
開催日・期間 開催地

１P 10月27日 軽井沢町

２P 10月1日～3月31日 上田市

３P 1月20日～3月30日 上田市

開催日・期間 開催地

４P ～11月上旬 茅野市

５P 11月1日～3月31日 長野県

開催日・期間 開催地

6P ～2月2日 箕輪町

７P 11月25日 安曇野市

スノーキャットツアー

箕輪町観光協会　フォトコンテスト

　▼「アルクマ便り」は毎月第3または第4水曜日、ホームページにアップします。カラーでご覧いただけます。
　 http://www.pref.nagano.lg.jp/tokyokanko/index.html　　新着情報→アルクマ便り(プレスリリース資料）

信州特産　野沢菜漬け体験

掲載ページ

掲載ページ

蓼科　紅葉めぐり

掲載ページ

旧軽井沢駅が駅として復活します

2017-2018信州スノーキッズ倶楽部会員募集

真田氏ゆかりの地まち歩き

２０１７ 年１０月１７日 

アルクマ便り アルクマ便り 

参加募集 

月号 11  

   

アルクマ便り 

記者発表 

新着情報 

 ⓒ長野県アルクマ 

長野県PRキャラクター「アルクマ」 



開催日・期間 開催地

8P 11月1日～30日 安曇野市

9P 11月3日 伊那市

10P 11月5日 塩尻市

11P 11月11日 茅野市

12P 11月11日～1月8日 安曇野市

13P 11月11日～1月8日 大町市

14P 11月12日 安曇野市

15P 11月23日 須坂市

16P 11月23・25・26日 長野市

17P 11月25日/11月下旬～12月上旬 長野市

18P 12月1日～3日 安曇野市

19P 12月2日 山ノ内町

掲載ページ

志賀高原統一初滑り・スキー場開き祭

安曇野はそばの郷　新そば祭り

TWIN ILLUMINATION　光の森のページェント～７つの宝石の秘密

安曇野産リンゴをまるごと使用した アップルパイ作り体験

安曇野神竹灯２０１７

秋はみのりのみはらしまつり

皇女和宮御下向行列

第7回信州八ヶ岳　新そばまつり

TWIN ILLUMINATION　光の森のページェント

第24回 信州須坂とよおか新そば祭り

野沢菜の収穫と野沢菜漬け体験①

野沢菜の収穫と野沢菜漬け体験②

銀座ＮＡＧＡＮＯ（信州首都圏総合活動拠点） 
東京都中央区銀座5-6-5 TEL：03-6274-6015 FAX：03-6274-6557 担当：小山浩一／保科宗継／山口史靖／吉川悦治 

http://www.ginza-nagano.jp/ E-mail: ginza-nagano@pref.nagano.lg.jp     

イベント 

 ⓒ長野県アルクマ 

長野県PRキャラクター「アルクマ」 
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●第 24 回 信州須坂とよおか新そば祭り/15P 
 

箕輪町 
●箕輪町観光協会 フォトコンテスト/6P 

伊那市 
●秋はみのりのみはらしまつり/9P 
 
 

山ノ内町 
●志賀高原統一初滑り・スキー場 
開き祭/19P 

 

上田市 
●真田氏ゆかりの地まち歩き/2P 
●スノーキャットツアー/3P 
 

長野県 
●2017-2018 信州スノーキッズ倶楽部会員募集/5P 
 

茅野市 
●蓼科 紅葉めぐり/4P 
●第 7 回信州八ヶ岳 新そばまつり/11P 

長野市 
●野沢菜の収穫と野沢菜漬け体験①/16P 
●野沢菜の収穫と野沢菜漬け体験②/17P 
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１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.shinanorailway.co.jp/

（E-ｍａｉｌ) kikaku@shinanorailway.co.jp

（その他）

（公共交通機関をご利用いただくか、駅周辺の有料駐車場をご利用下さい。）

記者発表 軽井沢町

旧軽井沢駅が駅として復活します

１０月２７日（金）　１０時～

しなの鉄道軽井沢駅

　しなの鉄道開業２０周年を記念して、旧軽井沢駅舎記念館が「懐かしくて新しい」軽井沢駅として復活
します。
　トータルデザインは、弊社観光列車「ろくもん」のデザイナーである水戸岡鋭治氏。１階は駅事務室、
北口改札、待合室のほか小布施の名店「桜井甘精堂」のカフェを出店。２階は「ろくもんラウンジ」とし
て、「ろくもん」の食事付きプラン、信州プレミアムワインプランのお客様にご利用いただきます。
　また、北口改札とホームの間には、建物は林業で有名な長野県「根羽村産」のヒノキを使用し、小さな
お子様連れのお客様が親子で楽しみながら行き交う電車を間近でご覧いただける大きなガラス張りの
施設もオープンします。

●オープニングセレモニー
・主催者及びご来賓のごあいさつ
・テープカット
●取材対応
報道関係者様は事前受付とし、お車でお越しの際は駅周辺の有料駐車場をご利用
下さい。
申込先：0268-21-4701（経営企画課）
※参考）軽井沢駅北口のタイムズ駐車場は１日４００円でご利用いただけます。

上信越自動車道「碓氷軽井沢IC」から約15分　

しなの鉄道「軽井沢駅」/JR 「軽井沢駅」下車０分

工事の進行状況によるため事前の取材については未定です
が、セレモニーの概要が決定次第プレスリリースを行います。

しなの鉄道株式会社　経営企画課
〒386-0018 長野県上田市常田1-3-39
0268-21-4701 0268-21-4703

●  

http://www.shinanorailway.co.jp/
mailto:kikaku@shinanorailway.co.jp


１ 日　時

２ 会　場

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ) ueda-kanko@ueda-cb.gr.jp

JR 「上田駅」より徒歩0分

３ 参加費

株式会社　観光販売システムズ

上信越自動車道「上田・菅平IC」から上田駅まで15分

記者発表 上田市

真田氏ゆかりの地まち歩き

　「真田一族が生きた上田の城下町をガイドと歩く」

　真田一族を育んだ上田市。城下町としての町づくりの工夫や、市街地に点在する真田氏ゆかりの神
社、仏閣を中心にガイドの説明を聞きながら散策するプランです。
　「信州上田おもてなし武将隊」がご案内する特別プランもございます。

１０月１日（日)～２０１８年３月３１日（土）の毎日

http://www.ueda-cb.gr.jp/

上田市内（真田氏ゆかりの場所）　※集合：上田駅（上田市観光案内所）

一般社団法人　信州上田観光協会
〒380-0024 長野県上田市大手2-8-4
0268-71-6074 0268-71-6076

・北陸新幹線上田駅(上田市観光案内所）から出発します。
・ガイドはお客様5名程度につき1名でご案内します。
・行程の歩行距離は6.5ｋｍ程度で、途中離団コース（短縮コース）も設定しています。
・ツアー出発の5日前までにご予約下さい。
【予約先】（株）観光販売システムズ　ＴＥＬ：050-3775-4727
【行程】
上田駅前の幸村公騎馬像からスタートし、お寺の並ぶ鍛冶町を通り、町の鬼門とされ
る大輪寺に到着。寒松院（真田昌幸の正室）のお墓は必見です。その後、北国街道
の名残りを残す柳町で自由散策の後、芳泉寺では小松姫（真田信之の正室）の墓も
ご覧いただけます。その他、映画「たそがれ清兵衛」のロケ地や上田城にも立ち寄る
など、見どころ盛り沢山の内容です。

通常プラン：大人1,800円 子供900円 　　武将隊案内プラン：大人2,800円 子供1,400円

●  

mailto:ueda-kanko@ueda-cb.gr.jp
http://www.ueda-cb.gr.jp/


１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

「上田・菅平IC」から別所温泉まで40分・奥ダボススノーパークまで70分　

[列車で]

別所温泉へは私鉄30分　奥ダボススノーパークへはバス60分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（E-ｍａｉｌ) ueda-kanko@ueda-cb.gr.jp

JR 「上田駅」より徒歩0分　

・タクシー代・リフト代・スノーキャット代を含んだ日帰りツアー
・各集合場所（奥ダボススノーパークを除く）をタクシーで出発し、奥ダボススノーパー
クからリフト（3人乗り）に乗り換え、終点から雪上車に山頂下まで乗車し10分ほど歩い
て山頂に到着。パノラマの景色、樹氷（スノーモンスター）などを見学の後、同じルート
で出発地（別所温泉は除く）まで戻ります。
・ツアー出発の5日前までにご予約下さい。
【予約先】（株）観光販売システムズ　ＴＥＬ：050-3775-4727
・スノーキャットのみの乗車は当日の14：00まで受付できます。（1日7便運行）

株式会社　観光販売システムズ

上信越自動車道「上田・菅平ＩＣ」から上田駅まで15分・奥ダボススノーパークまで40分

一般社団法人　信州上田観光協会
〒380-0024 長野県上田市大手2-8-4
0268-71-6074 0268-71-6076

別所温泉発8,800円・上田駅8,300円・奥ダボススノーパーク3,700円

記者発表 上田市

スノーキャットツアー

２０１８年１月２０日（土)～３月３０日（金）の毎日

　「天空のパノラマ」冬の菅平を楽しむ
　スノーキャットとは、標高2207ｍの根子岳へ向かうための、雪上車の名称。
　このツアーでは、スキー・スノボードやスノーシューを履かなくてもガイドと一緒に登頂することができ
ます。
　360度のパノラマに広がる山々、樹氷、ダイヤモンドダストなど、言葉にできない自然の造形美。菅平
高原でしか出会えない絶景が楽しめます。
　上田駅または別所温泉からタクシーで移動できますので、年配者・ご家族でも気軽に参加でき、ス
キーウェア・スノーブーツは現地でレンタルできますので、手ぶらでの参加も可能です。

集合：別所温泉各宿泊施設、上田駅観光案内所、奥ダボススノーパーク管理センター

●  

mailto:ueda-kanko@ueda-cb.gr.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://tateshina.ne.jp

蓼科観光協会

【東京より】中央自動車道「諏訪南IC」から八ヶ岳エコーラインを経由

特急あずさで「新宿」から2時間10分「茅野駅」下車東口からバス30分

蓼科観光協会
長野県茅野市北山蓼科5522-280
0266-67-2222 0266-67-4914

渋川橋信号からビーナスラインを北上、蓼科湖に隣接

蓼科3街道（ビーナスライン、メルヘン街道、湯みち街道）

無料

・イルミネーション「月の雫」　会場：蓼科高原の森彫刻公園
・楽々電動アシスト自転車で蓼科高原紅葉めぐり10/1～10/31
　会場：蓼科観光案内所・蓼科中央高原観光案内所
・紅葉ライトアップ10/14～11/5　会場：蓼科湖畔
・湖畔の紅葉コンサート10/22　会場：蓼科湖畔メイン会場
・わんわんハロウィンウォーク＆バーベキューランチ10/29　会場：蓼科高原芸術の森彫刻公園
・信州ワインと手作りコンサートの夕べ11/18　会場：リゾートホテル蓼科

新着情報 茅野市

蓼科　紅葉めぐり

　山頂付近の紅葉は9月から始まり、10月以降はピラタス周辺～蓼科湖へ。蓼科湖のもみじの紅葉は
素晴らしく、多くのカメラマンで賑わいます。
　聖光寺の桜の紅葉も秋の風物詩の一つ。11月に入ると、カラマツの紅葉がクライマックスを飾り、山
全体が黄金色に輝きます。
　山から里へ、時期をずらして長く楽しめる紅葉をイベントと合わせてお楽しみください。

9月下旬～11月上旬

●  

http://tateshina.ne.jp/


１ 日　時

２ 内　容

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

新着情報 長野県全域

2017-2018信州スノーキッズ倶楽部会員募集

１１月１日（水）～２０１８年３月３１日（土）　

　信州スノーキッズ倶楽部は、スキー・スノーボードをはじめとしたウインタースポーツを多くのこどもた
ちが家族と一緒に長野県のスキー場で楽しんでいただけるよう、（一社）長野県観光機構が長野県内
のスキー場（索道事業者、スキー・スノーボードスクール、レンタルショップ）を始めとする事業者・施設
の協力により運営する、年会費1,000円で様々な特典・情報を提供する小学生を対象とした倶楽部で
す。

◎会員対象：全国の小学生
◎年会費： 1,000円
◎会員特典：
　１　長野県内スキー場　無料リフト1日引換券（小人券）プレゼント：１枚
　２　スクールレッスン1,000円補助券プレゼント：1枚
　３　会員・ファミリーで使える！（会員および同伴家族4名、合計5名まで利用可）
　　　リフト1日券500円割引券プレゼント：3枚
　４　会員・ファミリーで使える！（会員および同伴家族4名、合計5名まで利用可）
　　　スキー用品レンタル500円割引券プレゼント：3枚ポイントラリー
　５　会員・ファミリーで使える！（会員および同伴家族4名、合計5名まで利用可）
　　　温泉入浴割引券（大人100円・小人50円）プレゼント：3枚
　６　ポイントラリー
　　　①シーズン中（何回でも引換可能）
　　　　5ポイント（5回リフト券購入）で、無料リフト1日引換券（小人券）1枚と引換
　　　②シーズン終了後（１回のみ）
　　　　5ポイント（同上）で、翌シーズンの無料リフト1日引換券（小人券）1枚と引換
　　　　※但し6年生の場合は、翌シーズンの無料リフト1日引換券（大人券）1枚と引換

https://www.snow-kids.net/

yukyaku@nagano-tabi.net

（一社）長野県観光機構　国内誘客推進部
〒380-8570　長野市南長野幅下692-2
026-234-7219 026-232-3233

https://www.snow-kids.net/
mailto:yukyaku@nagano-tabi.net


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

お問合わせ先
（住 所） 〒399-4695　 長野県箕輪町中箕輪10298番地　箕輪町役場商工観光推進室内

（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.minowa-town.jp/

（E-ｍａｉｌ) kankou@town.minowa.lg.jp

●募集部門
①一般の部
箕輪らしい風景や行事の写真に限らず、箕輪町の魅力を伝えてくれる写真。
②ポストカードの部　(新)
美しい風景から、写すものや構図が様々なポストカード部門。一般の部に比べ、より
自由な視点で撮られた写真をお待ちしています。
③みのわ祭りの部(新)
●応募規定
2017年1月〜2018年2月(締切日）までに箕輪町内で撮影した写真または箕輪町が
写っている写真で、未発表作品に限ります。
サイズ：4切（ワイド可）またはA4
応募点数：お一人様 5点まで
応募資格：プロ・アマ問わずどなたでも。
応募方法：作品の裏面に、応募用紙を貼り付け郵送。
　　　　　　　用紙は箕輪町観光協会のＨＰよりダウンロードしてください。
応募先：箕輪町観光協会
　　　　　〒399-4695　 長野県箕輪町中箕輪10298番地
　　　　　箕輪町役場商工観光推進室内
賞　　品：推薦1点　賞金3万円　特選数点　賞金2万円　など各種賞あり
締　　切：平成 30年2月2日（金）　当日消印有効
参　　考：入賞作品は箕輪町の観光PRに使用し、イベント、パンフレット
            などに活用させていただきます。

0265-79-3111 0265-79-0230

箕輪町観光協会

参加募集 箕輪町

箕輪町観光協会　フォトコンテスト　

伊那谷の美しい風景や１万本のもみじ湖のライトアップ、地域の伝統行事など・・・。
“ほどほどの田舎”、箕輪町の魅力を伝える１枚をお待ちしています。
最高の１枚を撮りに箕輪町にお越しください。

応募締切　２０１８年２月２日（金）　（当日消印有効）

箕輪町

●  

https://www.minowa-town.jp/
mailto:kankou@town.minowa.lg.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線 「穂高駅」よりタクシーで約10分　

JR大糸線 「柏矢町駅」より徒歩約15分　

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.azumino-e-tabi.net

（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03.plala.or.jp

長野自動車道「安曇野IC」から約7分　

3,000円

【日程】
ビレッジ安曇野13：00集合⇒日程説明13：30⇒畑に移動⇒こぎとり作業⇒15：30
ビレッジに戻りテイータイム⇒漬け込み体験⇒解散16：00頃

●参加費に含まれるもの……材料費、指導料、送料、保険代含む
●持ち物……エプロン、三角巾、炊事用手袋、雨具、汚れてもよい作業の出来る
服装、運動靴（雨の場合の長靴は用意いたします。）
●募集人員……20名（最少催行人員5名）
●募集締め切り……11月17日（金）
※お申込みは観光協会まで

一般社団法人　安曇野市観光協会
〒399-8303 長野県安曇野市穂高595-3
0263-82-3133 0263-87-9361

一般社団法人　安曇野市観光協会

参加募集 安曇野市

信州特産　野沢菜漬け体験

　信州といえば野沢菜が有名で、それぞれの家庭で工夫を凝らした野沢漬けがあります。
　畑から野沢菜をこぎとり漬ける体験です。
　クリスマスの頃美味しい本物の野沢菜を5ｋｇお送りいたします。

１１月２５日（土)　　　13時～16時

安曇野市豊科　ビレッジ安曇野

●  

http://www.azumino-e-tabi.net/
mailto:azumino@bz03.plala.or.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] ＪＲ大糸線「豊科駅・穂高駅」　他各駅下車、又は

ＪＲ篠ノ井線　「田沢駅・明科駅」下車　各店舗へ

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.azumino-biz.net/

（E-ｍａｉｌ) hotaka@azumino-biz.net

安曇野市商工会穂高支所
〒399-8303 長野県安曇野市穂高５０４７
0263(82)5820 0263(82)5494

市内各そば店にて

●期間中イベント
各参加そば店による新そば、結いそば、オリジナルメニューの販売提供
●その他のイベント
１０月３０日（月）１６：００～　五穀豊穣祈念神事（穂高神社社殿にて新そば粉の奉納）
１０月３１日（火）１５：００～　そば打ち・奉納・そば粉の配布（穂高神社神楽殿にて）

安曇野市商工会、安曇野はそばの郷振興委員会

長野自動車道「安曇野IC」から各店舗へ

イベント 安曇野市

安曇野はそばの郷　新そば祭り

　安曇野市内のそば店約４０店舗が期間中、新そばを提供します。安曇野産そば、期間限定のオリジ
ナルメニューや結いそばを提供するお店もあります。

１１月１日（水)～３０日（木）　

●  

http://www.azumino-biz.net/
mailto:hotaka@azumino-biz.net


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://miharashi-farm.com/

（E-ｍａｉｌ) miharasi@dia.janis.or.jp

はびろ農業公園　みはらしファーム

中央自動車道「伊那IC」から約5分　

みはらしファーム公園事務所
〒 399-4501長野県伊那市西箕輪3416-1

JR 「伊那市駅」より伊那バスターミナルから路線バスで25分

・コシヒカリ争奪輪投げでGET：（無料）　来場者どなたでも参加OK
・地元野菜詰め放題：（有料）　５０名限定で午前・午後の２回開催
・きのこ汁振る舞い：お昼事から無料で無くなり次第終了
・「一貫目（野菜の重量あて）ゲーム」：（無料）　５０名限定で午前・午後の２回開催
・「スタンプラリー　みはらしクエスト」：（無料）　２００名限定
などなど

0265-74-1807 0265-74-1808

イベント 伊那市

秋はみのりのみはらしまつり

１１月３日（祝・金）　　９時～１６時

はびろ農業公園　みはらしファーム

または、タクシーで約15分

　毎年恒例のみはらしファーム集大成のイベントです！
　今回も、「地元はざかけコシヒカリをＧＥＴする輪投げ」や、大人気の「野菜の重量（一貫目）あてゲー
ム」など、楽しいゲームでにぎやかに開催します。
　地元野菜詰め放題や、ちびっこ餅つき大会、りんご皮むき競争、アスパラ釣り、福足抽選会、スタン
プラリーなど、大人から子供まで参加して楽しめるイベント盛りだくさん。
　「ローメン」など地元グルメの販売、地元農協主催の「酪農祭」も同時開催の予定です！
　秋の味覚いっぱいの一日を満喫しにお出かけください。

●  



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ) info@tokimeguri.jp

ＪＲ中央本線特急→「塩尻駅」→「奈良井駅」→「薮原駅」

※塩尻駅まで２時間４０分、塩尻駅→奈良井駅は２０分、奈良井駅→薮原駅は５分

※奈良井宿まで３時間４０分、奈良井宿→薮原宿は１０分

http://www.tokimeguri.jp/

街道交流事業実行委員会事務局（（一社）塩尻市観光協会内）
〒399-0736　塩尻市大門一番町12番2号
0263-54-2001 0263-52-1548

和宮行列が宿場を練り歩くほか、次のイベント等を開催します。
(1)オリジナル再現菓子「深秋の姫道中」の限定販売（有料）
 皇女和宮が御下向の道中にお召し上がりになったお菓子を現代風に再現し、限定販売
します。
(2)人力車で奈良井宿の町並みを楽しむ（有料）
(3)「和宮御膳」を味わう（要事前予約。有料）
 和宮が御下向の際に本山宿でお召し上がりになった夕食の献立を奈良井宿にアレンジし、ご提供

します。

(4)特産品などの販売（有料）
(5)中山道の難所「鳥居峠ウォーキング」（要事前予約。無料。ガイド付き。参加記念品有り）

(6)木曽檜箸づくり体験（有料）
(7)長野県伝統工芸品「奈良井の曲物」の製作実演（無料）

街道交流事業実行委員会（（一社）塩尻市観光協会内）及び木祖村

中央自動車道→「岡谷JCT」→「塩尻IC」→国道１９号→奈良井宿→薮原宿

中山道　奈良井宿　（１３時３０分から※約１時間）

観覧無料

イベント 塩尻市

皇女和宮御下向行列

１１月５日（日）　１１時～　（雨天時はイベント内容を変更して開催）

中山道　薮原宿　（１１時から※約1時間）

こうじょかずのみやごげこうぎょうれつ

　和宮のお興入れの様子を再現する「皇女和宮行列」。幕末の激動期、ペリー来航から始まった開国
要求とそれに反対する尊皇攘夷の中で、公武一和のもと仁孝天皇の皇女・和宮(15)の14代将軍徳川
家茂(16)への降嫁が決まり、文久元年（1861）旧暦10月20日に京都を出発した行列は、中山道を一路
江戸へと向かい、11月3日に薮原宿で御泊り、11月4日には奈良井宿で御小休をとっていることが古文
書に記録されています。
　華やかな衣装を身にまとった約６０名の行列が薮原宿及び奈良井宿を練り歩く姿は、まさに時代絵
巻そのもの。往時の面影を色濃く残す奈良井宿での行列は必見。

●  

mailto:info@tokimeguri.jp
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１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

（宮川かんてんぐら周辺駐車場をご利用ください）

[列車で]

お問合わせ先
（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）
（E-ｍａｉｌ) miyasaka@chinoipp.jp

0266-72-3801 0266-75-2040

イベント 茅野市

第7回信州八ヶ岳　新そばまつり

　そば通がほめる！八ヶ岳山麓産新そばまつり。八ヶ岳山麓平成２９年産の新そばを使用し、手打ち
した、もりそば・かけそばを一杯５００円で提供します。食べ比べれば、出店者ごとの、配合・打ち方・切
り方・茹で方・しめ方にこだわり、などの違いを楽しめます。
　蕎麦打ち体験会や、そば生産者によるコンバインの展示試乗会も。
　さらに、エキナカ赤ちょうちん（諏訪地域8蔵の日本酒試飲）、信州ワインとフランスワインの試飲会な
どもイベントも同時開催！

１１月１１日（土）　10時30分～15時

信州 八ヶ岳新そばまつり実行委員会　事務局　宮坂貞博

●イベント概要
そば店出店予定は、１０店舗。その他、飲食・物販ブースは、エキナカ市を含めて、約５０テン
ト。さらに、茅野駅東口イベントスペースにて、参加費１，５００円（お持ち帰り約６～７人前）で蕎
麦打ち体験会も開催。プロの指導で、ファミリーで、また初めてでもご自分で手打ちそばを打て
る。自分の打ったそば１食分は、その場で茹でて食べられる。そば生産者団体による、収穫用
コンバインの展示・試乗体験を実施。（お子様に人気です。）そばの刈取り風景のパネル展示
あり。
●併設イベント
エキナカ赤ちょうちん：諏訪地域８蔵の試飲チケット（５００円金券２枚付）を１，０００円で購入頂
くと、エキナカ会場で８蔵の日本酒が試飲でき、５００円券は全会場共通。
ワイン試飲コーナー：信州ワインとフランスワインの試飲チケット（５００円金券２枚付）を１，０００
円で購入頂くと、宮川会場で信州ワインとフランスワインが試飲でき、５００円券は全会場共通。

ＪＲ「茅野駅」下車　東口イベントスペース、西口弥生通りは下車徒歩１分
宮川かんてんぐら前広場までは、徒歩８分

ＪＲ茅野駅ビル2Ｆ　茅野・産業振興プラザ内

・ＪＲ茅野駅西口弥生通り　　・東口イベントスペース　　・茅野市民館イベントスペース
・茅野市宮川かんてんぐら前広場

信州八ヶ岳新そばまつり祭典委員会

中央高速「諏訪ＩＣ」から車で約１０分

無料

〒391-0001 長野県茅野市ちの3506-1　

●  

mailto:miyasaka@chinoipp.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線 「豊科駅」または「穂高駅」よりタクシー約15分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

●イベント概要
「光と花火のショー」や「コンサート」、「星空観察会」、「クラフト体験」、クリスマスには
公園からのプレゼントとして楽しいイベントを予定しています。
(※詳細はHP等でご確認ください)
●その他のイベント
「第13回アートライン展」
11月23日(祝) ～12月24日(日) 9：30～21：00　あづみの学校　多目的ホール
アートライン加盟館に属する作品が一堂に集結します。

大人：410円（65歳以上210円）　小中学生：80円　幼児無料 （イベント体験：有料のものあり）

イベント 安曇野市

TWIN ILLUMINATION　光の森のページェント

北アルプスの山麓にあるあづみの公園では、今年も二つの地区でイルミネーションを開催いたしま
す。
今年のテーマは“7つの宝石の秘密”。
2つの地区の光の森を巡り、すべての宝石を集めると「真実の宝石」にたどり着きます。
コンセプトは、「幻想的な世界で“わたし”が輝く」です。

１１月１１日（土)～２０１８年１月８日（月・祝）　点灯時間 16時～21時

国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区　※大町・松川地区でも同時開催

アルプスあづみの公園管理センター

http://www.azumino-koen.jp

アルプスあづみの公園　堀金・穂高管理センター（合田、竹迫）
〒〒399-8295　安曇野市堀金烏川33-4
0263-71-5511 0263-71-5512

長野自動車道「安曇野IC」から約20分　

●  

http://www.azumino-koen.jp/


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

●見どころ
・「ルビー」の指輪とシンボルツリー
・「エメラルド」の広場と宝石色の散歩道
・「トルマリン」の宝石曼荼羅の森

●イベント
・12/16/17、23・24　クリスマスステージ
・1/6～8　魔法使いアキットのマジックショー

アルプスあづみの公園管理センター

長野自動車道「安曇野ＩＣ」から車で約40分　

【大町・松川地区】　長野県大町市常盤7791-4

大人（15歳以上）410円、小人（小中学生）80円、シルバー（65歳以上）210円、幼児無料

イベント 大町市

Twin Illumination「光の森のページェント」
～７つの宝石の秘密～

11月11日（土)～2018年1月8日（月・祝）　　点灯時間：16時～21時

国営アルプスあづみの公園

　標高3000m級の北アルプスを望む自然豊かな癒しの空間、国営アルプスあづみの公園で行われる
光の祭典。冬の風物詩ともなっているイルミネーションイベントを大町・松川地区と堀金・穂高地区の２
地区同時開催。
　今年は「７つの宝石の秘密」と題し、２地区を巡って光の森に輝く7つの宝石に秘められた「真実の宝
物」の謎を解き明かす。全ての宝石を集めて「真実の宝物」にたどりつくことができるでしょうか？？
　さらに、コンサートやマジックショーの他、ナイト竹巻パン、おしるこづくり等、ほっこり温まる体験プロ
グラムなどイベントも盛りだくさん。

ＪＲ大糸線「信濃大町駅」よりタクシーで約20分

ＪＲ大糸線「信濃松川駅」よりタクシーで約15分

http://azumino.go.jp/

akira-ozawa@prfj.or.jp

国営アルプスあづみの公園　大町・松川管理センター
〒398-0004　長野県大町市常盤7791-4
0261-21-1212　 0261-21-1214

●  
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１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 大糸線「一日市場駅」よりタクシーで約20分　　

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.azumino-e-tabi.net

（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03.plala.or.jp

イベント 安曇野市

安曇野産リンゴをまるごと使用した アップルパイ作り体験

　安曇野の特産品であるりんごを使用したアップルパイ作りです。
　りんごの種類が豊富な安曇野はそれぞれの味があり、オリジナルパイが作れます。
　丸ごとりんごパイは驚きの大きさと美味しさで大満足。
　個性豊かなパイの味はいかがですか？

11月12日（日)　１3時～１5時

ファインビュー室山

一般社団法人　安曇野市観光協会

長野自動車道「松本ＩＣ」から約30分

1,500円

一般社団法人　安曇野市観光協会
〒 399-8303 長野県安曇野市穂高5952-3
0263-82-3133 0263-87-9361

【日程】
集合13：00ファインビュー室山⇒作業日程の説明⇒調理開始⇒試食⇒15：00解散

●参加費に含まれるもの……材料費、施設使用料、保険代
●持ち物………エプロン、三角巾、持ち帰り用タッパー
●募集人員……20名（最少催行人員5名）
●申込み締切日……11月2日（木）

●  

http://www.azumino-e-tabi.net/
mailto:azumino@bz03.plala.or.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] 長野電鉄 「須坂駅」よりタクシー約12分　

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（E-ｍａｉｌ) c-toyooka@city.suzaka.nagano.jp

イベント 須坂市

第24回 信州須坂とよおか新そば祭り

　須坂の郊外にある豊丘地区は自然豊かな地域。そこで秋の味覚の新そばを楽しみませんか。
　自家栽培そば粉を使用し打ち立て茹で上げの香り豊かなそばを限定販売！また地元のおでん、お
やき、ブルーベリー加工品、須坂の銘菓、はちみつ、地元野菜などの販売もあります。
　美味しいものがいっぱいです。是非ご賞味ください！

11月23日（木・祝)　　11時30分～　※無くなり次第、終了

豊丘活性化施設 そのさとホール

豊丘地域づくり推進委員会（豊丘地域公民館）

上信越自動車道「須坂長野東IC」から約20分　

自家栽培そば粉を使用し打ち立て茹で上げの香り豊かなそばを
一人前400円で限定350食、限定販売します。
※そのさとホールにて11時15分より開場しそば引換え券を販売
※11時30分よりそば引換開始＜引換券番号でお呼びします＞
※セルフサービスになります。
※地場産品の販売（おやき、おでん、そばだんご、はちみつ、須坂の銘菓など）
※信州すざか農業小学校の農産物販売
●新そば祭り当日のみのお問合せ（電話）026-248-2350
●会場住所は須坂市大字豊丘1023-1

豊丘地域づくり推進委員会（豊丘地域公民館）
〒382－0022 長野県須坂市大字豊丘1074-1
026-245-9768　 026-245-9768　

●  

mailto:c-toyooka@city.suzaka.nagano.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR長野駅からアルピコ交通バス｢鬼無里」行きで約60分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ） http://www.tgk.janis.or.jp/～t-tera55/

〒381-4302長野市鬼無里日影4346
　026-256-2328

イベント 長野市

野沢菜の収穫と野沢菜漬け体験①

　信州の特産品、野沢菜の漬物。
　野沢菜は雪が降る直前に収穫することで柔らかくて甘いノリケのある野沢菜漬けができます。
　畑での収穫が体験でき、漬物体験ではおふくろの味を伝授していただけます。

収穫体験：　11月23日（木・祝)、25日（土)、26日（日）　　10時～14時

収穫体験：　ロハス茸菜里（ろはすきなさ）農場 　（長野市鬼無里日影4346）

ロハス茸菜里(ろはすきなさ）事務局

漬物体験：　11月26日(日)　10時～/13時～

●持ち物
　　　収穫体験：　包丁
　　　漬物体験：　お持ちのものがあれば漬物桶
　　　　　　　　　　　　(現地でお買い求めいただくこともできます）
●スタッフが収穫した野沢菜は100円/kgでお分けいたします。
●収穫体験は申し込み不要です。直接お越しください。
●漬物体験は4日前までに電話でお申込みください。
【申込み先】鬼無里農林産物直売所「ちょっくら」　026-256-2450

上信越道「長野IC」から約60分

漬物体験：　鬼無里農林産物直売所「ちょっくら」 （長野市鬼無里1699-2）

・野沢菜の自己採り　50円/kg　・漬物体験　1500円（野沢菜5kgと調味料込み、桶代別）

●  

http://www.tgk.janis.or.jp/～t-tera55/


１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪アクセス≫ [お車で]

(中条)　上信越道「長野IC」から約40分

お問合わせ先
（電 話） （ＦＡＸ）

（電 話） 026-268-3003

（ＵＲＬ） http://nagano-irodori.com/taiken/eclipse_archive.html

(中条）お菜とりツアー実行委員会事務局　(長野市中条支所内）

イベント 長野市

野沢菜の収穫と野沢菜漬け体験②

　信州の特産品、野沢菜の漬物。
　野沢菜は雪が降る直前に収穫することで柔らかくて甘いノリケのある野沢菜漬けができます。
　畑での収穫が体験でき、漬物体験ではおふくろの味を伝授していただけます。

　長野市の大岡地区と中条地区でも野沢菜の収穫体験が行われます。

大岡地区　１１月２５日(土)　9時30分～12時

(大岡）大岡グリーンツーリズム倶楽部

(中条）　中条地区内農場６会場(予定)

(大岡)　600円　　(中条)　野沢菜の自己採り　50円/kg (※予定)

026-266-2151 026-266-2153

●（大岡）　《野沢菜収穫と漬物体験》
　　野沢菜１束(４ｋｇ)をお持ち帰りできます。漬物体験もされる方は漬け桶をご持参く
ださい。　3日前までに電話かFaxでお申込みをお願いします。
●（中条）　《収穫体験》
　　野沢菜のとり置きは80円/kg(※予定)　（要予約）
　　ご希望の方は長野市中条支所へご連絡ください。農場の場所をお伝えします。
　　お菜が完売した場合や大雪が降った場合は終了となります。
　　持ち物：鎌、包丁、ひも、軍手、雨具など
☆収穫作業に適した服装でお越しください。

(大岡）　大岡文化センター

中条地区　１１月下旬～１２月上旬(予定）　9時～15時　

(大岡)　上信越道｢麻績IC」から約30分、「更埴IC」から約60分

●  

http://nagano-irodori.com/taiken/eclipse_archive.html


かみあかり

１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) u-jin@sea.plala.or.jp　 （安曇野神竹灯実行委員会）

JR 「穂高駅」より徒歩５分　　

イベント 安曇野市

安曇野神竹灯２０１７

　２０１１年から安曇野　穂高神社で開催されている竹燈籠のイベント。
　今年の竹灯籠の本数は１０，０００本！
　祖母山の神である豊玉姫（とよたまひめ）から穂高神社の祭神で弟でもある穂高見神（ほたかみの
かみ）に届いた贈り物。弟を思う姉の優しい心が竹燈籠に灯されたキャンドルのゆらめきの中に込め
られています。

１２月１日（金）〜３日（日）　　１６時〜２０時

https://ja-jp.facebook.com/kamiakari/

穂高神社境内とその周辺

安曇野市観光情報センター

〒399-8301 長野県安曇野市穂高５952-3
0263-82-9363 0263-87-9361

●イベント概要
・１２月１日（金）〜３日（日）の３日間の夕刻１６：３０頃から安曇野市穂高穂高神社と
その周辺に孟宗竹の竹灯籠約１０、０００本を配置し点灯します。
・ご来場の観光客の皆様や、地元の穂高商業高校の学生・住民の皆さんに竹灯籠の
配置及び点灯に協力していただく参加型イベントです。地元ミュージシャンが出演
する神竹灯コンサートも開催。
・双体道祖神の郷として知られる安曇野にちなみ、期間中には恋活イベントも開催。
会場内に「安曇野神竹灯ウェディング」へ向けてブライダルコーナーも開設します。
・温かい飲食や大分県竹田市の特産物「かぼす」の販売などの屋台も出店します。

●その他イベント
・「安曇野神竹灯」終了後、年末年始の期間中にもホテルやペンションなどの参加施設
で「神竹灯」を実施。あたたかい光で安曇野へお越しになったお客様をお迎えします。

安曇野神竹灯実行委員会

長野自動車道「安曇野IC」から約１５分　

●  

mailto:u-jin@sea.plala.or.jp　


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] 長野電鉄「湯田中駅」下車 バス又はタクシー約40分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.shigakogen.gr.jp/

（E-ｍａｉｌ) info@shigakogen.gr.jp

志賀高原観光協会

上信越自動車道「信州中野IC」から20km約50分

志賀高原観光協会
〒381-0401　山ノ内町志賀高原蓮池 志賀高原総合会館98内

0269-34-2404 0269-34-2344

安全を祈願した後、地元の保育園児や小学生、中学生その他の皆様によるデモンストレーション滑走が
行われます。
その他、豪華ウィンター用品などが当たるお楽しみ抽選会やお得な特別割引リフト券の販売、フード
コーナーの出店等を予定しております。
※内容は変更になる場合があります。
10：00安全祈願祭
10：25フラッグ滑走
10：45開会宣言
11：00サービスコーナーオープン・抽選券販売開始（1枚200円、1回10枚）
11：05デモンストレーション滑走
※志賀高原観光PRキャラクターおこみん・大蛇滑走・ハンドレットスキークラブ（100歳）・志賀高原保育
園・山ノ内町東小学校・山ノ内中学校・SAJ志賀高原スキー学校・SIA志賀高原スキー学校
11：30抽選会開始
12：15閉会

スキー場開き祭特別共通リフト券（12/2・3のみ有効）
1日券　12歳以上2900円　小学生まで1500円
2日券　12歳以上3800円　小学生まで1900円
※2日券の販売は12/2のみ

イベント 山ノ内町

志賀高原統一初滑り・スキー場開き祭

　18のスキー場で極上のパウダースノーを味わえる「日本最大級のスノーリゾート 志賀高原」の本格的
なスキーシーズンの到来を告げる、毎年恒例の統一初滑り・スキー場開き祭です。

12月2日（土）　10時～12時

志賀高原 熊の湯スキー場

●  




