開催します。

無料

美和湖公園（伊那市長谷黒河内）　前夜祭　熱田神社

▼１０月１２日（土）
　１０時００分～　開場
　１１時００分～　開会セレモニー
　１１時３０分～　開演（中尾歌舞伎）
　１３時００分　　終演

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

伊那市長谷総合支所　産業振興課内　南アルプスふるさと祭り実行委員会
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

0265-98-2029

JR伊那市駅→タクシー（美和湖公園）約40分

中央自動車道 伊那IC→美和湖公園（伊那市長谷黒河内）約45分

0265-98-3130

h-san@inacity.jp
http://inashi-kankoukyoukai.jp

〒396-0402　伊那市長谷溝口１３９４番地

南アルプスふるさと祭り実行委員会

▼１０月１３日（日）
　１２時００分～　南アルプスふるさと祭り
　　　　　　　　　消防音楽隊 演奏、子どもみこし、南アルプス太鼓
　　　　　　　　　お宝抽選会、湯沢かよこミニライブ
　　　　　　　　　ダンシングNewザンザ、きんにょんにょ節
　１７時３０分～ 長谷太鼓
　１８時００分～ 花火大会



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

※酒蔵めぐりコースは「長野電鉄信州中野駅前」に集合してください。

３００円

中野陣屋前広場公園

▼受付時間　９時から９時３０分まで
▼出 発 式　９時３０分　 [９時４０分出発]
▼ゴ ー ル　１２時３０分～１４時３０分　※コースによって異なります。
▼コ ー ス
①「中山晋平を訪ねる」コース  りんご(秋映）狩り２個付き
  【総距離】１０ｋｍ（１３時終了予定)

イベント 中野市

26 なかの巡りＥＹＥウォーク

１０月１２日（土）　９時３０分～１４時３０分

　秋の中野市を存分に満喫いただくウォーキングイベント「なかの巡りＥＹＥウォーク」を開
催します。
　コースは４コースあり、今年は、新たに中野立志館高校生（長野大学コラボ）が考えた親子
でウォーキングコースを加えて、果物狩り付きのウォーキング２コースや、酒蔵めぐりコース
と幅広くご用意しました。山々の紅葉を望み、たわわに実る果物の畑を見ながら、秋の北信州
を歩いてみませんか。

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

中野市 商工観光課 観光係
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

なかの街並みウォーキング実行委員会

http://www.city.nakano.nagano.jp/city/shokan/m-walk/index.html

  【総距離】１０ｋｍ（１３時終了予定)
②「十三崖・谷厳寺パノラマ」コース　ぶどう(巨峰)狩り１房付き
  【総距離】１２km（１３時３０分終了予定）
③ なかの｢酒蔵めぐり｣コース 　市内の４つの蔵で試飲　地酒（１合）土産
　 付き  【総距離】４.８ｋｍ（１３時終了予定）
④ 中野立志館高校生（長野大学コラボ）が考えた親子でウォーキングコース
　 秋のミッション「こんな写真撮れるかな！」～中野立志館高校からの挑
　 戦状 ～ コース上でお菓子をお渡しします。【総距離】３ｋｍ（正午終了
   予定）持ち物：デジタルカメラ・携帯電話など、写真撮影し画像を確認で
   きるもの
▼募集定員　各コース　５０名（先着順）
▼参 加 賞　　特産のきのこ３種をプレゼント

上信越自動車道　信州中野ＩＣから15分

0269-22-2111　内線259

「中野市役所駐車場」をご利用ください。（駐車料無料）

0269-22-5924

長野電鉄　信州中野駅から徒歩15分

※ただし、酒蔵めぐりコースは信州中野駅前に集合

〒383-8614 　中野市三好町一丁目３番１９号

（E-ｍａｉｌ) shoko@city.nakano.nagano.jp



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

無料

【こだまの森秋の感謝祭】
　▼木祖村収穫祭として新鮮野菜の販売やキノコ汁の無料配布(予定)
　▼歌や踊りなどのステージイベント
　▼フリーマーケット等、様々な出店

【糸ノコおもちゃフェスティバル】
　▼木のおもちゃづくり体験
　▼糸ノコおもちゃづくり体験

イベント 木祖村

１０月１３日（日）午前１０時～午後３時

　信州木祖村の秋をお届けする「こだまの森秋の感謝祭」は村の収穫祭として食の出店やス
テージイベントなど楽しい催しが盛りだくさん！
　また糸ノコを駆使してヒノキやカラマツの間伐材を利用した「糸ノコおもちゃ」の木工体験
や作品展の「糸ノコおもちゃフェスティバル」も同時開催します。

27 こだまの森秋の感謝祭・糸ノコおもちゃフェスティバル

信州　やぶはら高原こだまの森

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

木祖村役場商工観光課
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

奥木曽グリーンリゾート(株)、ＮＰＯ法人木曽川･水の始発駅

kankou@kisomura.com
http://www.vill.kiso.nagano.jp/kankou/

　▼糸ノコおもちゃづくり体験
　▼糸ノコおもちゃ作品展、コンテスト表彰式

0264-36-3344

JR中央西線藪原駅からコミュニティバス利用　約20分

長野道塩尻ICから国道19号経由　約40分

0264-36-2001

中央道伊那ICから国道361号、19号経由　約35分

〒399-6201　長野県木曽郡木祖村薮原1191-1



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

長野県酒造組合
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

〒380-0921　長野市栗田西番場205-6

※おつまみのお持込は固くお断りします。また、お酒の試飲会ですので、
　お車でお越しの方、未成年の方は飲酒をご遠慮ください。

２，０００円　（オリジナルお猪口2013・先着2,000名様に進呈）

▼特別セミナー
　講演会　１３時～１４時　２階「千曲の間」
　　　　　（受付：１２時３０分）
　　　　　「酒の肴になる噺・迷宮入りした食文化」
　　　　　　講師：食文化研究家　魚柄　仁之助　氏

▼試飲会　１４時～１９時３０分　３階「浅間の間」
　　　　　（受付開始１３時３０分 / 受付終了１８時３０分）
　　　　　・秋の酒「ひやおろし」が一堂に！
　　　　　・長野県原産地呼称管理制度「長野モデル認定品」お披露目
　　　　　・地元作家の酒器販売
　　　　　・蔵元お奨めの逸品を販売（長野小売酒販協同組合のご協力）
　　　　　・アルクマも登場！
※DM（フライヤー）持参の方は、入場料を５００円割引させて頂きます。
　なお、着物でご来場の方には、さらに５００円引きです。

上信越自動車道 長野ICより長野駅方面へ約20分　

026-227-3133

※お車でお越しの方は飲酒をご遠慮ください。

026-228-1855

JR長野駅より徒歩1分

ホテルメトロポリタン長野　２階 梓・千曲 ３階 浅間

info3133@nagano-sake.or.jp 
http://www.nagano-sake.or.jp/

イベント 長野市

28 長野の酒メッセ２０１３（第19回）

１０月１７日（木）　１３時００分～１９時３０分

今年で１９回目となります「長野の酒メッセ２０１３」

"ＮＡＧＡＮＯ"を味わい尽くす、蔵元自慢の銘酒６００点が一堂に！

ぜひお越しください！！

長野県酒造組合・若葉会



１ 期　間

２ 会　場

３ 内　容

　雄大な中央アルプスの麓に全国で2ヶ所の青年海外協力隊の
訓練所の一つがあります。その、青年海外協力隊とともに、
地域の皆さんと在住外国籍住民の皆様とが一緒になって世界
を見つめ考える一週間が「みなこいワールドフェスタ」で
す。
　メインの国際広場では展示や屋台に、それぞれ10カ国の
ブースが出展し、国際色豊かな広場が活気づきます。

▼期間中イベント
☆地球の料理教室＜駒ヶ根文化会館＞　10/20（日） 10時～13時
　元青年海外協力隊による、アフリカの内陸国「マラウィ」の郷土料理を作ります。

☆やった！自転車で世界一周した男が語る夢の叶え方＜協力隊訓練所＞
　10/26（土）14時～16時
　会社から異例の4年3か月の有給休暇をもらい、自転車世界一周の夢をかなえ、その
後も社会貢献活動を実践する坂本達さんの涙あり、笑いありの体験談を、世界中の感

イベント 駒ヶ根市

29 みなこいワールドフェスタ（第20回）

１０月２０日（日）～２７日（日）

駒ヶ根駅前、青年海外協力隊訓練所ほか

４ 主　催

５ アクセス [お車で]

[列車で]

６ お問合わせ先

駒ヶ根市役所企画課
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

後も社会貢献活動を実践する坂本達さんの涙あり、笑いありの体験談を、世界中の感
動的なスライドと音楽を交えてお伝えします。

☆訓練所見学ツアー＜協力隊訓練所＞　10/26（土） 16時30分～18時
　駒ヶ根青年海外協力隊訓練所の施設見学会、エスニック料理の夕食付

☆地球のステージ＜協力隊訓練所＞　10/26（土） 19時～21時
　世界の出来事を、音楽・映像・語りで紹介するステージ

▼メインイベント
☆こまがね国際広場＜広小路・銀座通り＞　10/27（日）　10時～15時
　フェスタを締めくくる恒例のイベント！世界の文化紹介ステージ、国際協力活動紹
介ブース、フェアトレード製品販売ブース、世界の料理を味わう屋台、世界の言葉を
習う学習教室など秋の駒ヶ根が国際色に染まります。

中央道駒ヶ根ICより国道153号経由約10分

0265-83-2111 0265-83-4348

JR駒ヶ根駅より徒歩1分

kizai@city.komagane.nagano.jp
http://www.city.komagane.nagano.jp/

みなこいワールドフェスタ実行委員会（駒ヶ根協力隊を育てる会）

〒399-4192　駒ヶ根市赤須町20-1



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

無料

▼鎧兜を実際に着てみて荒砥城主になってみる企画
▼弓矢体験・乗馬体験
▼冠着太鼓の演奏、上山田太々御神楽の舞い
▼「オリジナル七味を楽しもう」
　七味のスパイスを好みの配合で作る一風変わったイベント
▼イノシシ肉入り戦国鍋（先着５００食）サービス

イベント 千曲市

30 荒砥城まつり

　戦国時代の山城「荒砥城」を舞台に、戦国ロマンあふれるまつりを開催します。

１０月２０日（日）１０時～１４時

千曲市城山史跡公園　　荒砥城跡

５ 主　催 荒砥城まつり実行委員会（文化財センター内）

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

荒砥城まつり実行委員会（文化財センター内）
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

〒387-0012　千曲市桜堂268ー1　
026-261-3210 026-261-3211
http://www.city.chikuma.lg.jp

長野自動車道 更埴ＩＣより車で約30分

上信越道 坂城ＩＣより車で約20分

しなの鉄道 戸倉駅よりタクシーで約10分



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

無料

【縄文文化体験】
▼縄文土器の野焼き
▼縄文釣り
▼縄文編み物
▼立木倒し　など

【縄文料理の試食】
▼イノシシの焼肉

イベント 千曲市

31 さらしなの里縄文まつり

　縄文人に変身しての一日を楽しむユニークなお祭りで、縄文太鼓の演奏もあり、素朴さに気
づかされるきっかけになりそうなお祭りです。

１０月２７日（日）　９時２０分～１４時３０分

千曲市さらしなの里古代体験パーク

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

上信越道 坂城ICより車で約20分

JR篠ノ井線 姨捨駅よりタクシーで約10分

さらしなの里縄文まつり実行委員会（さらしなの里歴史資料館内）

さらしなの里縄文まつり実行委員会（さらしなの里歴史資料館内）

長野自動車道 姨捨SAより車で約20分

〒389-0812　千曲市大字羽尾247-1　
026-276-7511

しなの鉄道 戸倉駅よりタクシーで約10分

026-261-4161
http://www.city.chikuma.lg.jp

▼イノシシの焼肉
▼縄文肉団子
▼鮭蒸し焼き　など



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

500円（中学生以下無料）

笠原工業常田館製糸場跡

【期間中のイベント】
▼ヒトノユメ・コンサート「高高高＆ちょっと白」
　歌う、鳴らす、読む、描く。4つのユメが上田映劇に集う！
　大正時代から続く老舗映画館で前代未聞の試みを行います。
日時：9月22日(日)　開場17時30分／開演18時30分
出演：高橋久美子（朗読、ドラム）白井ゆみ枝（即興絵描き）
ゲスト：高野寛、高木正勝
会場：上田映劇（長野県上田市中央2-12-30　℡：0268-22-0269）
チケット：前売り4000円／当日4500円
（全席自由、当日14:30より会場にて整理券を配布します）

▼ヒトノユメ「十五夜祭」
　昼は上田の歴史に触れ、夜は開場で月を見ながら歌と朗読に耳を傾ける、
　秋のゆったりとした一日を一緒に過ごしませんか。

イベント 上田市

32 ヒトノユメ in 長野

９月２１日（土）～１１月４日（月・祝）１０時～１８時　火曜休

　2010年に作家・作詞家の高橋久美子と、画家・白井ゆみ枝により始まった「ヒトノユメ展」
　高橋の詩と白井の絵を中心に、若手建築家の協力を得て作られたその土地ならではの展示空
間を立ち上げてきた、すべてが手作りの詩と絵と建築の展覧会です。今年は、白井の活動の拠
点となる、長野県上田市にある国の重要文化財指定の笠原工業常田館製糸場跡にて開催しま
す。

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

（広報担当）中村水絵
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ）

　秋のゆったりとした一日を一緒に過ごしませんか。
日時：10月13日（日）
　昼の部　歴史イベント「高橋久美子が行く！in 長野県上田市」：13時〜
　　出演：高橋久美子　他
　　集合場所：ヒトノユメ展会場・受付前
　＊集合後、約1時間半、上田の街を歩きながら歴史散策します。
　夜の部　月見ライブ＆トーク、詩の朗読：開場18時／開演18時30分〜
　　出演：高橋久美子　ゲスト：山田稔明（GOMES THE HITMAN）
　　会場：ヒトノユメ展会場内・野外ステージ（芝生）
　＊雨天の場合、屋内に変更の可能性があります。
チケット：昼の部　前売り2000円／当日2500円
　　　　　夜の部：前売り3000円／当日3500円
　　　　　通し券：前売り4000円／当日5000円

▼街のユメ
　会期中海野町商店街などの商店街を中心に、街中でも作品を展示します。
　新旧さまざまな店内やショーウインドウには、高橋がその店にあわせて書
　き下ろした詩と、白井の作品が、約20作品展示される予定です。メイン会
　場だけではなく、街歩きをしながらオリエンテーションを体験してもらえ
　るプロジェクトです。

JR上田駅より徒歩3分

hitonoyume.com

信越自動車道、上田菅平インターより車で約20分（専用駐車場あり）

080-8729-3174

高橋久美子、白井ゆみ枝

〒150-0022　東京都渋谷区恵比寿南3-3-11-1101

（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

hitonoyume.com
info@hitonoyume.com



１ 期　間

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

大人５００円　小人２５０円　未就学児無料（いいなぁ白馬ＩＤ発行）

▼ 「いいなぁ～白馬」ID村内各施設のアウトドアスポーツが、格安料金で体
験出来ます。

【開催イベント】
9/15　　　第３回白馬国際トレイルラン
9/21～23　白馬アウトドアクエスト
9/29　　　わんわん運動会
10/1～14　八方くろびし紅葉祭り

イベント 白馬村

１０月１４日（月）まで

白馬村村内

　白馬の秋を満喫するならいいなぁ〜白馬フェスティバル！！
いいなぁ～白馬フェスティバルIDを登録していただくと、村内各
施設のアウトドアスポーツが、期間中特別価格にてお楽しみいた
だけます。その他にも「わんわん運動会」などイベントがもりだ
くさん！白馬の素晴らしい秋を楽しみに是非遊びに来てくださ
い！！

33 いいなぁ～白馬フェスティバル（第3回）

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

白馬村観光局
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) info@po.vill.hakuba.nagano.jp

ＪＲ長野駅下車、特急バス・路線バスで約80分「白馬八方」下車。

〒399-9301　長野県北安曇郡白馬村北城3476番地
0261-72-7100 0261-72-6311
www.vill.hakuba.nagano.jp

10/1～14　八方くろびし紅葉祭り
10/5～7　 パラグライダーJAPAN CUP
10/12～14 アルペンライン子供無料キャンペーン

【その他のイベント】
秋山登山・フォトコンテスト・温泉ソムリエと行く白馬温泉巡りツアー・
チャリティーウエディング

いいなぁ～白馬フェスティバル実行委員会　

上信越自動車道　長野ＩＣから約60分

長野自動車道　豊科ＩＣから約70分

ＪＲ大糸線　白馬駅下車又は



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

※駐車場あり

[列車で]

７ お問合わせ先

須坂市観光協会
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

参加募集 須坂市

１１月９日（土）９時～１３時※雨天決行

　日本一長い川・千曲川（信濃川）の河川敷にリンゴがたわわに実っています。
北信濃の山々を望みながらのウォーキングイベントです。地元の観光ガイドが千曲川や地域
の歴史や自然をわかりやすく説明しながら案内します。リンゴのもぎ取りや豚汁のふるまい
もあります。
　昼食は、河川敷の畑で収穫される村山早生ゴボウを素材に使った、須坂名物「みそすき
丼」を食べます。

▼出発　９時００分　　（集合　８時４５分）
▼集合　長野電鉄村山駅前
▼定員　４０名
▼歩程　７ｋｍ　（地元ガイドがご案内します）
▼コース
村山駅9:00……村山橋メモリアルパーク……リンゴが実った畑道………千曲
川の渡し跡を見ながら千曲川沿いをウォーク………リンゴもぎ取り体験……
…相之島水門……豚汁のふるまい……小布施ハイウェーオアシス＝＝＝送迎
バス＝＝＝須坂市内（地元名物の味噌すき丼の昼食）＝＝13:00村山駅

34 千曲川リバーサイド　アップルウォーク

須坂市　千曲川河川敷

１，８００円（村山早生ごぼうのおやき付）

須坂市観光協会

須坂長野東ICから約10分

026-215-2225 026-215-2226
http://www.suzaka-kankokyokai.jp

JR長野駅より長野電鉄村山駅下車

※参考（行）長野8:18→8:39村山、湯田中7:45→8:40村山
　　　（帰）村山13:17→13:38長野、村山13:34→14:22

〒382-0077　須坂市大字須坂1295-1　

info@suzaka-kankokyokai.jp



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

参加募集 安曇野市

35 お水返しツアー

１０月２１日(月)６時１５分～１８時３０分 ※出発地域により異なる

▼募集人員　　120名

▼最少催行人員　　25名

　安曇野を潤す、水の恵みに感謝する恒例の祭事です。前日
「お水とりの儀」で汲んだ水を、穂高神社奥宮で神事をし、
源流部である上高地明神池で船の上より「お水返しの儀」を
行います。年に1度の祭事が見学できる、人気のツアーです。

４，８００円（昼食代、バス料金、明神池拝観料込）

集合場所　JR信濃大町駅ほか各地

▼出発時刻　　JR信濃大町駅(6:15)、道の駅 安曇野松川(6:35)、

５ 申込み

６ 主　催

７ お問合わせ先

一般社団法人安曇野市観光協会
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03.plala.or.jp

http://www.azumino-e-tabi.net
0263-82-3133
〒399-8303　安曇野市穂高5952-3　

0263-87-9361

▼お申込み期限　　10月17日(木)

一般社団法人安曇野市観光協会

▼お支払い　当日、集合場所にてお支払いください

▼解散時刻　　場所によって異なる　※上高地バスターミナル発14:30

▼出発時刻　　JR信濃大町駅(6:15)、道の駅 安曇野松川(6:35)、
　　　　　　　安曇野市穂高会館・安曇野市観光情報センター(6:50)、
　　　　　　　JR松本駅西口(8:00)、波田町役場(8:30)

▼その他　　募集人員に達し次第、受付を終了します

▼ご予約方法　　安曇野市観光協会ホームページ、または直接お電話にてお
　　　　　　　　申込みください



１ 期　日

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

▼解散場所　　潮神明宮　※12:00解散予定

５ 申込み

▼集合場所　　旧第2白坂トンネル駐車場へ9:55迄にお集まりください

▼ご予約方法　　安曇野市観光協会ホームページ、または直接お電話にてお

▼その他　集合場所までは、同日程で運行されるシャトルバスが便利です

２，２００円（ガイド料、灰焼きおやき代を含む）

▼最少催行人員　　4名

▼募集人員　　各日20名

参加募集 安曇野市

36 廃線敷トレッキングツアー

　レンガ積みのトンネルなど、明治時代の面影がそのまま残る旧国鉄篠ノ井線周辺。３万本も
のケヤキが色づく中を、ガイドと一緒に歩いてみませんか？旧第２白坂トンネルまでは明科駅
より片道約６km、歩きやすい服装でお出掛けください。

１０月２６日(土)、２７日(日)、１１月２日(土)、３日(日)、４日(月･祝)

集合場所　　旧第2白坂トンネル駐車場

５ 申込み

６ 主　催

７ アクセス [お車で]

[列車で]

８ お問合わせ先

一般社団法人安曇野市観光協会
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

JR穂高駅もしくは明科駅下車、シャトルバス利用(1回500円)

※シャトルバスは予約がない場合は運行いたしません。

▼ご予約方法　　安曇野市観光協会ホームページ、または直接お電話にてお
                申込みください

▼お申込み期限　　各出発日の3日前

▼お支払い　当日、集合場所にてお支払いください

0263-82-3133 0263-87-9361
http://www.azumino-e-tabi.net
azumino@bz03.plala.or.jp

〒399-8303　安曇野市穂高5952-3　

一般社団法人安曇野市観光協会

安曇野ICより車で約30分



１ 運行日

２ 停留所

３ 料　金

４ 内　容

▼時刻表(帰り)
旧第2白坂トンネル駐車場12:00－潮神明宮12:12－明科駅12:20－穂高駅12:35

▼運行ルート　　穂高駅－明科駅－潮神明宮－旧第2白坂トンネル駐車場

▼時刻表(行き)
　　穂高駅9:15－明科駅9:30－潮神明宮9:35－旧第2白坂トンネル駐車場9:50

その他 安曇野市

36-2 廃線敷シャトル運行

　市内主要駅から、昭和の遺産とも言われる旧国鉄篠ノ井線廃線敷／旧第２白坂トンネルを結
ぶシャトルバスが今秋も運行されます。
　旧第２白坂トンネルからＪＲ明科駅までの約6㎞間は、近年ウォーキングコースとしても注
目を集めています。シャトルバスを利用して、約3万本の美しく紅葉したケヤキを愛でにお出
掛けください。

１０月２６日(土)、２７日(日)

穂高駅・明科駅・潮神明宮・旧第２白坂トンネル駐車場

１１月２日(土)、３日(日)、４日(月･祝)　　１日１便

１回500円

５ 申込み

６ 主　催

７ アクセス [列車で]

８ お問合わせ先

一般社団法人安曇野市観光協会
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

旧第2白坂トンネル駐車場12:00－潮神明宮12:12－明科駅12:20－穂高駅12:35

0263-82-3133

azumino@bz03.plala.or.jp

〒399-8303　安曇野市穂高5952-3　
0263-87-9361

http://www.azumino-e-tabi.net

一般社団法人安曇野市観光協会

JR穂高駅または明科駅下車

▼お申込み期限　　各運行日の3日前　※予約がない場合は運行いたしません

▼お支払い　当日、シャトルバス車内でお支払いください

▼その他　同日程で廃線敷トレッキングも開催いたします

▼ご予約方法　　安曇野市観光協会ホームページ、または直接お電話にて
　　　　　　　　お申込みください



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

参加募集 白馬村

37 白馬deハロウィン2013

　白馬村エコーランドで開催されるハロウィンイベント「白馬deハロウィン2013」が、今年も
開催されます。今年のテーマは「おばけ」。こどもも大人もいろいろな仮装をしてみんなをお
どろかそう！もちろん昨年作ったオリジナル曲「Trick or Treat!！白馬deハロウィン」も流
しちゃいます

１０月２７日（日）　１０時～

白馬村エコーランド

５００円（３００円のお買物券付き）予約不要

▼受付場所：エコーランド体育館
▼受付時間：１０：００～１０：３０

【イベント内容】
▼トリックオアアトリート
▼仮装コンテスト
▼ジャックが吠えるコンテスト
▼ぬりえコンテスト

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

白馬村観光局
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

ＪＲ大糸線　白馬駅下車又は

ＪＲ長野駅下車、特急バス・路線バスで約80分「白馬八方」下車。

〒399-9301　長野県北安曇郡白馬村北城3476番地

▼ぬりえコンテスト

白馬deハロウィン実行委員会

上信越自動車道　長野ＩＣから約60分

長野自動車道　豊科ＩＣから約70分

0261-72-7100 0261-72-6311
www.vill.hakuba.nagano.jp
info@po.vill.hakuba.nagano.jp



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

５ 申込み

▼解散場所　　穂高神社（現地解散）

▼最少催行人員　　4名

３，２００円（御船会館入館料、昼食代、ガイド料を含む）

▼募集人員　　20名

▼ご予約方法　　安曇野市観光協会ホームページ、または直接お電話にてお
                申込みください

参加募集 安曇野市

38 穂高神社御船祭りツアー

　御船祭りは、高さ6m×長さ12mもの大きな船型の山車を激しくぶつけ合う、五穀豊穣・子孫
繁栄を願った伝統行事です。御船の起源は、古代九州に本拠があった安曇族が海洋に親しみ、
海運を司っていたことに由来されると言われ、海のない長野県では珍しい祭事です。船を飾る
穂高人形は毎年人形が作られ、例年、人形を楽しみに訪れる観光客も多いお祭りです。

９月２７日(金)１１時～１６時

集合場所　　ＪＲ穂高駅

▼集合場所　　JR穂高駅へ11:00迄にお集まりください

６ 主　催

７ アクセス [お車で]

[列車で]

８ お問合わせ先

一般社団法人安曇野市観光協会
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03.plala.or.jp

〒399-8303　安曇野市穂高5952-3　
0263-82-3133 0263-87-9361
http://www.azumino-e-tabi.net

一般社団法人安曇野市観光協会

安曇野IC下車、穂高駅前まで約10分

JR穂高駅下車

▼お申込み期限　　9月24日(火)

▼お支払い　当日、集合場所にてお支払いください

                申込みください



１ 期　間 １１月２３日(土)～平成２６年１月１９日(日)９時～１７時 (１月は１６時まで)

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[バスで]

[列車で]

７ お問合わせ先

長野県立歴史館　総合情報課
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

しなの鉄道「屋代」駅から徒歩25分

長野県立歴史館　企画展示室

39 平成25年度冬季展「山国の水害」～戌の満水と善光寺地震～

高・大学生　１５０（１００）円

小・中学生　　７０　（５０）円　 （　）内団体２０名以上

一般　　　　３００（２００）円

【期間中のイベント】
▼講演会
　11月23日(土)　13時30分～　　場所：当館講堂
　　演題：「善光寺地震、その時なにが？～犀川を塞き止めた大崩壊、
　　　　　　巨大湖を絵図から学ぶ～」
　　講師：工学博士　当館客員学芸員　山浦直人氏
▼講　座
　12月14日(土)　13時30分～　　場所：当館講堂
　　担当：当館文献史料課　課長　青木隆幸

　　（講演会・講座の聴講には観覧料(入場料)が必要です）

主催/長野県立歴史館

長野自動車道「更埴ＩＣ」から5分

美術館（博物館） 長野県

　急峻で複雑な地形の長野県は、いく度となく水害により甚大な被害を受けてきました。今後
も発生が予想される水害に対して、どのように向き合えばよいのでしょうか。水害の特色や先
人の姿から考えていきます。

高速道路バス停「上信越道・屋代」から徒歩5分

rekishikan@pref.nagano.lg.jp
http://www.npmh.net

〒387-0007　長野県千曲市屋代260-6　
026-274-2000(代)

しなの鉄道「屋代高校前」駅から徒歩25分



１ 期　間

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

池田満寿夫美術館、松代藩文武学校、象山地下壕等

【参加予定アーティスト】
白川昌生、北澤一伯、仁科茂、荒井善則、香山洋一、町田至、中村明、木村
仁、ホン・オボン(韓国)、テイ・コバヤシ、田中照幸、門倉緑(予定)、幅佳
織、ヒグマ春夫(予定)　他
【期間中の関連イベント】
▼10月27日（日）

美術館（博物館） 長野市

１０月２７日（日）～１１月１０日（日）

　過去の歴史を踏まえ日本と韓国、アジアとの関係をアートの面から再考察するという趣旨を
携え、日韓共催ワールドカップが開催された2002年6月からスタートしました。現代美術の持
つメッセージを活かし、ある場所が持つ歴史や周辺の人々の記憶を美術の世界で取上げる試み
のなかで、第二次世界大戦で遺された戦争跡地がある松代にて毎年継続開催し、松代から平和
のメッセージを世界に発信しています。
　折り鶴の羽根の形を利用した羽根プロジェクトでは、ワークショップ形式で参加者が過去の
歴史に心を寄せ、祈り、思い思いに言葉や色を羽根に乗せて描いていきます。

40 まつしろ現代美術フェスティバル（第12回）

無料（但し会場により入館料が必要（同日再入場可））

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

第12回まつしろ現代美術ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会事務局

（住　所）

（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

上信越自動車道　長野ICから約5分

hk@hkimura.com
  

JR長野駅善光寺口（のりば②）松代高校行き
約30分「松代駅」下車

▼10月27日（日）
　　13時　ワークショップ「羽根プロジェクト｣
　　　　　エコール・ド・まつしろ倶楽部ハウス（象山神社）
▼11月 3日(日）
　　11時～14時 羽根茶会 羽根落雁付き お茶代300円　文武学校内（東序）
　　13時～16時 パフォーマンス・アート 文武学校（中庭他）
▼11月 4日(月）
　　10時～12時　朗読ロック･ラップ法師　文武学校内 (剣術所)
　　13時　ｻｳﾝﾄﾞ･ｱｰﾄ　小野貴史x山本凡人x篠崎智 文武学校内 (槍術所)
　　16時　ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰ･ﾀﾞﾝｽ　北島千夏子　 文武学校内 (槍術所）
▼11月10日(日)
  　14時　現代演劇　劇団『月蝕ｽﾄｩｰﾊﾟ』羽生他　文武学校内（槍術所）

第１２回まつしろ現代美術フェスティバル実行委員会

（電　話）    026-238-4144   （ＦＡＸ） 026-238-4144
http://mcaf.jp/index.html

〒380-8544 長野市西長野６のロ  信州大学教育学部 木村研究室



１ 期　間

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容 ▼展示内容
・裂織作品（タペストリー、衝立、掛軸、バッグ、洋服、着物、帯等）
　合計約70点
▼期間中のイベント
・作家４人によるギャラリートーク「古布との出会い 裂織の魅力」
　9月21日（土）13時～　参加無料（入館料別途、要予約）
・地機織り体験会
　津軽地方に伝わる伝統的な機である地機（じばた）を使った機織り体験が

美術館（博物館） 原村

41 錦秋を紡ぐ 八ヶ岳さ・き・お・り展

９月２０日（金）～１１月１０日（日）９時～１７時

　古くより裂織（さきおり）が盛んな裂織の里・原村で、全国裂織協会で活躍する田中アイ
（青森県）、三上ムツ（青森県）、野口和子（茨城県）、目黒和子（東京都）の４人の作家に
よる作品展を開催します。作家各々の地域特性や技法が生かされた、個性あふれる作品の数々
をお楽しみいただけます。また「錦秋を紡ぐ」をテーマに本展のために制作された新作も初公
開。あでやかな裂織の秋を感じられる展覧会です。

一般（高校生以上）５００円、小中学生２５０円

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) yatsubi1@po19.lcv.ne.jp

http://www.lcv.ne.jp/~yatsubi1

　津軽地方に伝わる伝統的な機である地機（じばた）を使った機織り体験が
　できます。
　9月20日（金）9時～12時、13時～16時
　9月21日（土）9時～12時　参加無料（入館料別途）
・ワークショップ「いつでも、どこでも、だれでも織れるダンボール織り」
　10月5日（土）11時～13時　材料費1,000円（入館料別途）

0266-74-2701

JR中央線茅野駅よりバスまたはタクシーで25～60分、富士見駅よりタクシー約15分

※茅野駅からのバスの運行は曜日により変動しますので、必ず事前

中央自動車道 諏訪南I.Cから7km、小淵沢I.Cから14km

0266-74-2701

　にお問い合わせください。

〒391-0115　長野県諏訪郡原村17217-1611

原村、原村教育委員会、八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）



１ 期　間

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

　開館２０年記念特別企画展！ 江戸・明治・大正・昭和と約１８０年間
にわたり、北信濃一の豪商　田中本家に伝えられてきた代々の婚礼衣裳
を一堂に公開する初の企画展です。

江戸時代後期から昭和初期までの婚礼衣裳・婚礼道具を展示します

【期間限定　開館２０年記念　特別展示】
▼江戸時代の打掛「黒龍紋地桐鳳凰模様打掛」（10/1～10/15）
▼帯「黒繻子地海老正月飾り模様丸帯」（9/13～9/30）
　※これまで非公開。作品の状態からも２度とこのような機会を設けること
　　はできないと考えています。

豪商の館　田中本家博物館

大人７００円　　中高生３５０円　小学生２５０円　

美術館（博物館） 須坂市

42 豪商の花嫁　～伝来の婚礼衣裳～

１２月２日（月）まで　９時～１７時 会期中無休

５ 主　催

６ アクセス [お車で]

[列車で]

７ お問合わせ先

豪商の館　田中本家博物館
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

８ 取材情報 　田中本家の婚礼衣裳の美しさは、研究者からも高い評価をいただいていま
す。数年前には、NHK美の壺の「婚礼衣裳」の回で当館の婚礼衣裳が紹介され
ました。今回は、その実物も展示されます。

【田中本家の婚礼にまつわる品々】
▼緻密な刺繍と美しい色彩に彩られた歴代の婚礼衣裳
▼花嫁を乗せてきた絢爛豪華な花嫁駕籠
▼祝言で設えられた婚礼床飾り　など、
　※婚礼調度の品物が当館ほど残っているところは、徳川家を含めても全国
で数多くありません。とくに、衣装は繊細で傷みやすいため、残っているこ
と自体が珍しいほどです。

上信越道須坂長野東ICより15分

026-248-8008 026-245-4780

JR長野駅より長野電鉄須坂駅下車、タクシー5分

http://www.tanakahonke.org

（財）田中本家博物館

〒382-0085　長野県須坂市穀町476番地

info@tanakahonke.org



三重・長野合同移住相談会

▼ 日 時 ：１１月９日（土）　１２時３０分～１６時３０分

▼ 会 場 ：三重テラス　２Fセミナー室　（中央区日本橋室町2-4-1）

・12:30～16:30　個別相談会

　各県、市町村（茅野市、安曇野市など）ごとに個別相談をお受けします

・13:00～15:00　応援セミナー「移住実践者と語る会」

　移住実践者の体験談発表と質疑応答

▼ 問合せ先 ：長野県　観光部　移住・交流課

℡:026-235-7248   FAX:026-235-7257

長野県Ｉターン合同企業説明会

田舎暮らし情報

信州田舎暮らし情報

　多くの信州企業が参加する説明会です。Ｉターン、移住を希望する方や、来春新卒予定者、既卒者な
ど、長野県で就職をご希望する方々のお越しをお待ちしています。

　豊かな海と海産物のある三重県と雄大な山岳が育む河川上流県である長野県が、お互いの強みを活か
した合同移住相談会を開催します！

▼ 内 容

▼ 日 時 ：１０月１２日（土）１３時～１６時（受付終了１５時３０分）

▼ 会 場 新宿エルタワー　サンスカイルーム３０階Ａ室

・企業ブース（採用情報、就職相談）

・市町村ブース（住居、福祉、就職など生活支援全般）

・県ブース（県内全体の就職及び生活）

▼ 参 加 費 ：無料（予約不要、入退場自由）

▼ 問 合 せ ：長野県商工労働部労働雇用課　℡026-235-7201　Fax026-235-7327

楽園信州ちの「秋の思いっきり物件見学ツアー」　＜茅野市＞

▼ 日 時 ：１０月１２日（土）、１３日（日）　両日１０時集合　１７時解散予定

▼ 会 場 ：茅野市内　（集合：茅野市役所）

・物件見学（１２日は、茅野市の南方面、郊外住宅地・里山地域を中心に

　１３日は、茅野市の北方面、里山地域・蓼科を中心にまわります。 ）

・茅野市のご案内

・昼食（信州そば）

▼ 定 員 ：定員４０名（事前申込が必要）

▼ 問 合 せ ：田舎暮らし楽園信州ちの事務局　℡0120-002-144　Fax0266-73-8330

▼ 内 容

▼ 内 容

　八ヶ岳の裾野、長野県茅野市で今年の第３弾！ふるさと探し物件見学ツアー開催！賃貸・売買の物件
を2日間じっくり見学できます。（1日のみの参加も可能です。）また、建設中（寒冷地仕様）の建物見
学もできます。参加した方全員にもれなく不動産パスポート（不動産購入時に５万円としてお使いいた
だけます）を贈呈します。

　E-mail：info＠rakuc.net   URL：http://www.rakuc.net



北アルプスにいだかれる生活　いなか暮らし大町セミナー　＜大町市＞

▼ 日 時 ：１０月２６日（土）　１３時～１６時　　受付開始１２時３０分

▼ 会 場 ：ふるさと回帰支援センター（ＪＲ有楽町駅前　東京交通会館６階）

13:00～14:45　第1部　プレゼンテーション

　　大町市の紹介、移住者の体験談、移住支援体制の説明ほか

　　移住相談、物件情報、就職情報、子育て情報、Iターン（職業・移住者）情報など

▼ 定 員 ：定員３０名（定員になり次第締め切ります）

移住検討中だけど、大町市ってどんな所？田舎で暮らした経験が無い。大丈夫かな？夏は良いけど、冬
は雪が多くて大変では？皆さんのそんな疑問や不安にお応えします。

▼ 内 容
15:00～16:00　第２部：個別相談会

田舎暮らし情報

信州田舎暮らし情報

▼ 問 合 せ ：大町市役所　企画財政課　定住促進係　℡0261-21-1210　Fax0261-23-4304

　E-mail：teijuu＠city.omachi.nagano.jp

信州八ヶ岳　星の降る里　原村移住相談会　＜原村＞

▼ 日 時

▼ 会 場

・第１部　原村の紹介

・第２部　座談会、個別相談会

　原村を知り尽くしている「田舎暮らし案内人」が原村の魅力をお伝えします

▼ 定 員 ：定員２０名（定員になり次第締め切ります）

▼ 問 合 せ ：原村役場　総務課　企画係　℡0266-79-7942　Fax0266-79-5504

　E-mail：kikaku＠vill.hara.nagano.jp

都心から約２時間半。移住先としてはもちろん、二地域居住にも最適な高原の村！

：１０月２６日（土）　１７時３０分～２０時　　受付開始１７時

：ふるさと回帰支援センター（ＪＲ有楽町駅前　東京交通会館６階）

▼ 内 容




