
開催日・期間 開催地

１P 9月21日～11月30日 上田市

２P 9月28日 南信州地域振興局
（銀座NAGANO）

３P 11月9日 塩尻市（東京・目黒）

４P 9月21日～11月4日 軽井沢町

４P 10月下旬～11月上旬 大町市

５～
６P 8月1日～10月25日 長野県

７P 9月15日 安曇野市

８P 10月26日 安曇野市

９P 11月3日 大町市

１０P 8月21日～9月23日 長野市

１１～
１２P 10月5日～12月3日 長野県

１３P 9月1日～11月4日 飯山市

掲載ページ

第４回ＯＭＡＣＨＩロゲイニング

真田宝物館特別展　真田×刀

木原正徳展　ひとかたち ―野に還るー

千曲川ワインバレー　特選ワイナリー巡りの旅

シードルでカンパイ！

シードルの産地‟南信州”　in銀座NAGANO

軽井沢紅葉まつり

安曇野りんごロゲイニング2019

SHIOJIRI GRAND WINE PARTY TOKYO 2019
9/20チケット発売開始！同時開催 2019ミス・ワイン日本大会

八坂新そば祭り

長野県信濃美術館
東山魁夷館リニューアルオープン記念展

長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」は
生誕10周年を迎えました！！

安曇野の富士山に登ろう　有明山登山

２０１９年８月２０日 

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     

 ⓒ長野県アルクマ 

長野県PRキャラクター「アルクマ」 

月号  9 

記者発表 

新着情報 

美術館・博物館 

アルクマ便り 

参加募集 



１４P 8月下旬～10月上旬 塩尻市

１５P 8月31日～9月21日特定日山ノ内町

１６P 9月1日 小諸市

１７P 9月の土日祝 塩尻市

１８P 9月7日～8日 山ノ内町

１９P 9月13日～16日 松本市

２０P 9月14/15/16/21/22/23日 大町市

２１P 9月14日～10月22日 安曇野市

２２P 9月20日～23日 小諸市

２３P 9月21日～23日 須坂市

２４P 9月21日～29日 茅野市

２５P 9月27日 小諸市

２６P 9月28日 大町市

２７P 9月29日 小諸市

２８P 10月10日～20日 大町市

２９P 10月20日 山ノ内町

３０P 11月2日～3日 南木曽町

３１P 11月23日 塩尻市

　▼「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。
　 https://www.pref.nagano.lg.jp/tokyokanko/pressreleases/arukumatayori.html

ペンギンヒナ命名式

信州塩尻ぶどうまつり2019

信濃大町･山フェス2019

志賀高原天空フェス2019

小諸八幡宮「八朔相撲」

第22回小津安二郎記念・蓼科高原映画祭

音楽のまち・こもろ『ミニコンサート』

桔梗ヶ原ワインバレー行き無料シャトルバス

須賀川そば 第16回法印さんとそばの花まつり

新行そば祭り

よってかっしゃい山ノ内 秋の収穫祭

第１９回工芸街道祭り

SHIOJIRI GRAND WINE PARTY
1,000人で乾杯！信州塩尻ヌーボー＆メルローサミット

第20回　国宝松本城月見の宴

フィッシングガーデン

秋　コスモス花フェスタ

第8回　信州小諸城下町フェスタ

秋も須坂で蔵開き

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」 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

王滝村 

高山村 

山ノ内町 

野沢温泉村 

  

小川村 

松川村 

小谷村 

 

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 

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 

飯田市 

小布施町 

佐久市 

佐久穂町 

中野市 

 

塩尻市 

青木村 

 

栄村 

木島平村 

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 

麻績村 

信濃町 

松本市 

立科町 

松本市 

山形村 

 
豊丘村 

月号 

 

茅野市 
●第 22 回小津安二郎記念・蓼科高原映画祭/24P 

 
 

飯綱町 

  
 

９  
 

大町市 
●八坂新そば祭り/4P 
●第４回ＯＭＡＣＨＩロゲイニング/9P 
●フィッシングガーデン/20P 
●信濃大町･山フェス 2019/26P 
●新行そば祭り/28P 
 
 

松本市 
●第 20 回 国宝松本城 
月見の宴/19P 

 
 

須坂市 
●秋も須坂で蔵開き/23P 
 

安曇野市 
●安曇野の富士山に登ろう  
有明山登山/7P 

●安曇野りんごロゲイニング 
2019/8P 

●秋 コスモス花フェスタ/21P 

長野県 
●長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」は生誕 10 周年を迎えました！！/5～6P 
●長野県信濃美術館 東山魁夷館リニューアルオープン記念展/11～12P 

南木曽町 
●第１９回工芸街道祭り/30P 

 

塩尻市 
●SHIOJIRI GRAND WINE PARTY TOKYO 2019 
9/20 チケット発売開始！同時開催 2019 ミス・ワイン日本大会/3P 

●信州塩尻ぶどうまつり 2019/14P 
●桔梗ヶ原ワインバレー行き無料シャトルバス/17P 
●SHIOJIRI GRAND WINE PARTY 

1,000 人で乾杯！信州塩尻ヌーボー＆メルローサミット/31P 
 
 

長野県（南信州地域振興局） 
●シードルでカンパイ！シードルの産地‟南信州” in 銀座 NAGANO/2P 
 

 
 

長野市 
●真田宝物館特別展 真田×

と

刀/10P 
 

 
 

上田市 
●千曲川ワインバレー 特選ワイナリー巡りの旅/1P 
 
 

軽井沢町 
●軽井沢紅葉まつり/4P 
 

山ノ内町 
●志賀高原天空フェス 2019/15P 
●須賀川そば 第 16 回法印さんと 
そばの花まつり/18P 

●よってかっしゃい山ノ内  
秋の収穫祭/29P 

 
 

飯山市 
●木原正徳展 ひとかたち ―野に還るー/13P 
 

小諸市 
●小諸八幡宮「八朔相撲」/16P 
●第 8 回 信州小諸城下町フェスタ/22P 
●音楽のまち・こもろ『ミニコンサート』/25P 
●ペンギンヒナ命名式/27P 
 



１ 設定日

２ コース

３ 代　金

４ 条　件

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR北陸新幹線 「上田駅」または　しなの鉄道「田中駅」より出発

しなの鉄道「大屋駅」及び別所温泉、鹿教湯温泉でも降車可能です。

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

（E-ｍａｉｌ)

　本年、9月21日(土)に上田市千曲川左岸の陣場台地に「シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー」がオー
プンします。広大なぶどう畑（二十数㌶）に建つワイナリーから眺める360度の景色は、対岸の浅間山
や山麓のぶどう畑まで展望できます。
　千曲川ワインバレー東地区は信州ワインバレーの一つで、信州を南北に流れる千曲川に沿って広
がるワインバレーです。ここは降水量が少なく日照時間が長い気候がワインぶどうの栽培に適している
地域で、近年個人のワイナリーも増えています。
　メルシャンワイナリーのオープンを記念して、気軽にワインの旅を楽しんで頂けますよう、この地域の3
か所のワイナリーを結んだタクシーコースを造成しました。

一般社団法人　信州上田観光協会
〒386-0024 長野県上田市大手2-8-4
0268-71-6074 0268-71-6076

上田駅13:00発⇒（しなの鉄道田中駅）13:20発⇒リュー・ド・ヴァン⇒ヴィラデストガー
デンファームアンドワイナリー⇒シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー⇒（しなの鉄道大
屋駅）16:15着⇒上田駅16:30着または（別所温泉・鹿教湯温泉）

大人ひとり上田駅発着7,800円（最少催行人員2名）

三重交通㈱観光販売システム営業部　（企画　一般社団法人信州上田観光協会）

上田駅まで上信越自動車道「上田菅平IC」から約15分　

記者発表 上田市

千曲川ワインバレー 特選ワイナリー巡りの旅

コース設定期間　９月21日（土)～１１月３０日（土）の毎日

ueda-kanko@ueda-cb.gr.jp

※試飲は各ワイナリー1杯400円までのものとさせていただきます。400円を超えるワイ
ンをご希望の場合は差額をその場でお支払いいただく事で試飲ができます。
※タクシーは乗合となり、他のお客様と一緒になる場合があります。この場合、他のお
客様と隣合うことなく2名1列を確保いたします。
※なお、観光タクシーは1台4,500円の追加で貸切運行ができます。
※椀子ワイナリーでは2階テイスティング・カウンターでの座席の確保ができないた
め、お座りしての試飲が出来ない場合がございます。
※当日訪問するワイナリーの指定は出来ません。

●  

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


１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [列車で] 東京メトロ「銀座駅」Ａ１・Ｂ５出口より徒歩１分

または　ＪＲ「有楽町駅」より徒歩７分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.pref.nagano.lg.jp/minamichi/minamichi-shokan/kannai/soshiki/shokokanko3.html

（E-ｍａｉｌ) minamichi-shokan@pref.nagano.lg.jp

記者発表 長野県南信州地域振興局

　南信州への観光客の増加を目指し、首都圏在住の方を対象に南信州地域の観光ＰＲと昨今、生産
が盛んになっているりんごのお酒「シードル」の試飲と地元食材の試食をしながら「シードルの産地‟南
信州”」の情報発信を行います。
　当日は、シードル４種類の飲み比べに加え、生産者によるシードルの魅力と地域連携ＤＭＯ株式会
社南信州観光公社による南信州地域の最新の観光情報をお届けします。

９月28日（土)　13時～18時15分
※第一部(13時～14時15分)、第二部(15時～16時15分)、第三部(17時～18時15分）

銀座ＮＡＧＡＮＯ　２階イベントスペース

シードルでカンパイ！

シードルの産地‟南信州”in銀座NAGANO

長野県南信州地域振興局

500円

取材対応受付：0265-53-0431　（担当：竹村）

長野県南信州地域振興局　商工観光課
長野県飯田市追手町2-678
0265-53-0431 0265-53-0476

●イベント概要
　○南信州地域の観光ＰＲ
　○ シードル試飲＆地元食材試食によるＰＲ
　　・生産者によるオリジナルシードルのご紹介及びシードル４種類の飲み比べ
　　・市田柿ミルフィーユ・鹿肉ジャーキー等※の試食
　　　※地元食材は、事前予告なく当日変更となる場合があります。

●申込み締切日：９月16日（祝・月）、定員：各部22名

●  

https://www.pref.nagano.lg.jp/minamichi/minamichi-shokan/kannai/soshiki/shokokanko3.html
mailto:minamichi-shokan@pref.nagano.lg.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] 「目黒駅」より徒歩３分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.city.shiojiri.lg.jp/

（E-ｍａｉｌ) kanko@city.shiojiri.lg.jp

●参加ワイナリーのワイン試飲（60銘柄予定）、フード３品、セミナー・ワークショップへの参加
●ハイクラスワインの有料試飲●塩尻マーケットストリートでの物販、ＰＲ
●第一部（15：00～17：00）750名
●第二部（18：00～20：00）750名　（計1500名/一部、二部は入れ替え制）
●入場料5,000円（税込み）
●2019ミス・ワイン日本大会は各地区予選を勝ち抜いたファイナリストによりグランプリが決定！
（12：00～14：30）
【チケット発売記念イベント】
●日時　９月２０日（金）11:00～18：00、２１日（土）10：00～17：00
●場所　中部地方インフォメーションプラザ（新宿区西新宿一丁目南口地下街1号）
●「SHIOJIRI GRAND WINE PARTY TOKYO 2019」チケット販売
（一枚5,000円を4,500円で特別販売）
●塩尻市長のトップセールスによるイベント告知ＰＲ●ミスワイン来場！イベント告知ＰＲ＆ワイ
ンサーブ●塩尻産樽出しワインの振る舞い（無料）、●有料グラスワインの販売など

地域ブランド推進活動協議会

首都高速2号線 目黒ランプから3分

５，０００円（税込み/前売り販売のみ）、9/20発売開始（イープラス/全国の主要コンビニ等）

長野県塩尻市産業振興事業部観光課
〒399-0736 長野県塩尻市大門一番町12-2
　0263-52-0886 0263-53-3413

記者発表 塩尻市

SHIOJIRI GRAND WINE PARTY TOKYO 2019
9/20チケット発売開始！同時開催 2019ミス・ワイン日本大会

　日本ワインの銘醸地として、そして日本最大の醸造用ぶどう生産地として注目が集まっている長野県
塩尻市。塩尻市は、長野県の中心に位置し、日本ワインの中心的存在でもあります。そんな塩尻市内
のワイナリーが東京に集結し、ワインを味わい尽くす「SHIOJIRI GRAND WINE PARTY」を開催しま
す！また、2019ミス・ワイン日本大会を同時開催！各地区予選を勝ち抜いたファイナリストにより、日本
大会のグランプリが決定します。ワイン通にはたまらないワインの魅力を堪能できる特別な一日となるこ
とでしょう。前売りチケットは９月２０日（塩尻ワインの日）より全国で発売開始します！
　９月２０日は、新宿でGRAND WINE PARTY50日前イベントを開催します。

１１月９日（土） 　１５時～１７時（第一部）、１８時～２０時（第二部）　

ホテル雅叙園東京　２階（東京都目黒区下目黒1-8-1）

2019ミス・ワイン日本大会は１２時～１４時３０分

●  

https://www.city.shiojiri.lg.jp/
mailto:kanko@city.shiojiri.lg.jp


日　時

会　場

お問合わせ先 軽井沢町観光経済課

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（E-ｍａｉｌ) kankoshoko@town.karuizawa.nagano.jp

日　時

会　場

お問合わせ先 大町市観光協会

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.kanko-omachi.gr.jp/

（E-ｍａｉｌ) info@kanko-omachi.gr.jp

新着情報 軽井沢町

軽井沢紅葉まつり

９月２１日(土)～１１月４日(月・休)

軽井沢町内各所

　紅葉に彩られた軽井沢町内各所にて、毎年恒例のテニス大会やマラソン大会、ウォーキングなどの
スポーツイベントが開催されます。また、収穫祭など秋の味覚を堪能できるイベントもあります。

〒389-0111 　長野県北佐久郡軽井沢町長倉２３８１番地１

0267-45-8579 0267-46-3165

新着情報 大町市

八坂新そば祭り

水のきれいな大町の里山で育った新蕎麦の風味をお楽しみください！

１０月下旬～１１月上旬　　

○大町市八坂ふるさと体験館「いろり屋やさか」 　【TEL:0261-26-2625】
営業時間：11：00～19：00（ラストオーダー18：30）
○信州金熊温泉　明日香荘　　【TEL:0261-26-2301】
営業時間：10：00～14：30　17：30～20：30

〒399-0002 　長野県大町市大町3200

0261-22-0190　 0261-22-5593

mailto:kankoshoko@town.karuizawa.nagano.jp
http://www.kanko-omachi.gr.jp/


新着情報

長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」は
生誕10周年を迎えました！！

　長野県PRキャラクター「アルクマ」は、生誕１０周年をむかえ、斑尾高原にて「生誕１０周年感謝祭」を
開催いたします。タキシードを着たアルクマも初登場。他にも大人気のゆるキャラが集合し、アルクマ
の生誕１０周年を祝福します。
　さらに今年も「ゆるキャラ®グランプリ2019」へエントリーしました。
　今年の決選投票＆表彰式は、11月2、3日に長野市のエムウェーブで開催されるため、さらなる上位
を目指し日々がんばっています。期間中、１アドレスにつき１日１回「アルクマ」に投票できますので、
皆さま、ぜひ「アルクマ」へ投票をお願いします。
　また、「アルクマ」を積極的に応援してくれる『アルクマ応援隊』を大募集！！募集いただいた方に、
アルクマ１０周年記念限定ピンバッジをプレゼントしていますのでご応募ください。

長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」©長野県アルクマ 



「生誕10周年感謝祭」×「ゆるキャラ®グランプリ2019　中間発表」

１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

「アルクマ応援隊」募集

１ 日　時

２ 内　容

「ゆるキャラ®グランプリ2019」投票をお願いいたします

１ 日　時

２ 内　容

「ゆるキャラ®グランプリ2019 in しあわせ信州NAGANO」

１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

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

（E-ｍａｉｌ) arukuma@pref.nagano.lg.jp

・斑尾高原にたくさんのゆるキャラが集まります。
10周年特別のタキシードを着たアルクマを初披露！！
ファンのみなさんと触れ合ったり、ステージイベントを行います。

・「かぶりもの収集」が趣味の「アルクマ」へ新しいかぶりものをプレゼント。
　ファンの皆さまから募集したアルクマにかぶって欲しいもの１つを実際にイラスト化。
どんな被り物になったか発表し、アルクマにプレゼントします。

ゆるキャラ®グランプリ2019期間中積極的に「アルクマ」へ投票の呼び掛けを行ってい
ただける応援隊員を募集しています。
皆さまのご応募お待ちしております。
応募はこちらから
https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoshin/190530press.html

応募締切：８月３１日(土)

斑尾高原　スキー場

９月８日（日)　13時～16時（予定）

長野県

〒 長野県長野市南長野幅下６９２－２
026-235-7254 026-235-7257

８月１日（木)10時～10月25日（金）18時

８月１日（木）10時から10月25日（金）までの投票期間中、１アドレスにつき１日１回の
投票が可能です。投票を行うためには、最初だけ簡単なID登録が必要です。

☆☆☆ＩＤ登録のやり方について☆☆☆　※アドレスごとに「投票ID」の登録が可能です。
①　登録したいメールから　entry@vote.yurugp.jp　に空メールを送る
②　届いたメール本文にあるＵＲＬを開く
③　パスワードを決定し、登録

　☆☆☆投票のやり方について☆☆☆
① 「アルクマ」のページを開く
　http://www.yurugp.jp/vote/detail.php?id=00000357
② 「このゆるキャラに投票する」を選ぶ
③ メアド、パスワードを入力、投票する
　
ゆるキャラグランプリオフィシャルウェブサイト
http://www.yurugp.jp/

１１月２日（土)～３日(日)　9時～16時（予定）

長野市オリンピック記念アリーナ・エムウェーブ

今年は９回目になる「ゆるキャラグランプリ」の決選投票が長野市（エムウェーブ）で開
催！全国からたくさんのキャラクターが参加します。

長野県観光部観光誘客課観光誘客戦略担当

https://www.shinshu-dc.net/


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」より徒歩1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

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

参加募集 安曇野市

安曇野の富士山に登ろう　有明山登山

　有明山はその独自の台形の山体が富士山に似ていることから「有明富士」・「信濃富士」と呼ばれ地
元の人達から親しまれています。山岳信仰の山でもあり、山麓に有明山神社が置かれ、山頂の北岳に
は有明神社の奥宮があります。また、日本二百名山にも選定されています。皆さんに山の素晴らしさを
知り、楽しんで頂きながら、雄大な北アルプスをベテランガイドと一緒に登りませんか？

9月15日（日)　　5時15分集合

有明山

【日程】歩行約8時間
安曇野市観光情報センター5:30出発⇒黒沢川表参道6：30発…妙見の滝、白河の
滝、落合経由…有明山山頂到着⇒有明荘へ下山⇒有明荘着（入浴）…バス⇒穂高
駅着17:30～18：00到着予定

※申込締切日：出発日の14日前まで
※募集人員：14名（最少催行人員7名）
※問い合わせ先：安曇野市観光協会　☎0263-82-3133

一般社団法人　安曇野市観光協会

長野自動車道「安曇野IC」から約20分　

集合場所：安曇野市観光情報センター

10,000円　（ガイド代、登山口送迎、保険代含む）

●  

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


１ 日　時

２ 会　場

３ 参加料

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://azumino-rogaining.jp/

（E-ｍａｉｌ) kankokoryu@city.azumino.nagano.jp

●競技　ロゲイニング
　＊制限時間：５時間
　＊移動手段：歩行または走行
　＊通過証明：デジタル写真撮影による
　＊地図仕様：１/25,000　Ａ３ノビサイズ
　＊JOA Navigation Games 2019 シリーズ戦参加
●クラス
　（1）家族チーム（2～5名、16歳以上と15歳以下のメンバーを含む）
　（2）混合チーム（2～5名、男女混合、16歳以上）
　（3）女子チーム（2～5名、女子のみ、16歳以上)
　（4）男子チーム（2～5名、男子のみ、16歳以上)
　（5）女子ソロ（女子1名、16歳以上）
　（6）男子ソロ（男子1名、16歳以上）

・新宿7:00発あずさ→松本9:38着
・名古屋7:00発しなの→松本9:08着
→大糸線松本駅9:54松本発→10:06一日市場着
→一日市場駅より1.1km　徒歩約15分

安曇野市観光交流促進課
〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地
0263-71-2000 0263-72-1340

信州安曇野ロゲイニング実行委員会

長野自動車道「安曇野IC」から約15分　

一般１名：5,000円　大学生以下１名：1,000円

参加募集 安曇野市

安曇野りんごロゲイニング2019

　今年の信州安曇野ロゲイニングは、りんごの実る10月に開催します！
　タイトルも「安曇野りんごロゲイニング2019」とし、安曇野の中でも特にりんごの産地である三郷を主
会場に、制限時間５時間で行います。りんごに囲まれたフィールドを駆け回り、安曇野の秋をお楽しみ
ください。

１０月２６日（土)　　９時30分～17時

安曇野市三郷文化公園体育館

●スケジュール 

  9:30 受付開始 

 10:30 開会式・競技説明 

 11:00 競技 スタート 

 16:00 競技 終了 

 16:30 表彰式 

 17:00 閉会 

●募集人員 

 チーム・ソロ 合計２００名 

●募集締め切り 

 ９月30日（月） 

●  

http://azumino-rogaining.jp/
mailto:kankokoryu@city.azumino.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 「信濃大町駅」より徒歩約10分

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

（E-ｍａｉｌ) info@kanko-omachi.gr.jp

長野自動車道「安曇野IC」から約35分　

3時間の部　一般1名：3,500円、大学生以下1名：1,000円
6時間の部　一般1名：5,000円、大学生以下1名：1,000円

大町市観光協会
〒398-0002 長野県大町市大町3200

【募集期間】　～令和元年10月16日（水） まで
【競技】３時間/6時間ロゲイニング
　　　　 移動手段：歩行または走行・通過証明：デジタル写真撮影による
【クラス】
3時間の部（1）家族チーム（2～5名、16歳以上と15歳以下のメンバーを含む）
　　　　　 　（2）混合チーム（2～5名、男女混合、16歳以上のメンバーのみ）
　　　　　 　（3）女子チーム（2～5名、女子のみ、16歳以上のメンバーのみ)
　　　　　　 （4）男子チーム（2～5名、男子のみ、16歳以上のメンバーのみ)
　　　　　 　（5）女子ソロ（女子1名、16歳以上）
　　　　　　 （6）男子ソロ（男子1名、16歳以上）
6時間の部（1）混合チーム（2～5名、男女混合、16歳以上のメンバーのみ）
　　　　　 　（2）女子チーム（2～5名、女子のみ、16歳以上のメンバーのみ)
　　　　　　 （3）男子チーム（2～5名、男子のみ、16歳以上のメンバーのみ)
　　　　　 　（4）女子ソロ（女子1名、16歳以上）
　　　　　　 （5）男子ソロ（男子1名、16歳以上）
【参加資格】・16歳以上の健康な男女で大会規約に同意いただける方
　　　　　　　 ・家族チームに限り、小中学生が参加できます
【募集人員】　3時間の部：チーム・ソロ　合計100名
　　　　　　　　 6時間の部：チーム・ソロ　合計100名
【参加申し込み】スポーツエントリーからお申込みください

0261-22-0190 0261-22-5593

参加募集 大町市

第４回ＯＭＡＣＨＩロゲイニング

　今年のOMACHIロゲイニングは、3時間の部と6時間の部で開催します。
　起伏の激しい山道から、塩の道街道宿場町の面影を残す古き良き町並み、雄大な北アルプス、秋の
田園風景など、大町市の魅力を存分に楽しんでください！

１１月３日（日・祝)
3時間の部　【受付開始】10：30　　【開会式】11：30　 【スタート】12：00　【表彰式】15:30
6時間の部　【受付開始】8：30　　【開会式】9：30　 【スタート】10：00　【表彰式】16:30

主会場：大町公民館分室

●  

http://www.kanko-omachi.gr.jp/
mailto:info@kanko-omachi.gr.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[バスで]

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

信州松代　真田宝物館

休館日：毎週火曜日

博物館 長野市

真田宝物館特別展　真田×刀

　真田宝物館では、真田家の歴史を今に伝えています。
　真田家に伝来した古文書や武具、調度品などの大名道具を収蔵、テーマにあわせた展示を行って
います。
　今回の展示は、真田宝物館特別展　「真田×刀」
　真田家の歴史を感じてください。

　

後期　８月２１日（水）～９月２３日（月・祝)　　9時～17時(入館は16時30分まで)

一般600円　小中学生200円

信州松代　真田宝物館

・上信越自動車道「長野IC」から2km

・アルピコ交通バス「JR長野駅」善光寺口3番のりばより

真田宝物館

松代行きバス30分　「松代駅」下車徒歩3分

　信州松代　真田宝物館特別展　真田×刀
戦国期の真田家とともに渡り歩いた古刀をはじめ、松代藩主時代の真田家に伝来し
た刀剣を展示するとともに、近年の御腰物帳の調査で明らかになりつつある、松代藩
の刀剣管理体制などについてあわせてご紹介します。
・重要文化財　青江の大太刀
・県宝　吉光の短刀
・埼玉県指定有形文化財　太刀　銘長光（個人蔵）
真田家ゆかりの刀剣が一堂に会する初めての機会となります。ぜひご鑑賞ください。

〒381-1231長野県長野市松代町松代4－1
　026-278－2801 026-278－2847
http//www.sanadahoumotsukan.com

  

と 

と 

と 

青江の大太刀（重要文化財）    

 吉光の短刀（県宝） 

●  

http://www.sanadahoumotsukan.com/


①展覧会

１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

②東山魁夷館リニューアルプレイベント

１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

③東山魁夷館リニューアル記念講演会

１ 日　時

２ 会　場

４ 入場料

５ テーマ

④担当学芸員による展示解説

１ 日　時

２ 会　場

無料

10月１4日（月・祝）　13時30分～15時

善光寺大勧進　紫雲閣

３ 講　師 千住博　氏（日本画家）、若麻績敏隆　氏（日本画家・善光寺白蓮坊住職）

9月8日（日）～18日（水）

申し込み不要、展覧会観覧券が必要

聴講無料、定員300名程度（要申込）

「東山魁夷の芸術について　千住博×若麻績敏隆」（仮）

※10月5日（土）は開催　

東山作品≪静映≫の見える「りんごのひろば」で東山魁夷の複製画展示と当館学芸
員による作家・作品についてのミニレクチャー（9/8（日）11：00～、9/14（土）18：00～）
おしゃべり鑑賞会（9/8（日）14：00～、9/15（日）14：00～）を予定。

10月5日～12月3日の第2、第4土曜日　11時から30分程度

東山魁夷館　展示室

大人500円　大学生300円　高校生以下無料

MIDORI長野　「りんごのひろば」

３ その他

美術館

長野県信濃美術館

東山魁夷館リニューアルオープン記念展

　長野県信濃美術館 東山魁夷館は改修工事のため約２年半の休館を経て、2019 年 10月5日（土）リ
ニューアルオープンをいたします。記念として、特別展を開催いたします。
　長野県信濃町にある野尻湖を取材地とし、昭和30年度の芸術院賞を受賞した≪光昏≫（日本芸術
院蔵）や、連作「京落四季」の代表作≪花明り≫（大和証券グループ本社蔵）などを、当館が所蔵する
スケッチなどとともに展示し、作品が出来上がるまでの軌跡をご覧いただきます。

10月5日（土)～12月3日（火）　　9時～１7時（入館は16時30分まで）

長野県信濃美術館 東山魁夷館



≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「長野駅」善光寺口バス乗り場①から、アルピコ交通バス11・16・17で「善光寺北」下車。

バス進行方向の城山公園奥。善光寺から徒歩3分。

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.npsam.com

（E-ｍａｉｌ) npsam@npsam.com

（その他） FB: http://www.facebook.com/npsam.kaii

〒380-0917 長野県長野市大字稲葉字八幡田沖2413-11長野県南俣庁舎内　

（美術館に駐車場はございません。近隣の有料駐車場をご利用ください。公共交通機関でのご来場にご協力お願いします。）

長野県

026-232-0052

長野県、　長野県信濃美術館

上信越道「長野IC」または「須坂長野東IC」から長野市街及び善光寺を目標に30分

026-232-0050

長野県信濃美術館事務所 広報・マーケティング室
●  

http://www.npsam.com/
mailto:npsam@npsam.com


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) bijyutsukan@city.iiyama.nagano.jp



武蔵野美術大学を卒業後、二紀展への出品と個展開催を継続しながら精力的に創
作活動を展開している長野県飯山市出身の画家・木原正徳（１９５８～）の郷里初の
大規模な作品展。
最近１０年間に二紀展で発表された200号の大作と個展で発表したコラージュ作品を
合わせて約60点余りを一堂に展覧します。

0269-62-1501　 0269-62-1501

飯山市教育委員会

上信越自動車道「豊田飯山IC」から約１0分。
R117を十日町・野沢温泉方向へ直進後、斑尾高原方面へ左折、
斑尾高原入口を右折し、約300ｍ先左折、200ｍ進んだ右側。

〒389-2253長野県飯山市大字飯山１４３６－１

JR 「飯山駅」より徒歩１０分、タクシーで約3分。

※レンタサイクル・レンタカー有り。



美術館 飯山市

木原正徳展 ひとかたち ―野に還るー

９月１日（日)～１１月４日（月・祝）　　９時～１７時

飯山市美術館

http：//www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/gakushuusien/bijyutukan

　長野県飯山市出身の画家・木原正徳　（１９５８～）の作品展を開催します。
　木原は、簡略化あるいはデフォルメした人や植物の形態を、色鮮やかな色彩で画面構成し、生き生
きとした躍動感あふれる絵画世界を構築してきました。その瑞々しさと澄み切った空気感には、作家の
自然への畏敬の念や自然と人の有りようを模索する想いがあらわれています。作家が雪深く自然豊か
な信州飯山で生まれ、多感な時代を過ごしたことが基底となって、これまでの創作活動を支えてきた
のは明らかです。
　郷里での初の大規模な個展となる本展覧会では、最近10年間に二紀展で発表された200号の大作
を中心に展覧、木原作品の魅力を堪能できます。

大人  300（200）円  小中学生  200（100）円
※（ ）内は20名以上の団体料金
※障がい者手帳をお持ちの方と付添いの方1名様無料

飯山市美術館

●  

野に還る 2018年 野のかたち人のかたち《光を纏う》 2016年 

mailto:bijyutsukan@city.iiyama.nagano.jp


１ 日　時

２ 会　場

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「塩尻駅」より徒歩約１０～３０分（農園により異なる）

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://tokimeguri.jp/

（E-ｍａｉｌ) info@tokimeguri.jp

0263-88-8722

信州塩尻ぶどうまつり2019

塩尻観光果実直売組合加盟農園

（一社）塩尻市観光協会

イベント

〒399-0736 長野県塩尻市大門一番町12-2

４ 内　容 【 ぶどう狩り 】
　市内のぶどう園では、ぶどう狩りが最盛期になります。連日、市内外からの大勢の
皆さんが訪れ、ぶどうの甘い香りが漂う園内で、季節の味覚を楽しんでいます。
　また、９月から１１月中旬にかけては、シナノゴールド、シナノスウィート、ふじなど
りんご狩りもお楽しみいただけます。

0263-52-1548

塩尻市

３ 入場料

　塩尻市桔梗ヶ原は、年間日照時間が長く、降水量も少なく、昼夜の寒暖差が大きいという気候によ
り、ぶどうの栽培に適しており、全国有数のぶどうの産地として知られています。　各農園では塩尻特
産のナイアガラやコンコードをはじめ、巨峰やデラウェアなど、各品種のぶどう狩りを楽しむことができ
ます。信州塩尻の大地の恵みをご堪能ください。

８月下旬～１０月中旬

（一社）塩尻市観光協会

長野自動車道「塩尻IC」から約１０～１５分（農園により異なる）

※開園時間、取扱品種などの詳細は、各農園へ直接お問合せいただくか、実行委員会へお問合せください。

小学生以上：６００円～　３歳以上：３００円～※税別（巨峰などは別途料金がかかる場合があります）

●  

https://tokimeguri.jp/
mailto:info@tokimeguri.jp


１ 日　時

◆9月7日（土）：志賀高原歴史記念館

◆9月14日（土）：東館山

◆9月21日（土）：横手山のぞき

集合・受付 19時30分 スタート 20時　終了 22時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] 長野電鉄湯田中駅から志賀高原行きバスで約60分

お問合わせ先
（住 所）
（ＵＲＬ） http://www.shigakogen.jp/srayd/tenkufes/
お問合せ
緊急連絡先 tenkufes@gmail.com

イベント 山ノ内町

志賀高原天空フェス2019

　志賀高原 熊の湯・志賀高原歴史記念館・東館山・横手山のぞきの4会場で“志賀高原天空フェス”を
開催します。
　普段リフトやゴンドラに乗らないと行くことのできない夜のスキー場の山頂や、標高2000ⅿ周辺にアプ
ローチ！そこで一切の光を消して、ここでしか見られない満天の星空を見ながら、星空探検プランナー
の星空解説を受けたり、美しい星空や月・夜景をバックにストロボ記念撮影やペンライトアート撮影等、
様々な体験ができます。

◆8月31日（土）：熊の湯

熊の湯・志賀高原歴史記念館・東館山・横手山のぞき

会場ごと、異なる天空フェスをお楽しみ頂けます。
温かいフリードリンクやフード、ワークショップもお楽しみ頂けます。
新会場の志賀高原歴史記念館会場では、琵琶池でのナイトボート（有料）も登場！
8月・9月といっても、夜間の冷え込みが厳しい志賀高原。寒さを凌いだり、トイレの心配
もなく安心して参加できる会場を準備しました。

志賀高原天空フェス実行委員会
上信越自動車道「信州中野IC」から約40分　

大人2,000円　小学生1,000円　小学生未満無料

志賀高原天空フェス実行委員会
〒381-0401　長野県下高井郡山ノ内町志賀高原

●

http://www.shigakogen.jp/srayd/tenkufes/
mailto:tenkufes@gmail.com


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] しなの鉄道/ＪＲ小海線 「小諸駅」より徒歩15分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ） http://www.city.komoro.lg.jp/doc/2014022501061/

（E-ｍａｉｌ) gakushuka@city.komoro.nagano.jp

小諸市教育委員会文化財・生涯学習課
〒384-8501 長野県小諸市相生町3-3-3
0267-22-1700

▼練り歩き　11：00～
▼土俵入り　12：00～
▼取組み　13：30～
（予定）

小諸八幡宮

上信越自動車道「小諸IC」から５分　

無料

イベント 小諸市

小諸八幡宮「八朔相撲」

　当八幡宮の八朔相撲は、元禄４年、時の小諸城主石川能登守の命により奉納相撲として始められ、
今日まで310余年に亘り由緒ある伝統行事として受け継がれてきました。陰暦の八月朔日（一日）に行
われることから八朔といいます。
　わが郷土の誇りでもあり、小諸市重要無形文化財でもある八朔相撲にぜひ、お出かけください。
　当日は子供たちが、立派な化粧まわしをつけて市内を練り歩き、土俵入りをした後、熱のこもった取
り組みを披露します。

９月１日（日)　　11時00分～（予定）

八幡宮神社

●  



１ 日　時

２ 会　場

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「塩尻駅」より徒歩約８分（えんぱーくまで）

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://tokimeguri.jp/

（E-ｍａｉｌ) info@tokimeguri.jp

イベント 塩尻市

桔梗ヶ原ワインバレー行き無料シャトルバス

　ナイアガラ、コンコードの主要産地であり、日本ワインの先進地として、欧州系高級ワイン用ぶどう「メ
ルロー」を長野県に根付かせた「桔梗ヶ原」。この地が醸すワインは、国内外で高い評価をいただいて
います。
　ワイナリーまでのアプローチ手段確保の要望にお応えし、期間限定でJR塩尻駅と桔梗ヶ原を結ぶ無
料シャトルバスを運行します。今回も、一部のバス経路を信州まつもと空港まで延長運行します。
　多くの方のご利用をお待ちしております！

９月の土日祝日（1.7.8.14.15.16.21.22.23.28.29日）

（一社）塩尻市観光協会
〒399-0736 長野県塩尻市大門一番町12-2

無料　（乗り降り自由、予約不要です）

【各ワイナリー見どころ】
○林農園…農場案内、試飲、ショッピング
○井筒ワイン…試飲、ショッピング
○信濃ワイン…地下セラー見学、試飲、ショッピング
塩尻観光ワインガイドが、バス内や農場でご案内いたします！

４ 内　容

３ 入場料

0263-88-8722 0263-52-1548

えんぱーく発 9時55分～15時20分

（一社）塩尻市観光協会

長野自動車道「塩尻IC」から約８分（えんぱーくまで）

えんぱーく～塩尻駅東口～林農園・井筒ワイン（・メルシャン）～信濃ワイン～信州まつもと空港

※一部のバス経路を信州まつもと空港まで延長します

●  

https://tokimeguri.jp/
mailto:info@tokimeguri.jp


山ノ内町

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] 北陸新幹線「飯山駅」よりタクシー、レンタカーで30分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） 090-8683-1627（実行委員会）
（ＵＲＬ） http://www.kitashigakogen.gr.jp

入場無料

北志賀高原観光協会（須賀川そばまつり実行委員会）
〒381-0405　長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬

イベント

須賀川そば 第16回法印さんとそばの花まつり

　北志賀高原の山あいに咲く、白いそばの花一千万本が風に揺れる壮大な景色に癒されます。
　法印という名の僧が、村人たちが食べる分のそばを振る舞われ、お礼に村人たちの病気を治したとされる
民話「法印さんの林」にちなむおまつりです。
　オヤマボクチ（山ごぼう）をつなぎに使う名物須賀川そばや、各種イベントもお楽しみ頂けます。

９月７日（土)～８日（日）　　9時30分～15時

須賀川八丁原

幌馬車トラクターの乗車体験や、語り部による民話の紙芝居など、手作りのイベントと地元
野菜の販売や須賀川そば、りんごで育った信州牛の串焼きなどの楽しみもいっぱいで
す。

●そばの畑めぐり　幌馬車トラクター（有料）
●食べ物・販売　　須賀川そば・・・700円　　はやそば・・・200円　　法印焼き・・・150円 等
●セレモニー　　　 伝統芸能やダンス等
※内容は変わる場合がございます。

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 15㎞ 25分　

●

http://www.kitashigakogen.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] JR「松本駅」より徒歩１５分～20分　　または

JR「松本駅」よりタクシーで約5分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.matsumoto-castle.jp/

イベント 松本市

第20回　国宝松本城月見の宴

　中秋の名月と松本城をバックに優雅なひと時

9月13日(金)～16日(月・祝)　17時30分～20時30分

国宝松本城本丸庭園

●イベント概要
ライトアップされた松本城天守を背に、野外生け花に彩られた秋の本丸庭園で
琴やフルート、雅楽の音色をお楽しみください。
お茶席(一席500円)も設けています。
※荒天の場合、お茶席等が中止になる場合がございます。

松本城管理事務所

長野自動車道「松本IC」から約15分～20分

開催期間中は本丸庭園夜間のみ無料開放　　　（※ただし、天守には登れません）

松本城管理事務所
〒390-0873 長野県松本市丸の内4-1
0263-32-2902 0263-32-2904

●  

https://www.matsumoto-castle.jp/


大町市

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://www.azumino-koen.jp/

（E-ｍａｉｌ) norihisa-nakashima@prfj.or.jp

イベント

9月14日（土)～16日（月・祝）、9月21日（土)～9月23日（月・祝）　１０時～１5時

国営アルプスあづみの公園 「大町・松川地区」　渓流ピクニック広場

JR大糸線「信濃大町駅」または「信濃松川駅」よりタクシー約15分

フィッシングガーデン

　秋のアルプスあづみの公園では、今年も本格的な渓流釣りを楽しめる「フィッシングガーデン」を開
催します。北アルプスを源とする清流“乳川”での渓流釣り体験は、今の時期だけの期間限定イベント
です。釣ったニジマスは、その場で塩焼き（調理代は別途有料）にして味わうことも！レンタルの釣竿も
あり、手ぶらで参加できるので、釣りの経験が少ないちびっ子たちも、気軽に本格渓流釣り体験をチャ
レンジすることができます。

公園を流れる乳川の一部が、期間限定で本格渓流釣りを体験できる釣り場に。
釣り竿等のレンタル（有料）もあり、手ぶらで渓流釣りをお楽しみいただけます。
釣った魚はその場で塩焼にし（有料）、味わっていただくことが可能です。

◇場　所：渓流ピクニック広場（休憩所付近）
◇参加費：1時間もしくは5匹まで2,500円（入漁証、釣り竿等）
　　　　　　　※釣れなかった場合でも2匹はサービスで差し上げます
　　　　　　　※別途入園料（中学生以下は無料）が必要です
◇その他オプション：調理代100円／匹、魚の追加300円／匹

アルプスあづみの公園管理センター【大町・松川地区】     

長野自動車道「安曇野IC」から約40分

大人（15歳以上）450円、小人（小中学生）無料、シルバー（65歳以上）210円      

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

または、大町周遊バス「ぐるりん号」で13分

●  

http://www.azumino-koen.jp/
mailto:norihisa-nakashima@prfj.or.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」よりタクシーで約15分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

【カヤック・ラフティング体験】　9月14日（土）～16日（月・祝）・21日(土)～23日(月・祝)・10月5日(土)～6日
(日)
10:00～16:00 ラフティング500円　カヤック1,000円

【安曇野けん玉フェスティバル】　9月16日（月・祝）
10:00～16:00　「けん玉ショー」「けん玉あそび」「けん玉検定」開催！

【アウトドアパークPart1】10月5日(土)・6日(日)入園無料日
アウトレットマーケットやアクティビティイベント充実！

【アウトドアパークPart2】10月12日(土)～14日(月・祝)
ツリーイングの体験や、ツリーマスタークライミングアカデミーの全国大会に一般の方も参加可能です。

国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区

長野自動車道「安曇野IC」から車で約20分

0263-71-5511 0263-71-5512

駐車場1000台(無料)

http://www.azumino-koen.jp

国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区

アルプスあづみの公園　堀金・穂高管理センター
〒399-8295　長野県安曇野市堀金烏川33-4

大人450円　65歳以上210円　小中学生以下無料

イベント 安曇野市

秋　コスモス花フェスタ

　田園文化ゾーンでは「ダブルクリック」や「シーシェル」等コスモス11品種40万本、色んな品種を楽し
めます。里山文化ゾーンでは160万本のキバナコスモスが咲き誇ります。計200万本、12品種のコスモ
スの開花リレーをお楽しみください。

　他にも、アウトドアパーク等の秋らしいイベント盛りだくさん!
　なお、9月16日(月・祝)・敬老の日は65歳以上の方無料、10月5日(土)・6日(日)は無料入園日となっ
ています。

9月14日（土)～10月22日（火・休）　　１０時～１7時

●  

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] JR小海線・しなの鉄道「小諸駅」より徒歩約3分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ） http://machifes.wixsite.com/komoro

（E-ｍａｉｌ)

イベント 小諸市

第8回　信州小諸城下町フェスタ

　小諸宿の町屋と蔵がギャラリーに！
　今年の目玉は旅館として蘇った脇本陣の公開！旧家に眠る古道具や古布などを活かした手仕事作
品の展示販売やリペアマルシェにも注目！

9月20日（金）～23日（火･祝）　町屋＆蔵ギャラリー　10時～16時

本町および大手門周辺の歴史的建物

●歴史的建物での特設手仕事ギャラリー

●山国の食の楽しみ（町屋ランチ、古民家カフェ等）

●こもろっ子王国（昔遊びのひろば）21,22,23日

●商家の軒先お宝展（各家の歴史を伝える展示）　などなど

入場無料（各ワークショップ等は有料）

festa@t-garden.org

城下町にぎわい協議会
〒384-0025 小諸市大手一丁目６番14号　本陣主屋
090-1200-0239

城下町にぎわい協議会

上信越自動車道「小諸IC」から約10分

●  



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」下車、タクシー約7分　

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

（E-ｍａｉｌ) info@keiryu.jp

実行委員会事務局（遠藤酒造場）

上信越自動車道「須坂長野東IC」から約10分

須坂市

秋も須坂で蔵開き

　今年で8回目を迎える秋の蔵開き。須坂駅から会場までシャトルバスの運行があります。
　会場にはおやき、焼き鳥などおいしい食べ物が盛りだくさん！酒粕つめ放題も人気です。
　キッズコーナーもあり、家族みんなで楽しめます。

９月２１日（土)～２３日（月・祝）　　９時３０分～１６時

遠藤酒造場 臥竜蔵

「須坂駅」より会場までシャトルバス運行

実行委員会事務局（遠藤酒造場）
〒382-0086　 長野県須坂市大字須坂29
026-245-0117 026-245-1477

イベント

・無料の蔵見学ツアー・約15種類のお酒の試飲・酒粕つめ放題など
・屋台村オープン　（地元の味おやきやにらせんべいなど勢揃いした出店）
・キッズコーナー　（お絵描き教室、けん玉）
・ステージイベント　（ダンスパフォーマンス、生演奏など）

※須坂駅から会場までシャトルバスの運行

●  

http://www.keiryu.jp/
mailto:info@keiryu.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 「茅野駅」より徒歩３分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://ozueigasai.jp/

（E-ｍａｉｌ) kanko@city.chino.lg.jp

小津安二郎記念・蓼科高原映画祭実行委員会

中央自動車道「諏訪IC」から約5分　

フリーパス4,500円、回数券（4枚綴り）3,000円、1回券〈前売券〉800円、〈当日券〉1,000円、

イベント 茅野市

第22回小津安二郎記念・蓼科高原映画祭

　自然豊かな茅野市の高原リゾートは、多くの文化人に愛されてきました。中でも有名なのが、世界的
な映画監督「小津安二郎」。小津監督を記念した「小津安二郎記念・蓼科高原映画祭」を茅野市で開
催します。今年で22回目を数え、「小津」の名を冠した唯一の映画祭です。今年の映画祭は、９/21～
９/29の９日間！ゲストには、小津監督の『彼岸花』出演の山本富士子さんをはじめ、『カメラを止める
な！』の上田慎一郎監督の来場も予定しています。小津監督作品はもちろん、お子様も楽しめるもの
から旬の映画まで、バラエティに富んだラインナップでみなさまのお越しをお待ちしています。

９月２１日（土)～２９日（日）　※時間は開催日によって異なります

茅野市民館、新星劇場

茅野市　観光まちづくり推進課
〒391-8501 長野県塚原二丁目６番１号
0266-72-2101 0266-72-5833

子ども・学生（3歳以下無料）1回券〈前売券〉600円、〈当日券〉800円

●「家族」をテーマにした作品の上映やゲストトーク、短編映画コンクールや
シネマカフェなど、さまざまな催しを予定しています。
9/21（土）～27（金）一日2～4本映画上映＠新星劇場
9/28（土）～29（日）二日間で15本映画上映＠茅野市民館、新星劇場
　28・29日は日中、寒天寄せや豚汁などの振る舞い、夜には参加ゲストや監督と
交流できるパーティーも開催します。

詳しくは　https://ozueigasai.jp/　にアクセスしてください。

●  

https://ozueigasai.jp/
mailto:kanko@city.chino.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] しなの鉄道/JR小海線 「小諸駅」より徒歩5分　　

お問合わせ先

（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.city.komoro.lg.jp

（その他） 内線2281・2283

小諸市教育委員会

上信越自動車道「小諸IC」から小諸駅方面へ約10分　

無料

イベント 小諸市

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。9月のミニコンサートは、佐久古楽合奏団による演奏です。ガンバによるホールコンソート
（単一楽器のみの合奏）及びブロークンコンソート（異なる楽器の組み合わせによる合奏）の形式で、
中世からルネッサンス、バロックの音楽を演奏します。

9月27日（金）　18時～

市民交流センター　ステラホール（こもろプラザ内）

小諸市教育委員会　文化財・生涯学習課
〒384-8501　小諸市相生町3-3-3
0267-22-1700 0267-23-8857

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、今年度より
毎月１回ミニコンサートを開催しています。
9月のミニコンサートは、佐久古楽合奏団による演奏です。
古楽を演奏するアマチュアユニットで、多くの人が古楽を楽しめたら、という思いで結
成されたそうです。
モダン楽器にはない、現代の楽器が忘れてしまった大事なニュアンスを伝えます。

●  



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 大糸線「信濃大町駅」より徒歩25分

JR 大糸線「信濃大町駅」よりタクシーで約5分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https//www.omachi-promotion.com/

（E-ｍａｉｌ) kankou@city.omachi.nagano.jp

〒398-0002 長野県大町市大町3177
JR信濃大町駅前観光課事務所

0261-23-4081

大町公園・長野県山岳総合センター・大町山岳博物館　一帯

①　市立大町山岳博物館（当日無料開放）
　　・スポットガイドツアー
　　・ワークショップ（折り紙でライチョウとカモシカを作ろう）
　　・さんぱくクイズラリー
　　・どうぶつスタンプラリー
②　長野県山岳総合センター
　　・ミニボルダリング体験（無料）
③　大町公園　野外イベント
　　・ＳＢＣ信越放送生放送「ともラジ」
　　　パーソナリティ：中澤佳子アナ・こてつ（よしもと芸人）
　　・アウトドア製品・山小屋グッズなどが当たるチャンス！
　　　「成美に挑戦！じゃんけんポン」
　　　「大抽選会」
　　・スラックライン無料体験会
　　・キッチンカー　地元グルメも充実！
　　・マウンテンバイク乗車体験
　　・ワークショップ（レザークラフト体験、パラコード体験、アルミ缶で
　　　　　　　　　　　 アルコールストーブ作り体験、缶バッチつくり ほか）
④　YAMAPで登る！鷹狩山トレッキングツアー
　　・登山ガイド

信濃大町山岳フェスティバル実行委員会

長野自動車道「安曇野IC」から約40分　

0261-23-3378

イベント 大町市

信濃大町･山フェス2019

　「山」「森林」「水」と様々な資源から与えられる「恵み」は、私たちの暮らしに欠かせない財産であり、
その代表である「北アルプス」一帯には多くの観光・登山客が訪れます。
　貴重な資源である「山」に感謝し、「山の恵み」を将来にわたり持続的に享受していくとする「信州山
の日」「全国山の日」制定の趣旨に基づき、今年も「信濃大町・山フェス2019」を開催します。

９月２８日（土)　　１０時～１６時

※当日、山岳フェスティバル会場（大町公園）・さんぱく・山岳総合センターにお越しの際は
徒歩または無料シャトルバス（会場～塩の道ちょうじや～市役所駐車場）をご利用ください。
※ 山岳フェス来場者が、山岳博物館前及び霊園に駐車することはできません。
※ 市街地の駐車場等に駐車し、徒歩でご来場すると特典がございます。

●  



１ 日　時

２ 会　場

３ 入園料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] しなの鉄道/JR小海線 「小諸駅」より徒歩5分　　

お問合わせ先

（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.city.komoro.lg.jp

（E-ｍａｉｌ) kaikoen@city.komoro.nagano.jp

イベント 小諸市

ペンギンヒナ命名式

　今年誕生したフンボルトペンギンのヒナの命名式を行います！名前は皆さまより投票していただいた
名前で決定します！イベント参加者にはペンギンのポストカードもプレゼント！たくさんのご参加をお
待ちしています！

９月２９日（日）　13時30分～

〒384-0804　小諸市丁311
0267-22-0296 0267-25-0296

小諸市動物園

大人300円、小・中学生100円（小学生未満無料）

皆さまに投票いただいたフンボルトペンギンのヒナ（♀）の命名式を行います！
イベント参加者にはペンギンのポストカードをプレゼント！

小諸市懐古園事務所

上信越自動車道「小諸IC」から小諸駅方面へ約10分　

小諸市懐古園事務所 ●  



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線「信濃大町駅」下車 バス15分

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

（E-ｍａｉｌ) info@kanko-omachi.gr.jp

イベント 大町市

新行そば祭り

　秋にとれたばかりの地元産のそば粉を使った新そばが新行の民宿などで味わえます。
　期間中は、全国からそば好きが訪れます。

１０月１０日（木)～２０日（日）　　期間中無休　

新行高原 （大町市 美麻）　古家荘・山品・ヨコテ家

大町市観光協会
〒398-0002　長野県大町市大町3200
0261-22-0190 0261-22-5593

晩夏に白く可憐な花を咲かす蕎麦の花。
10月には茶色い菱形の実をつけ、私たちの喉を楽しませてくれる季節がやってきま
す。　　新行そばまつり、今年も開催します。この時期ならではの風味をお楽しみくだ
さい。
　
・古家荘　　TEL 0261-23-1713　営業時間11：00～15：00頃
・山品　　　TEL 0261-23-1230　営業時間11：00～15：00頃
・ヨコテ家　TEL 0261-23-1314　営業時間11：00～15：00頃
　　※　各店舗とも売り切れじまいのため、14：00以降は直接お問い合わせください。

長野自動車道「安曇野IC」から約50分　

●  

mailto:info@kanko-omachi.gr.jp


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） https://www.info-yamanouchi.net/

（E-ｍａｉｌ) renmei@info-yamanouchi.net

◆採れたてのりんご・ぶどう・きのこ・新米・味噌・秋野菜等の直売
◆きのこ汁のふるまい等
◆出店ブース、道の駅で農産物をお買い上げの先着300名様に、抽選券を差し上げ
ます。
「ソラテラス行き竜王ロープウェイ無料乗車券」等が当たります。
※イベント内容は、変更する場合があります。

0269-33-2138 0269-33-4655

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 11㎞約15分　

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）
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町平穏3352-1

「長野駅」より急行バス「志賀高原行き40分「道の駅やまのうち」下車

「湯田中駅」よりタクシー5分

イベント 山ノ内町

よってかっしゃい山ノ内 秋の収穫祭

　恵まれた自然条件と生産者の努力により、高品質な農産物の生産が行われている山ノ内町。
　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います。
　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～15時（予定）

道の駅　北信州やまのうち駐車場

●  

https://www.info-yamanouchi.net/
mailto:renmei@info-yamanouchi.net


１ 日　時

２ 会　場

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「南木曽駅」よりバスで約30分　　または

JR「南木曽駅」よりタクシーで約10分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://nagiso.net

（E-ｍａｉｌ) kankou@town.nagiso.nagano.jp

イベント 南木曽町

第１９回工芸街道祭り

　伝統工芸品の「蘭桧笠」や「南木曽ろくろ細工」の実演や販売を行います。１１月3日には、民芸保存
会による「さいとろさし」が実演されます。「さいとろさし」とは、江戸時代に鷹を飼育するための小鳥を
捕える仕草を芸能にしたもので、宴席等で踊られるコミカルな踊りです。
　南木曽町の紅葉は、１１月初旬頃が見ごろです。ウォーキングやドライブにぜひお越しください。

１１月２日（土)～３日（日）　　9時～１7時

主な会場：木地師の里・桧笠の家・木曽檜木創・南木曽温泉郷

・木地師の里　：手挽きろくろ実演、餅投げ、ろくろ製品割引有り、修理・オーダー相談
・桧笠の家　：桧笠製作実演、桧笠割引、五平餅他販売、漬物・お茶・甘酒は無料サービス
・木曽檜木創　：お買い上げの方に桧の粗品サービス
・南木曽温泉郷　：大江戸温泉物語ホテル木曽路、あららぎ温泉にて日帰り入浴割引　５００円
で入浴できます。

同時開催「第４３回南木曽ろくろ祭り」では、手挽きろくろの実演、ろくろ製品の販売を行う。「第
３１回あららぎ桧笠祭り」では、桧笠製作実演、蘭の里ウォーキング大会を実施します。

工芸街道祭り実行委員会

中央自動車道「中津川IC」から約35分　

南木曽町　産業観光課
〒 399-5301長野県木曽郡南木曽町読書3668-1
0264-57-2001 0264-57-2270

●  

http://nagiso.net/
mailto:kankou@town.nagiso.nagano.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

※上記入場料は第2部のみ（第１部は入場無料）

４ 内　容

　

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR「塩尻駅」より徒歩約１０分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.city.shiojiri.lg.jp/

（E-ｍａｉｌ) kanko@city.shiojiri.lg.jp

イベント 塩尻市

SHIOJIRI GRAND WINE PARTY
1,000人で乾杯！信州塩尻ヌーボー＆メルローサミット

　日本ワインの銘醸地として、そして日本最大の醸造用ぶどう生産地として注目が集まっている長野県
塩尻市。塩尻市は、長野県の中心に位置し、日本ワインの中心的存在でもあります。欧州系高級ワイ
ン用ぶどう「メルロー」を長野県に根付かせた塩尻市に長野県産メルローをはじめ全国のメルローを集
め飲み比べができるメルローパーティーを開催します。乾杯は塩尻ヌーボーで行います。
第１部は塩尻総合文化センターで「ウスケボーイズ」を上演し、第2部は隣接する塩尻市立体育館でワ
インパーティーを行います。
　前売りチケットは10月5日より発売開始します！

１１月２３日（土・祝）　15時～１９時

〒399-0736 長野県塩尻市大門一番町12-2
　0263-52-0886 0263-53-3413

塩尻総合文化センター講堂（第１部）、塩尻市立体育館（第2部）

２，５００円（税込み/前売り販売のみ）、10/５発売開始（全国の主要コンビニ等）

●第１部　15：00～　（塩尻総合文化センター講堂）
　「ウスケボーイズ」上演
●第２部　17：00～19：00（塩尻市立総合体育館）
　塩尻ヌーボーでの乾杯
　塩尻産プレミアムメルロー試飲
　長野県内産メルローの有料試飲
　全国のメルローの有料試飲
　当日のフードはワインに合うオリジナルBOXです

地域ブランド推進活動協議会

長野自動車道「塩尻IC」から約６分

長野県塩尻市産業振興事業部観光課

●  

https://www.city.shiojiri.lg.jp/
mailto:kanko@city.shiojiri.lg.jp



