アルクマ便り
アルクマ便り
アルクマ便
り

2月号
長野県PRキャラクター「アルクマ」

２０１８年１月１６日

ⓒ長野県アルクマ

参加募集
掲載ページ

開催日・期間

開催地

1P

#高遠城址公園 インスタグラムキャンペーン

2月1日～4月30日

伊那市

2P

佐久地域移住体験ツアー

2月10～11日

佐久広域

3P

餅つき交流会と物件見学ツアー

2月17日

茅野市

4P

日本酒の勉強（酒蔵見学・わさび漬け体験 ランチ付） 2月24日

安曇野市

5P

2018ワイナリー体験ツアー・早春「剪定体験」参加者募集

2月25日

飯綱町

6P

信州安曇野ロゲイニング2018

4月7日

安曇野市

7P

第14回 志賀草津高原ルート・雪の回廊ウォーキング
～日本国道最高地点を歩こう～

4月19日

山ノ内町

開催日・期間

開催地

2月9日～4月15日

須坂市

美術館(博物館）
掲載ページ

8P

三十段飾り千体の雛祭り

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

長野県PRキャラクター「アルクマ」
ⓒ長野県アルクマ

イベント
掲載ページ

開催日・期間

開催地

～4月1日

長野市

10P キッズプレイパーク

1月20日～4月8日

安曇野市

11P 中馬ぬくもり街道ひな祭り

2月1日～4月3日

阿智村・平谷村
根羽村・飯田市

12P 白糸の滝 氷柱白糸

2月2日～3月11日

軽井沢町

13P 第20回奈良井宿アイスキャンドル祭り

2月3日

塩尻市

14P 木島平スキー場感謝祭

2月4日

木島平村

15P 長野灯明まつりin奈良井宿

2月13～22日

塩尻市

2月17日～3月4日

小諸市

17P 第4回海野宿ひなまつり

2月24日～3月25日

東御市

18P 志賀高原バックカントリースキーツアー2018

2月24日/3月3・10日 山ノ内町

19P 第17回 信州須坂わくわくおひなめぐり

3月1日～4月3日

須坂市

20P 国宝仁科神明宮 古式作始めの神事

3月15日

大町市

21P 穂高神社奉射祭

3月17日

安曇野市

22P 大王わさび農場 わさびの花祭り

3月21日～4月8日

安曇野市

23P 信州国際音楽村 すいせん祭り2018

3月31日～4月22日

上田市

24P 高遠城址公園さくら祭り

4月1日～4月30日

伊那市

9P

16P

おら家の逸品 スタンプラリー

～北国街道 小諸宿～
お人形さんめぐり・わら馬パレード

▼「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）

飯綱町
●２０１８ワイナリー体 験 ツアー・早 春
「剪定体験」参加者募集/5Ｐ

2 月号

木島平村
●木島平スキー場感謝祭/14P

野沢温泉 村

飯山市
栄村
小谷村

信濃町
飯綱町

長野市
●おら家の逸品スタンプラリー/9P

中野市

山ノ内町

小布施町

白馬村

高山村

長野市

小川村

須坂市
●三十段飾り千体の雛祭り/8P
●第１７回信州須坂わくわくおひなめぐり/19P

須坂市

大町市
●国宝仁科神明宮 古式作始め
の神事/20P

大町市

上田市
●信州国際音楽村すいせん祭り 2018/23P

千曲市

坂城町

生坂村

松川村

東御市
●第 4 回海野宿ひなまつり/17P

麻績村

池田町

安曇野市
●日本酒の勉強/4P
●信州安曇野ロゲイニング
2018/6P
●キッズプレイパーク/10P
●穂高神社奉射祭/21P
●大王わさび農場わさびの花
祭り/22P

山ノ内町
●第 １４回 志 賀 草 津 高 原 ルート・
雪の回廊ウォーキング/7P
●志賀高原バックカントリースキー
ツアー2018/18P

木島平村

筑北 村

小諸市
●～北国街道小諸宿～お人形さ
んめぐり・わら馬パレード/16P

上田市
軽井沢町

東御市

青木村
安曇野市

小諸市

軽井沢町
●白糸の滝 氷柱白糸/12P

御代田町
立科町
松本市

松本市

佐久市

佐久広域
(佐久市・小諸市･小海町･御代田町･立科町)
●佐久地域移住体験ツアー/2P

長和町

山形村

佐久穂町

塩尻市
●第 20 回奈良井宿アイスキャ
ンドル祭り/13P
●長野灯明まつり in 奈良井宿
/15P

朝日村

下諏訪町

塩尻市

小海町

岡谷 市

北相木村
諏訪市

茅野市
南相木村

木祖村
南牧村

辰野町
原村

川上村

箕輪町
木曽町

富士見町

南箕輪村

伊那 市

王滝村
上松町

茅野市
●餅つき交流会と物件見学ツアー/3P

宮田村
駒ヶ根市

大桑村

伊那市
●♯高遠城址公園インスタグラムキャンペーン/1P
●高遠城址公園さくら祭り/24P

飯島町
中川村

南木曽町
高森町

松川町
大鹿村

豊丘 村
喬木村
阿智村
飯田市

下條村
平谷村

泰阜村
阿南町

売木村
根羽村

天龍村

阿智村・平谷村・根羽村・飯田市
●中馬ぬくもり街道ひな祭り/11P

参加募集

伊那市

#高遠城址公園 インスタグラムキャンペーン

2018年春。（一社）伊那市観光協会では「天下第一の桜」として名を馳せる高遠城址公園の桜の画
像を募集するインスタグラムキャンペーンを実施。
高遠の桜でかわいいハートを自由に表現したり、あなたが撮影した可憐な高遠の桜を「#高遠城址公
園」のハッシュタグをつけてインスタグラムに投稿すると、食事券や買物券などが当たる。
キャンペーンサイト内では周辺の桜情報のほか、伊那で人気の春スイーツをご紹介。お花見のお伴
に欠かせないインスタ映えする春限定スイーツもお楽しみに。

１ 日

時

２ 会
３ 内

場
容

≪主
催≫
≪アクセス≫

キャンペーン期間：２月１日(木）～４月30日(月）
高遠城址さくら祭り期間：４月１日～30日
高遠城址公園さくら祭り（伊那市高遠町東高遠）
公式アカウントをフォローしインスタグラムで高遠の桜の画像を投稿するとステキな賞品をプレゼント。
インスタグラム公式アカウント：伊那市観光協会 inashi_kankoukyoukai
詳しくは高遠さくら祭り公式HP （https://takato-inacity.jp/h30/ ２０１８．１月末リリース予定）
① アプリをインストール。公式アカウントをフォロー。
＊キャンペーン期間中にフォローした方から抽選で「高遠さくらホテルペア宿泊券」等をプレゼント
②高遠の桜の写真や動画を撮影
＊園内で桜のハートを探したり、可憐なタカトオコヒガンザクラを自由に表現し撮影する
③「#高遠城址公園」のハッシュタグをつけてインスタグラムに投稿。
＊投稿された作品は、協会公式サイト等で紹介
④投稿作品の中から審査を行い、優秀作品には「そばガレット食事券」等、インスタ映えする賞品が当た
る。
⑤投稿作品は今後のPRに活用させて頂くこともある。
⑥キャンペーンサイト内では周辺の桜情報や、伊那で人気の春限定スイーツを紹介。
思わず投稿したくなる春限定スイーツでまちあるきを楽しんで。

（一社）伊那市観光協会
[お車で] 中央自動車道「伊那IC」から約30分「諏訪IC」から約50分
小黒川スマートICから約25分
[列車で] JR飯田線「伊那市駅」または「伊那北駅」よりバスで約25分
「高遠駅」下車徒歩約15分

お問合わせ先

（一社）伊那市観光協会
〒396-8617 伊那市下新田3050
（住 所）
0265-78-4111(代) （ＦＡＸ） 0265-78-4131
（電 話）
（ＵＲＬ）
httpｓ://inashi-kankoukyoukai.jp/
（E-ｍａｉｌ) ikk@ikk.inacity.jp

●

参加募集

佐久広域

佐久地域移住体験ツアー

「自然の中で暮らしたい・子育てをしたい」と考えている方へ。
人気の移住地、長野県・佐久エリアの暮らしを丸ごと体験できるツアーを開催します。
先輩移住者との交流会や、テレワークの体験、旬のいちご狩り体験、都会では体験できない冬の松
原湖氷上体験など．．．
田舎暮らしに興味のある方、お子様連れ、ご家族の参加も大歓迎。
寒さ厳しい冬だからこそリアルに見えてくる、佐久エリアの環境と暮らしを体験してください！

１ 日

時

2月１０日（土）～１１日（日） 1泊2日の旅（佐久平駅集合・解散）

２ 会

場

2月10日・AM10:05 JR佐久平駅新幹線改札口前集合
ツアー行程：小海町・立科町・小諸市・御代田町・佐久市

３ 参加費
４ 内

容

旅行代金（お一人様） 大人(中学生以上）５，０００円 3歳～小学生４，０００円
※佐久平までの交通費等は参加者負担
●佐久エリア各市町（小諸市、佐久市、立科町、御代田町）をめぐり、「先輩移住者と
のお話し」や「テレワーク体験」、「移住支援制度の紹介」など移住環境の視察、また
「いちご狩り」や「イルミネーション」、「氷上体験」、「道の駅」などの観光・体験などを
通して、佐久エリアのくらしを体感していただく、1泊2日ツアーです。お泊りは佐久平
駅前の健康ランド付きビジネスホテル。寒さ厳しい冬だからこそリアルに見えてくる、
佐久エリアの環境と暮らしを体験してください！
※詳しくはWEBサイト「VISIT長野県」をご参照ください。
http://nagano.visit-town.com/
（同サイトより申込受付・旅行代金お支払いも可能です）
●主催：長野県佐久地域振興局 ●共催：小諸市、佐久市、立科町、御代田町
●旅行企画・実施：（一社）長野県観光機構

≪主
催≫
≪アクセス≫

●主催：長野県佐久地域振興局 ●旅行企画・実施：（一社）長野県観光機構

お問合わせ先

（一社）長野県観光機構 国内誘客推進部
〒381-0043 長野市南長野幅下692-2
（住 所）
026-234-7219
（電 話）
（ＦＡＸ） 026-232-3233
http://www.nagano-tabi.net/modules/tour/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) yukyaku@nagano-tabi.net
（その他） 「VISIT長野県」 http://nagano.visit-town.com/

集合場所の佐久平駅まで
[列車で] 東京から北陸新幹線で約１時間10分

●

参加募集

茅野市

餅つき交流会と物件見学ツアー
信州八ヶ岳・茅野市（ちのし）への移住を検討されている方を対象に市内の生活環境等についてご
案内しながら、土地、中古物件、賃貸物件などその時にあるおすすめ物件を見学できる人気の日帰り
ツアーです。
今回は冬ならではのお楽しみとして、地元住民と楽しむ餅つき交流会を企画！つきたてのお餅は地
元料理とともに昼食にお召し上がりいただけます。
八ヶ岳の裾野に広がる茅野市。移住を考えるなら必須の、冬の寒さや道路状況の確認にもおすす
めの冬ツアーです。

１ 日

時

２月17日（土）10時集合～17時解散 （解散後、希望者は個別相談）

２ 会

場

茅野市内（集合場所：茅野市役所）

３ 参加費
４ 内 容

昼食費 1,500円 ※集合場所までの往復交通費は参加者負担です。
≪スケジュール≫
・10：00 開会式・移住セミナー
【同日開催】18：30～
・11：00 物件見学
移住者交流コミュニティ
・12：00 餅つき
・13：00 交流会（つきたて餅の昼食）
楽ちの倶楽部 新年会
・14：00 物件見学
・17：00 市役所帰庁・解散～希望者は個別相談
※セミナー終了後～17：30の間、マイクロバスに乗って市内をまわります。
≪参加者特典≫
不動産購入時・賃貸契約時の割引券「不動産パスポート」、新築時の割引券「建築パ
スポート」を全員にプレゼント
※参加には事前予約が必要です（申込締切：２月12日）。
お申込はホームページ（http://rakuc.net）でも受け付けています。

≪主
催≫
≪アクセス≫

田舎暮らし「楽園信州ちの」協議会
[お車で] 中央自動車道「諏訪IC」から約10分
[列車で] JR「茅野駅」東口より徒歩で約10分

お問合わせ先

田舎暮らし「楽園信州ちの」協議会事務局
〒391-0003 長野県茅野市本町西5番23号
（住 所）
0120-002-144
（電 話）
（ＦＡＸ） 0266-73-8330
http://rakuc.net
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) info@rakuc.net

●

参加募集

安曇野市

日本酒の勉強（酒蔵見学・わさび漬け体験 ランチ付）

大雪渓酒造は築150年の古民家を直営所に改修し「花紋大雪渓」としてオープン。
酒造り技術と共に、文化や風景を守り続けていきたいと往時の姿を可能な限りそのまま生かした外観
や内装で、奥座敷からは庭を眺め、落ち着いたぬくもりを感じられる。
蔵人は『やっぱり、旨い！！』とご愛用頂きたいから、心と技を込めて精一杯酒造りに励んでいる。
そんな酒蔵見学と美味しい酒の試飲を楽しんだ後は、酒粕を使ってわさび漬け体験と酒粕を使った
美味しいランチがご堪能いただけます。

１ 日

時

２月２４日（土)

２ 会

場

ビレッジ安曇野

３ 参加費
４ 内 容

９時～１３時

参加費：2,000円
【日程】 9：00ビレッジ安曇野集合⇒⇒日程説明⇒9：10大雪渓酒造に移動⇒9：30大
雪渓酒造到着、酒蔵見学（説明を聞きながら酒蔵見学)⇒⇒試飲・買い物など⇒⇒
11：00ビレッジ安曇野に移動⇒11：30わさび漬け体験⇒⇒12：00昼食（酒粕を使った
料理をいただきます）⇒⇒
13：00解散
●申込締切日：2月16日（金）
●参加費に含まれるもの：体験料、昼食代、保険代
●募集人員：20名（最少催行人員5名）

≪主
催≫
≪アクセス≫

一般社団法人 安曇野市観光協会
[お車で] 長野自動車道「安曇野IC」から約10分
[列車で] JR大糸線 「柏矢町駅」より徒歩約15分
JR大糸線「穂高駅」よりタクシーで約10分
●

お問合わせ先

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
（住 所）
0263-82-3133
（電 話）
（ＦＡＸ） 0263-87-9361
（ＵＲＬ）
http://www.azumino-e-tabi.net
（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03.plala.or.jp

参加募集

飯綱町

2018ワイナリー体験ツアー・早春「剪定体験」参加者募集

長野県観光機構では地域の観光協会・観光事業者と連携して、各地域ならではの魅力を体感する
ツアーを実施しています。この度、県内ワイナリーと連携し、ぶどうを育む自然を感じ、つくり手たちと
触れ合い、その土地ならではの食とともにワインを楽しむ「２０１８ワイナリーの四季まるごと体験ツアー」
（全３回）を企画し、現在＜第1回・早春編＞の参加者を募集しています。
飯綱町・サンクゼールワイナリーで、美しい銀世界が広がる畑をスノーシューでウォーキングし栽培
担当者による剪定講習を体験。作業の後はチーズフォンデュとワインで暖まりましょう。

１ 日

時

２月２５日（日） 長野駅９時集合～長野駅１６時３０分解散

２ 会

場

サンクゼールワイナリー
長野駅9:00集合⇒（往復貸切バス）⇒サンクゼールワイナリー⇒長野駅16:30解散

３ 参加費
４ 内 容

旅行代金（お一人様） 大人９，９００円 小学生８，９００円
●北信濃・飯綱町の人気ワイナリー・サンクゼールのぶどう畑「大入ヴィンヤード」は、
志賀高原などの山並みのパノラマが広がる絶景の地。銀世界が広がる畑をスノー
シューでウォーキングし栽培担当者による剪定講習を体験。作業の後はチーズフォン
デュとワインで暖まりましょう。長野駅からの往復送迎バス付きの日帰りツアーです。
※詳しくはWEBサイト「VISIT長野県」をご参照ください。
http://nagano.visit-town.com/
（同サイトより申込受付・旅行代金お支払いも可能です）
※２０１８年 ワイナリーの四季まるごと体験ツアー 年間実施予定
【第２回・初夏編】 ５月１３日（日）／芽かき体験
【第３回・秋編】 ９月下旬～１０月上旬（実施日調整中）／収穫祭 ワインぶどう収穫体験
※第2回および第3回は、今後、実施日の3カ月前までに、「VISIT長野県」に掲載し販売を開始
します。

≪主

催≫

（一社）長野県観光機構

≪アクセス≫

集合場所の長野駅まで
[列車で] 東京から北陸新幹線で約１時間３０分

お問合わせ先

（一社）長野県観光機構 国内誘客推進部
〒381-0043 長野市南長野幅下692-2
（住 所）
026-234-7219
（電 話）
（ＦＡＸ） 026-232-3233
http://www.nagano-tabi.net/modules/tour/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) yukyaku@nagano-tabi.net
（その他） 「VISIT長野県」 http://nagano.visit-town.com/

●

参加募集

安曇野市

信州安曇野ロゲイニング2018
信州安曇野ロゲイニング2018を開催します。テーマは「桜と白いアルプスを見ながら」ロゲイニングに
参加して安曇野の春の風を体感してみませんか。大勢の皆様のエントリーをお待ちしております。
※ロゲイニングとは
地図をもとに時間内にコース内に設置されたチェックポイントを回り得点を競うスポーツです。チーム
ごとに作戦を立て見本と同じ写真を撮ります。チェックポイントの数字がそのまま得点となり合計点の高
いチームが上位となります。

１ 日

時

４月７日（土) 10時30分～16時30分

２ 会

場

安曇野市役所 本庁舎
（安曇野市役所本庁舎をスタート地点とし安曇野市内をフィールドとします）

３ 参加費
４ 内 容

一般１名：３，５００円 学生１名：１，０００円
≪競技詳細≫
■制限時間：３時間
■移動手段：徒歩または走行
■通過証明：デジタル写真撮影による
10時30分：受付／11時30分：開会式・競技説明／12時：競技開始／15時：競技終了
16時：表彰式／16時30分：閉会式／18時：交流会（希望者）
≪ロゲイニング無料講習会≫
開会式前にプロデューサーによる無料講習会を開催します。
参加希望の方はエントリーと合わせてお申し込みください。
9時：講習会受付開始／9時30分から11時：講習会
≪その他≫
競技終了後、地元食材を使った安曇野流おもてなしでふるまいを用意します。
≪申込み≫
スポーツエントリーサイトでお申し込みください。【締め切り ３月２０日（火）】
https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/73151

≪主

催≫

≪アクセス≫

お問合わせ先

安曇野市 安曇野市観光協会
[お車で]
[列車で]

長野自動車道「安曇野IC」から約10分
JR 「豊科駅」より徒歩10分

安曇野市商工観光部観光交流促進課
〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000
（住 所）
0263-71-2054
（電 話）
（ＦＡＸ） 0263-72-1340
http://azumino-rogaining.jp
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) kankokoryu@city.azumino.negano.jp

●

参加募集

山ノ内町

第14回 志賀草津高原ルート・雪の回廊ウォーキング
～日本国道最高地点を歩こう～

ウォーキングしながら楽しむ7mを超える雪の回廊や標高2,172mの日本国道最高地点からの眺望、
バスの車窓からの美しい景色など、志賀草津高原ルートの魅力をたっぷり満喫できるイベントです。

１ 日

時

４月１９日（木) ９時～１６時頃

２ 会

場

長野県志賀高原陽坂～渋峠（県境）～国道最高地点～群馬県草津町白根レストハウス

※前日、当日の気象状況や白根山の火山活動状況により中止の場合があります。
３ 参加費
４ 内

容

A・Bコース：1人 4,000円
Cコース：1人 5,000円 （ガイド、昼食、入浴、バス代（Cコースは加えてリフト代））
◎コース内容
Aコース
[志賀高原スタートコース ウォーキング11km 参加費4,000円 先着100名]
Bコース
[白根火山スタートコース ウォーキング11km 参加費4,000円 先着150名]
Cコース
[リフトで行く横手山頂らくらくコース ウォーキング6km 参加費5,000円 先着50名]
以上の3コースから、1コース選んでいただきます。
ウォーキング後は、熊の湯ほたる温泉または草津温泉（コースによる）に入浴できます。
≪申し込み方法≫
イベント詳細・お申込み等については下記URLをご覧ください。
『雪の回廊ウォーキング』で検索。
http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/yukinokairo.html
■締め切り：2018年3月30日（金）※定員に達し次第、受付を閉め切ります。
※草津白根山の噴火警戒レベルが引き下げられたことによりコースを変更（第10回大会までのコースに
変更）し、昨年よりウォーキングが約3km長くなります。（白根火山ロープウェイには乗車しません）

≪主
催≫
≪アクセス≫

草津町・山ノ内町広域宣伝協議会
[お車で] A・Cコース：上信越自動車道 「信州中野ＩＣ」から約 50分（ほたる温泉駐車場）
Bコース：関越自動車道「渋川伊香保IC」から50km「長野原(大津)」経由
約1時間30分(天狗山第１駐車場)

[列車で]

A・Cコース：長野電鉄 「湯田中駅」より徒歩約8分→山ノ内町役場
Bコース：JR「長野原草津口駅」よりバス約30分
→草津温泉バスターミナル

お問合わせ先

志賀草津高原ルート・雪の回廊ウォーキング事務局（山ノ内町観光商工課内）
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏 3352-1
（住 所）

0269-33-1107
（電 話）
（ＦＡＸ） 0269-33-1104
http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/yukinokairo.html
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) kanko@town.yamanouchi.lg.jp

●

美術館（博物館）

須坂市

三十段飾り千体の雛祭り

高さ６ｍ国内最大級！三十段飾り千体の雛祭り！ぼんぼりをハート型に並べ、ひな壇に潜ませた干
支の置物を探したり雛占いなどの工夫を凝らした展示を実施し、毎年県内外から大勢の方が訪れま
す。館内には江戸時代の享保雛をはじめ平成のお雛様も展示され、それぞれの時代に流行した雛飾
りのスタイルを楽しむ事ができます。
大切に受け継がれた雛人形の数々を堪能してください。

１ 日

時

２月９日（金)～４月１５日（日）

９時～１７時

２ 会

場

世界の民俗人形博物館、須坂版画美術館、歴史的建物園
※最終入館は１６時３０分まで（期間中は休館日なし）

３ 入場料
４ 内 容

共通券500円／中学生以下無料
20名以上の団体は２割引
●世界の民俗人形博物館では２月９日（金）～４月１５日（日）まで展示。
●須坂版画美術館・歴史的建物園では２月９日（金）～５月６日（日）まで展示。
◆体験イベント お雛様なりきり
開催日：３月３日（土）、４日（日）、１０日（土）、１１日（日）、１７日（土）、１８日（日）
２１日（水・祝）、２４日（土）、２５日（日）、３１日（土）、４月１日（日）
体験料：１名500円 午前の部１１時～１２時／午後の部１３時３０分～１４時３０分
対象：小学生程度 各回先着10名 事前予約不要
※開催日時は変更になる場合がありますので詳細は直接お問合せください。

≪主
催≫
≪アクセス≫

一般財団 須坂市文化振興事業団 世界の民俗人形博物館
[お車で] 上信越自動車道「須坂長野東ＩＣ」より約８分
[列車で] 長野電鉄「須坂駅」下車、タクシーで約８分
●

お問合わせ先

世界の民俗人形博物館
〒382－0031 長野県須坂市大字須坂野辺1367－1
（住 所）
026－245-2340
（電 話）
（ＦＡＸ） 026－245-2341
（ＵＲＬ）
http://www.culture-suzaka.or.jp/hinamatsuri/
（E-ｍａｉｌ) doll@culture-suzaka.or.jp

イベント

長野市

おら家の逸品

スタンプラリー

寒～い寒い冬。この時季だからこそ味わえるごちそうがあります。
スキーやスノーボードの合間に、参拝のあとに、心も体も温まる逸品をご賞味ください。

１ 日

時

４月１日（日）まで開催中

２ 会
３ 内

場
容

戸隠地区の参加飲食店 19店舗
●参加店舗の中の３軒で逸品をお召し上がりになり、専用のスタンプ台紙にスタンプ
を集められた方に、戸隠スキー場のリフト１日券をプレゼントいたします。（１～３月各
月先着３０名様）スタンプ台紙は参加店舗と戸隠観光情報センターにご用意していま
す。
●温かいお蕎麦や、ボリューム満点の肉料理、信州産りんごを使ったデザートなど各
店工夫を凝らしたメニューがずらり!!
●参加店舗・・・たんぼそば店、大久保の茶屋、湧水仕込みそば処千成、戸隠神社
宿坊いろりの蕎麦処築山、戸隠そば山口屋、喫茶ランプ、蕎麦会席の宿鷹明亭辻旅
館、徳善院蕎麦極意、うずら家そば店、民宿りんどう、そばの実、奥社前なおすけ、
戸隠小舎、蕎麦レストランとがくれ、珈琲茶館「十輪」、小鳥の森、こもれ日のカフェパ
イプのけむり、LODGEぴこ、そば処よつかど
●詳しくは戸隠観光協会ホームページをご覧ください。
http://www.togakushi-21.jp

≪主
催≫
≪アクセス≫

(一社）戸隠観光協会
[お車で] 上信越道「長野」ICから約60分 または「信濃町IC」から約30分
[列車で] JR「長野駅」下車、アルピコバスで「中社」バス停まで約60分

お問合わせ先

（一社）戸隠観光協会
〒381-4192 長野県長野市戸隠豊岡1554
（住 所）
026-254-2888
（電 話）
（ＦＡＸ） 026-254-3711
（ＵＲＬ）
http://www.togakushi-21.jp
（E-ｍａｉｌ) info@togakushi-21.jp

●

イベント

安曇野市

キッズプレイパーク

冬でも元気いっぱい！体を動かして遊べるインドア プレイパーク開催！
ボールプールやフォレストアドベンチャーなど、冬の寒い時期でも思いっきり遊べるイベントを実施し
ます。

１ 日

時

１月２０日(土)～４月８日(日) ９時３０分～１６時 (３月からは１７時まで)

２ 会

場

国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区 ガイドセンター・あづみの学校 玄関ホール

３ 入園料

【3月31日迄】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）
【4月以降】大人：450円（65歳以上210円） 小中学生：無料 幼児無料 （イベント体験：有料のものあり）

４ 内

容

●ボールプール 場所：あづみの学校玄関ホール 参加費：無料 対象：小学生以下
●積み木で遊ぼう！ 場所：あづみの学校玄関ホール 参加費：無料
●フォレストアドベンチャー
期間：１月２０日（土）～３月２１日（祝・水）土日祝日、３月２４日（土）～４月８日（日）
受付：１０：００～１５：００(2月)、～１６：００(3月・4月)
場所：ガイドセンター
参加費：５００円
対象：体重１００kg未満 身長１１０ｃｍ以上

≪主
催≫
≪アクセス≫

アルプスあづみの公園管理センター
[お車で] 長野自動車道「安曇野IC」から約20分
[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

アルプスあづみの公園 堀金・穂高管理センター
〒〒399-8295 安曇野市堀金烏川33-4
（住 所）
0263-71-5511
（電 話）
（ＦＡＸ） 0263-71-5512
http://www.azumino-koen.jp
（ＵＲＬ）

イベント

阿智村・平谷村・根羽村・飯田市

中馬ぬくもり街道ひな祭り

南信州と三河を結ぶ中馬街道沿線１市３村（阿智村・平谷村・根羽村・飯田市）で１０年前から行われ
ている中馬ぬくもり街道ひな祭り。
商店、観光関連施設等にて、ひな人形展示(160箇所余）、手作りグッズ販売、飲食店では期間限定
メニューなどをご提供しています。

１ 日

時

2月1日（木)～4月3日（火）
昼神温泉郷では、2月1日（木）より開催
飯田市、阿智村駒場・浪合・清内路、平谷村、根羽村では3月1日（木）より開催

２ 会
３ 内

場
容

≪主
催≫
≪アクセス≫

阿智村・平谷村・根羽村・飯田市内の参加店(160店舗余）
●阿智村でのイベント
3/4（日）「阿智まつり音頭」 午後1時～3時 駒場自治会館付近にて実施
3/18（日）午前10時～午後3時 駒場自治会館周辺にてイベント開催
4/1（日）午前10時～午後1時 上町集会所にてイベント実施

中馬ぬくもり街道ひな祭り事業実行委員会
[お車で] 中央自動車道「飯田山本IC」から約10分 （阿智村駒場地区）
[高速バスで] 駒場（中央道昼神温泉）から車で約5分（阿智村駒場地区）
[列車で] JR飯田線「飯田駅」下車、広域バス駒場線約30分「こまんば」バス停下車

お問合わせ先

阿智村商工会
〒 395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場１０７８－５
（住 所）
0265-43-2241
（電 話）
（ＦＡＸ） 0265-43-2252
（ＵＲＬ）
http://www.achimura.com
（E-ｍａｉｌ) info@achimura.com

●

イベント

軽井沢町

白糸の滝

氷柱白糸

白糸の滝第一駐車場に作られる「氷柱白糸」が「氷柱白糸イルミネーション」として日本夜景遺産のラ
イトアップ夜景遺産に登録されました。
白糸の滝から湧き出る天然水を利用し、氷点下20℃以下の自然がつくりだす、優雅で神秘的な氷
柱（高さ5ｍ、幅50ｍ）をお楽しみください。

１ 日

時

２月２日（金）～３月１１日（日） １６時～１９時

２ 会
３ 内

場
容

白糸の滝 第一駐車場
今年のテーマは、『心の中の彩雲』～氷点下のプラネタリウム～
2月10日（土）はスペシャルイベントとして、軽井沢駅からの無料シャトルバス、
EVカフェでのホットドリンク・甘酒やカイロの無料プレセントがあります。
詳しい情報は、白糸ハイランドウェイホームページ
（http://www.karuizawa-shw.com/）をご覧ください。
問合せ先：株式会社白糸ハイランドウェイ ☎0267-31-0070

≪主
催≫
≪アクセス≫

㈱白糸ハイランドウェイ
[お車で] 上信越自動車道「碓井軽井沢ＩＣ」から30分
[列車で] JR「軽井沢駅」より、草軽交通バスで20分、白糸の滝バス停下車

お問合わせ先

㈱白糸ハイランドウェイ
〒389-0104北佐久郡軽井沢町軽井沢東10-24
（住 所）
0267-31-0070
（電 話）
（ＦＡＸ） 0267-46-8688
（ＵＲＬ）
http://www.karuizawa-shw.com/
（E-ｍａｉｌ) info@karuizawa-shw.com

●

イベント

塩尻市

第20回奈良井宿アイスキャンドル祭り

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された古い町並みに、約2,000個の手作りアイスキャンド
ルに火が灯され、幻想的な景色が拡がります。振る舞い酒や豚汁のサービスなど地域住民による暖か
いサービスも魅力の一つです。
一年に一度だけの特別な奈良井宿を楽しんでみてはいかがですか？

１ 日

時

２月３日（土） １８時３０分～

２ 会

場

奈良井宿
（※当日は宿場内車両通行禁止となります。）

３ 入場料
４ 内 容

無料
・18時30分～
二百地蔵一斉点火式、豚汁、振る舞い酒、ホットワインのサービス
・20時～
打ち上げ花火大会（予定）

≪主
催≫
≪アクセス≫

奈良井宿アイスキャンドル祭り実行委員会
[お車で] 中央自動車道「伊那IC」から約30分
長野自動車道「塩尻IC」から約30分
[列車で]

お問合わせ先

JR中央本線「奈良井駅」より徒歩5分

奈良井宿観光案内所
〒399-6303 長野県塩尻市大字奈良井497-ロ
（住 所）
0264-34-3160
（電 話）
（ＵＲＬ）
http://www.tokimeguri.jp/

●

イベント

木島平村

木島平スキー場感謝祭

信州の北端に位置する「北信州 木島平スキー場」。広いゲレンデが特徴で、初心者から上級者まで
幅広くお楽しみいただけます。特にファミリーにはお得な情報が、小学6年生までリフト無料となってお
ります。また広いゲレンデ内には日本最大級の全長800ｍのソリコースが設置されており、ご家族・お
友達でお楽しみいただけます。
そんな木島平スキー場では、日頃のご愛顧に感謝して、「木島平スキー場感謝祭」を開催いたしま
す。美味しいものあり、楽しいイベントありのお祭りです。皆様のお越しをお待ちしております。

１ 日

時

2月４日（日)

２ 会
３ 内

場
容

北信州 木島平スキー場

≪主
催≫
≪アクセス≫

お問合わせ先

１０時～１５時

●イベント概要
ゲレンデ内に屋台村が登場。
また きのこ汁やつきたてお餅の振舞い、宝探し大会、ビンゴ大会もおこないます

木島平村観光協会
[お車で] 上信越自動車道「豊田飯山IC」から約20分
[列車で] JR 「飯山駅」よりタクシー20分
※土日祝日はシャトルバスが運行しています
(飯山駅から約40分）
木島平村観光協会
〒389-2303 長野県下高井郡木島平村上木島2548-1
（住 所）
0269-82-2800
（電 話）
（ＦＡＸ） 0269-82-2939
（ＵＲＬ）
http://www.kanko-kijimadaira.com
（E-ｍａｉｌ) center@kanko-kijimadaira.com
（その他） 木島平スキー場（URL） http://kijimadaira.info/

●

イベント

塩尻市
ながのとうみょうまつりいんならいじゅく

長野灯明まつりin奈良井宿

長野灯明まつりが善光寺から奈良井宿に舞台を移します。宿場内の各戸玄関先に約３００個の「ゆ
め灯り絵」を設置し、幻想的な奈良井宿を演出します。
※奈良井宿での「ゆめ灯り絵展」は、第１８回奈良井宿アイスキャンドル祭り（今年は２０回）の際に、長
野灯明まつり実行委員会及び奈良井宿と縁のある切り絵作家「柳沢京子」氏（塩尻市観光大使）の協
力を得て、善光寺にゆかりのある浄土宗「法然寺」（奈良井宿）の参道で開催（約２０基設置）し、好評
を得ている。

１ 日

時

２月１３日（火）～２２日（木） １８時から２１時まで ※雨天時は中止

２ 会

場

中山道 奈良井宿
木曾くらしの工芸館（木曽平沢） ※長野オリンピック・パラリンピック２０周年記念展

３ 入場料
４ 内 容

無料 ※観覧無料
(1)各戸玄関先に約300基の「ゆめ灯り絵」設置
※点灯式１３日（火）午後６時から 於：奈良井会館前
(2)ミニ灯り絵キットの販売（有料）
※長野灯明まつりのキットを販売 １セット1,000円 於：奈良井会館
(3)Shiojiriワインバー（有料）
※１７日（土）午後６時から 於：奈良井会館前
(4)長野オリンピック・パラリンピック２０周年記念展の開催
長野オリンピック入賞メダル製作ステップサンプルを柱に、開会式の土俵入りで
使用された軍配や関連の漆製品等木曽漆器産地が関わった作品を展示
※日時：２月１７日（土）～３月１１日（日） 午前９時～午後４時
於：木曾くらしの工芸館

≪主
催≫
≪アクセス≫

奈良井宿観光協会及び（一社）塩尻市観光協会
[お車で] 中央自動車道「伊那IC」から約30分
長野自動車道「塩尻IC」から約30分
[列車で]

JR中央本線「奈良井駅」下車徒歩5分
「木曽平沢駅」下車徒歩15分 (木曾くらしの工芸館）

お問合わせ先

（一社）塩尻市観光協会
〒399-0736 塩尻市大門一番町12番2号
（住 所）
0263-54-2001
（電 話）
（ＦＡＸ） 0263-52-1548
http://www.tokimeguri.jp/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) info@tokimeguri.jp

●

イベント

小諸市

～北国街道 小諸宿～

お人形さんめぐり・わら馬パレード

ひな祭りの時期に合わせて「お人形さんめぐり」を開催します。
北国街道小諸宿の街道沿いを中心に、各店舗や個人宅に代々伝わるひな人形など、今まで眠って
いたお人形たちを目覚めさせ、市民や観光客に町並み散策を楽しんでもらえるよう、各種イベントを開
催しています。

１ 日

時

２ 会
３ 内

場
容

２月１７日（土)～３月４日（日）

１０時～１６時

北国街道小諸宿 街道沿いの各店舗 ほか
▼ほんまち町屋館を中心に、各地区で江戸、明治、大正、昭和の各時代のひな人形や、つるし雛を展示
します。
▼わら馬パレード
3月3日（土）12時～（予定）
無病息災を手作りのわら馬に託して祈る伝統的な民俗行事です。
▼小諸宿スペシャルガイドツアー(要予約）
小諸が大好きな案内人の説明を聞きながら、小諸の町並みを散策できます。
与良コース 日時：2月25日（日） 9：50～ 昼食付 2,000円
本町コース 日時：3月3日（土） 9：50～ 昼食付 2,000円
※お問合せ・詳細は、（一社）こもろ観光局まで。 ＴＥＬ：0267-22-1234
▼各種体験教室（要予約）
2月１8日（日）13：00～ ミニわら馬作り
2月20日（火）10：00～ つるし飾り体験教室（干支）
2月22日（木）10：00～ つるし飾り体験教室（兜）
3月1日（木）10：00～ つるし飾り体験教室（椿）（柿）
※お問合せ・詳細は、下記『ほんまち町屋館』まで。
▼小諸学舎蔵太隊と作る「梅の花・布巾（ふきん）」
早春に「百花にさきがけて咲く花」として喜びの象徴とされる「梅の花」の手作りスタンプを使って、世界
に一枚の早春・ハッピー布巾を作ってみませんか。
3月4日（日）10：00～14：00
※お問合せ・詳細は、（一社）こもろ観光局まで。 ＴＥＬ：0267-22-1234
▼お人形さん感謝の集い
2月24日（土）13：00～ 会場：小諸市田町 健速会館

≪主
催≫
≪アクセス≫

北国街道小諸宿のお人形さんめぐり実行委員会
[お車で] 上信越自動車道「小諸IC」から約10分
[列車で] JR小海線/しなの鉄道 「小諸駅」より徒歩約5分

お問合わせ先

ほんまち町屋館
〒384-0026 長野県小諸市本町2-2-9
（住 所）
0267-25-2770
（電 話）
（ＵＲＬ）
http://machiyakan.com/

●

イベント

東御市

第4回海野宿ひなまつり

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている海野宿では、毎年3月3日には各家々で女の
子の幸せを祈り雛人形が飾られます。この雛人形を格子越しに見ることができます。
期間中、毎週土曜日には、夜、街道沿いに行燈が灯り、幻想的な雰囲気につつまれます。また、イ
ベント日には一坪市やあられのふるまいが行われます。

１ 日

時

２月２４日（土)～３月２５日（日） イベント日：3月24日（土）25日（日）

２ 会
３ 内

場
容

海野宿・白鳥神社境内
●イベント日（3月24・25日）内容
・甘酒、あられの振る舞い
・着物で参加された方には粗品（にほひ袋）進呈
・流しびな
・一坪市（フリーマーケット）開催

≪主

催≫

≪アクセス≫

お問合わせ先

海野宿にぎわいづくり・ひな祭り実行委員会
[お車で]
[列車で]

上信越自動車道「東部湯の丸IC」から10分
しなの鉄道「田中駅」又は「大屋駅」より徒歩20分
またはタクシー5分

東御市観光協会
〒389-0516長野県東御市田中279
（住 所）
0268-62-7701
（電 話）
（ＦＡＸ） 0268-62-7702
http://tomikan.jp
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) info@tomikan.jp

●

イベント

山ノ内町

志賀高原バックカントリースキーツアー2018

「志賀高原バックカントリースキーツアー」を5年ぶりに開催いたします。
通常滑ることのできないフィールドや森を滑って、自然を満喫！
経験豊富なツアーアテンダー同行だから安心です。
「ゲレンデだけのスキーじゃ物足りない！」そんなスキーヤーはぜひご参加してみては？
スキーの楽しみ方がぐんと広がります。

１ 日

時

２月２４日（土)、３月３日（土）、３月１０日（土） ８時３０分集合

２ 会

場

志賀高原総合会館98集合・解散 ※駐車場有

３ 参加費
４ 内 容

15,000円（税込）
申込開始：1月20日(土)
申込方法：志賀高原観光協会ホームページ(http://www.shigakogen.gr.jp/)より
定員：各回先着40名様（定員になり次第締め切り）
参加料金：15,000円（税込）
行程：8：30志賀高原総合会館９８集合→バス移動→志賀高原熊の湯スキー場→ゲレ
ンデ移動（足慣らし）→横手山スキー場→渋峠スキー場→渋峠→ツアースタート→
芳ヶ平→草津温泉（温泉入浴）→バス移動→志賀高原18：00到着予定
※天候・道路状況により到着時間等は前後する場合があります。
※留意事項
使用する滑走具は、アルペンスキーまたはテレマークスキーに限ります。
参加資格は、中級者以上の方とします。
用具は各自事前メンテナンスをお願いいたします。
ゲレンデ外滑走となりますので、技術・体力など万全に整えてお越しください。
ホームページ記載の注意事項などを一読いただき、同意の上お申し込みください。

≪主
催≫
≪アクセス≫

志賀高原観光協会
[お車で] 上信越自動車道「信州中野IC」から約40分
[列車で] JR 「長野駅」より志賀高原行急行バス利用約70分「蓮池バス停」より徒歩3分
または、長野電鉄「湯田中駅」より志賀高原行路線バス利用約40分
「蓮池バス停」より徒歩3分

お問合わせ先

志賀高原観光協会
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町平穏7148
（住 所）
0269-34-2404
（電 話）
（ＦＡＸ） 0269-34-2344
（ＵＲＬ）
http://www.shigakogen.gr.jp/
（E-ｍａｉｌ) info@shigakogen.gr.jp

●

イベント

須坂市

第17回 信州須坂わくわくおひなめぐり

須坂には明治から昭和初期にかけて栄えた製糸業の蔵や味噌蔵などの蔵が今も多く残っており「蔵
の町」と言われています。その歴史を感じさせる豊かな町並みに古くから大事に守り伝えられてきたお
雛様が市内の店舗・美術館などに展示され町を彩ります。蔵の町並みを散策しながら、江戸時代のお
雛様から昭和や平成の新しい時代のお雛様まで、時代を超えて様々なお雛様が見られます。
期間中イベントもりだくさんです！

１ 日

時

３月１日（木)～４月３日（火）

２ 会

場

須坂の市街地（商店・博物館など）約80ヶ所にて開催

３ 入場料
４ 内 容

≪主
催≫
≪アクセス≫

※施設により開館日や営業時間が異なります。

美術館・博物館などの一部の施設は入館料が必要
▼期間中イベント
・３月４日（日）着物でファッションショー １３時～ 笠鉾会館ドリームホール 観覧：無料
・３月１１日（日）初めての友禅体験 １０時～１２時 旧小田切家住宅
参加費3,000円 定員８名
・３月２１日(水・祝)お絵描き煎餅体験 １０時～ 蔵のまち観光交流センター
参加費500円 定員30名
・3月25日（日）ひな供養 受付１０時～ 供養(お焚き上げ)１３時～ 芝宮神社
供養料1組3,000円～ ※ひな壇、ガラス、不燃物は除く。素材が紙、粘土、布の人形に限る。
・4月1日（日）雛アイシングクッキー体験 １０時～／１３時～ 蔵のまち観光交流センター
参加費2,000円（親子3,000円） 定員各10名

信州須坂の町の雛祭り実行委員会事務局
[お車で] 上信越自動車道「須坂長野東ＩＣ」より約15分 (事務局)
[列車で] 長野電鉄「須坂駅」下車、徒歩で約８分(事務局)
●

お問合わせ先

信州須坂の町の雛祭り実行委員会事務局
〒382－0087 長野県須坂市大字須坂352－2
（住 所）
026-248-6867
（電 話）
（ＦＡＸ） 026-248-6875
（ＵＲＬ）
http://hinamatsuri.suzaka.jp/
（E-ｍａｉｌ) info@suzaka-kankokyokai.jp

イベント

大町市
こしきさくはじめ

国宝仁科神明宮

古式作始めの神事

伊勢神宮の祈年祭（としごいのまつり）にならって行われている神事で、3月15日に奉納が行われま
す。その歴史は古く、その年の作柄の豊凶を占う神事として行なわれており、作付けの一大指針とされ
ています。苗作りの農作業をモチーフとし、古式にのっとり行われ、参拝者の人気を集めている神事で
す。
古式作始めの神事は、県の無形文化財に指定されています。

１ 日

時

３月１５日（木） １３時～

２ 会
３ 内

場
容

国宝仁科神明宮 神楽殿
▼神事について
伊勢神宮の祈年祭（としごいのまつり）にならって行われる神事で、「作始め神事」と
称し、鍬初めから苗代づくり・種播き・鳥追いまでの稲作りの模倣が、神楽殿内を１坪
の広さに仕切った中で行われます。
氏子区域の北木戸・中木戸・南木戸から青年男子が神楽員となり、白上衣に紺縞の
袴、白足袋の装束で田人（たうど）の役をつとめます。
▼その他
14日(水） 19時より祈年祭宵祭が行われます。

≪主

催≫

国宝仁科神明宮
長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から約30分
ＪＲ大糸線 「信濃大町駅」よりタクシーで約15分

≪アクセス≫

[お車で]
[列車で]

お問合わせ先

国宝仁科神明宮
〒398-0003 長野県大町市社宮本1159
（住 所）
0261-62-9168
（電 話）
http://www.sinmeigu.jp/
（ＵＲＬ）

●

イベント

安曇野市
オビシャサイ

穂高神社奉射祭

毎年3月17日、安曇野に春の訪れを告げる奉射祭が穂高神社で執り行われます。
奉射祭とは神職が12本の矢を放ち、その的中率によって、今年の天候や豊作を占う特殊神事です。
射られた矢や的には御利益があるとされ、矢が放たれる度に、持ち帰ろうと観衆が押し寄せます。
安曇野市無形民俗文化財に指定されています。

１ 日

時

３月１７日（土) １５時

２ 会
３ 内

場
容

穂高神社
奉射祭（おびしゃさい）は９月の御船祭(例祭)と並ぶ穂高神社の主祭典です。
平安時代より、朝廷を始め、全国の大きな社で行われてきたと言われていますが、
現在長野県内では執り行われる事例は殆どない大変珍しい祭事となりました。
神楽殿の前に設置された大的（直径1．6ｍ）に向かって、12本の矢を次々に放ち、
その的中率によって今年の天候や豊作を占うものですが、矢や大的には御利益が
あるとされるため、参拝に集まった人々によって奪い合いが繰り広げられます。

≪主

催≫

≪アクセス≫

穂高神社
[お車で]
[列車で]

長野自動車道「安曇野IC」から約10分
JR大糸線 「穂高駅」より徒歩3分
●

お問合わせ先

穂高神社
〒399-8303 長野県安曇野市穂高6079
（住 所）
0263-82-2003
（電 話）
（ＦＡＸ） 0263-82-8770
http://www.hotakajinja.com/
（ＵＲＬ）

イベント

安曇野市

大王わさび農場

わさびの花祭り

安曇野の豊富な湧水を利用して特産のわさびを栽培している大王わさび農場。
春にしか見られない白く可憐なわさびの花の開花に合わせて、わさびの花祭りを開催します。
わさびの花は見ても食べても楽しめる安曇野の春の風物詩です。
春の安曇野にぜひお越しください。

１ 日

時

３月21日（水・祝)～４月８日（日）

２ 会

場

大王わさび農場

３ 入場料

無料

４ 内

▼メインイベント
3月24日（土） 午前11：00より
本マグロ解体ショー（多目的ホール）
・解体本マグロ振る舞い 先着100名様（おひとり様 寿司２貫）
午前10：00より引き換え券お渡し（総合受付）
・解体本まぐろ丼（本わさび付）販売 500円（税込） 先着200名様
午前10：00よりチケット販売（レストラン）
※お召し上がりは解体を待ってとなります。
▼コンサート
3月24日（土）午後2：00より（開場午後1：30）
レストラン２階（音文ホール）にて「花祭りコンサート」
大蔦あやピアノコンサート/ショパン・ノクターン〈遺作〉ほか

≪主

容

催≫

≪アクセス≫

大王わさび農場
[お車で]
[列車で]

長野自動車道「安曇野IC」から約10分
JR大糸線 「穂高駅」より徒歩約30分
またはタクシーで約10分
●

お問合わせ先

大王わさび農場 観光課
〒399-8303 長野県安曇野市穂高3640
（住 所）
0263-82-2118
（電 話）
（ＦＡＸ） 0263-82-6930
http://www.daiowasabi.co.jp/
（ＵＲＬ）

イベント

上田市

信州国際音楽村

すいせん祭り2018

例年信州上田の春を告げる花イベントとして開催しております「信州国際音楽村すいせん祭り」を今
年も開催いたします。浅間山麓から立科方面までの270度にひろがるパノラマが楽しめるロケーション
の中、約10万本のすいせんの花が一面に咲き誇ります。
まつり期間中には、すいせんの「つみとり体験」や「草木染め体験」の他、音楽村ならではのコンサー
トが各種開催されます。すいせんを鑑賞しながら音楽に触れるゆったりとした癒しの時間をお過ごしく
ださい。

１ 日

時

３月３１日(土）～４月２２日(日） １０時～１６時（開花状況により変更する場合がございます）

２ 会
３ 内

場
容

信州国際音楽村 すいせん畑

≪主

催≫

≪アクセス≫

・すいせん畑での花の観賞・園内散策（無料）
・すいせん切り花および球根ポットの販売
・甘酒deおもてなし 3月31日、4月1日（日）、7日（土）、８日（日） 10時～（なくなり次
第終了）
・ハーモニー文化祭 4月21日（土） 10時～16時頃 音楽村のカルチャースクールや
地域の文化団体の方々による文化祭。
地域のボランティアサポーターの方々が中心に運営するアットホームなお祭りです。
お茶の無料サービスなどのおもてなしもしています。

一般財団法人 信州国際音楽村
[お車で]
[列車で]

上信越道自動車「上田菅平ＩＣ」または
「東部湯の丸ＩＣ」から自動車約25分
しなの鉄道「大屋駅」よりタクシー約10分
●

お問合わせ先

一般財団法人信州国際音楽村
〒 長野県上田市生田2937-1
（住 所）
0268-42-3436
（電 話）
（ＦＡＸ） 0268-42-3948
http://www.ongakumura.jp/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) e-mail:info@ongakumura.jp

イベント

伊那市

高遠城址公園さくら祭り

桜の日本三大名所として名高い高遠城址公園。
明治の初め高遠城址が荒れ果てたのを何とかしようとした旧藩士達が桜を植えたのが始まりです。
現在は約1,500本のタカトオコヒガンザクラの樹林となり「天下第一の桜」と称され県の天然記念物に
なっています。
桜の見頃には公園全体がピンク色に染まり、全国各地から多くのお客様が訪れます。

１ 日

時

４月１日（日）～３０日（月） 開場８時～１７時（最盛期は６時～２２時）

２ 会

場

高遠城址公園

３ 入場料
４ 内 容

≪主
催≫
≪アクセス≫

大人（高校生以上）：500円 小中学生：250円 ※団体料金有
▼公園開き―4月1日（日）午前１０時（予定）
▼夜桜ライトアップ―４月６日（または開花宣言の日）～散り終わり（時間日没～２２：００）
カラーライトアップやプロジェクターによる投影などの演出があります。
▼期間中イベント（予定）
・インスタグラムキャンペーン（2/1～4/30） ・ハートのフォトフレーム設置 ・伝統芸能披露（田楽座の公
演、高遠囃子の巡行） ・さくら茶サービス ・園内スタンプラリー ・桜守ガイドツアー ・ボランティアガイド
▼シャトルバス（最盛期）
・高遠中学校駐車場より（普通車のみ）/料金1回100円
・若宮駐車場より（大型専用）/無料
・伊那市役所駐車場より（普通車のみ）/料金往復100円（※最盛期土日のみ）
▼循環バス
運行期間 平日９時～16時/土日：７時～16時
▼夜桜シャトルバス：最盛期の土曜日のみ（料金：1人１回100円 小学生以上）
運行時間 17時～21時
※上記内容は1月16日時点での予定です。

伊那市
[お車で]
[列車で]

中央自動車道「伊那IC」から約30分 「諏訪IC」から約50分
「小黒川スマートIC」から約25分
JR飯田線「伊那市駅」または「伊那北駅」よりバスで約25分
「高遠駅」下車徒歩約15分

お問合わせ先

（一社）伊那市観光協会
〒396-8617 伊那市下新田3050
（住 所）
0265-78-4111(代)
（電 話）
（ＦＡＸ） 0265-78-4131
（ＵＲＬ）
https://inashi-kankoukyoukai.jp/
（E-ｍａｉｌ) ikk@ikk.inacity.jp

●

