
開催日・期間 開催地

1P 4月1日～30日 伊那市

2P 4月6日～25日 小諸市

3P 4月13日 大鹿村

4～
5P

4月上旬～中旬 茅野市

6P 4月上旬～中旬 中川村

6P 4月中旬 須坂市

7P 5月下旬～6月上旬 大町市

8P 3月24日 須坂市

9P 3月20日～24日 新宿区(塩尻市）

掲載ページ

高遠城址公園さくら祭り

小諸城址懐古園 桜まつり

信州塩尻フェア2019

信州須坂　蔵のまち春まつり

県天然記念物　大塩のイヌザクラ(静の桜)

大鹿さくら祭り

茅野市の桜情報１～５

大草城址公園　｢咲く楽市｣、｢桜まつり｣

観桜会＆ひんのべまつりin豊丘

２０１９年２月１９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  3 

桜情報 

新着情報 

首都圏イベント 



開催日・期間 開催地

10P 3月1日～4月30日 伊那市

11P 3月23日・24日 須坂市

12P 3月30日 安曇野市

13P 4月18日 山ノ内町

14P ～3月3日 大町市

15P ～4月3日
阿智村・平谷村
根羽村・飯田市

16P 3月2日～4月7日 安曇野市

17P 3月3日～4月3日 長野市

18P 3月15日・16日 山ノ内町

19～
20P

3月9日～10日 駒ヶ根市

21P 3月17日 安曇野市

22P 3月21日～24日 安曇野市

23P 3月24日 伊那市

24P 4月1日～2020年3月31日 富士見町

25P 4月14日 茅野市
TOYOTA GAZOO　Racing ﾗﾘｰﾁｬﾚﾝｼﾞ

in八ヶ岳茅野2019

　▼「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）

穂高神社奉射祭

けんちん汁の振る舞い/レジンのキーホルダー

中央アルプス山麓早太郎温泉泊
ドローン空撮ツアー初開催！

中馬ぬくもり街道ひな祭り

絵本の広場

第17回 松代でひなまつり

SNOWMONKEY BEER LIVE 2019

掲載ページ

#高遠城址公園 インスタグラムキャンペーン

第15回 志賀草津高原ルート 雪の回廊ウォーキング

第13回　シルクと蔵のまちツーデーウオーキング

わさびの花摘みと花蒸し＆わさび漬け体験

大王わさび農場　わさびの花祭り

春の高校伊那駅伝2019

信州ふじみ おひさんぽ2019

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」 

参加募集    
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朝日村 
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青木村 

 

栄村 
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長和町 

安曇野市 
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豊丘村 

月号 

 

 

飯綱町 

  
 

３  
 

大町市 
●県天然記念物  大塩のイヌザクラ

(静の桜)/7P 
●けんちん汁の振る舞い/レジンの 

キーホルダー/14P 

塩尻市 
●信州塩尻フェア 2019/9P 

伊那市 
●高遠城址公園さくら祭り/1P 
●#高遠城址公園 インスタグラムキャンペーン/10P 
●春の高校伊那駅伝 2019/23P 

山ノ内町 
●第１５回志賀草津高原ルート 
雪の回廊ウォーキング/13P 

● SNOWMONKEY BEER LIVE 
2019/18P 

 

須坂市 
●観桜会＆ひんのべまつり in 豊丘/6P 
●信州須坂 蔵のまち春まつり/8P 
●第 13 回シルクと蔵のまちツーデーウオーキング/11P 

安曇野市 
●わさびの花摘みと花蒸し＆
わさび漬け体験/12P 

●絵本の広場/16P 
●穂高神社奉射祭/21P 
●大王わさび農場  
わさびの花祭り/22P 

小諸市 
●小諸城址懐古園 桜まつり/2P 
 

駒ヶ根市 
●中央アルプス山麓早太郎温泉泊ドローン空撮ツアー初開催！/19・20P 

大鹿村 
●大鹿さくら祭り/3P 

阿智村・平谷村・根羽村・飯田市 
●中馬ぬくもり街道ひな祭り/15P 

中川村 
●大草城址公園 ｢咲く楽市｣、｢桜まつり｣/6P 

茅野市 
●茅野市の桜情報 1～5/4･5P 
●TOYOTA GAZOO Racing ﾗﾘｰﾁｬﾚﾝｼﾞ in 八ヶ岳茅野 2019/25P 

 
 富士見町 

●信州ふじみ おひさんぽ 2019/24P 
 

 
 

長野市 
●第 17 回松代でひなまつり/17P 
 

 
 



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

「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
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://inashi-kankoukyoukai.jp/

（E-ｍａｉｌ) ikk@ikk.inacity.jp

大人（高校生以上）：500円　小中学生：250円　※団体料金有

桜情報 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。

４月１日（月）～30日（火）　開場８時～１７時（最盛期は６時～２２時）

高遠城址公園

（一社）伊那市観光協会
〒396-8617　伊那市下新田3050
0265-78-4111(代)　 0265-78-4131

伊那市

▼公園開き―4月1日（月） 13時（予定）
▼夜桜ライトアップ―４月5日（金）～散り終わり（時間：日没～２２時）
　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（3/1～4/30）　・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　・版画スタンプラリー　・ボランティアガイド・高遠石工の石仏
総選挙　など
▼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:咲きはじめ～散り終わり　平日９時～17時/土日：７時～17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
※上記内容は現時点での予定です。

中央自動車道「伊那IC」から約30分　「諏訪IC」から約50分

●  

https://inashi-kankoukyoukai.jp/
mailto:ikk@ikk.inacity.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） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.city.komoro.lg.jp/category/institution/kouen/kaikoen/

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

小諸市懐古園事務所

上信越自動車道「小諸IC」から約5分　

共通券：大人500円、中学生以下200円　　散策券：大人300円、中学生以下100円

小諸市懐古園事務所
〒384-0804 長野県小諸市丁311
0267-22-0296 0267-25-0296

期間中イベント
▼小諸センゴク甲冑隊「甲冑野点」（かっちゅうのだて）
　　４月6日（土）・20日（土）　　10：00～15：00
　　場所：園内馬場東屋　一服500円（お菓子付き）
▼草笛教室
　　4月7日（日）・14日（日）・21日（日） 　13：00～15：00
　　場所：園内馬場東屋　参加費無料
　　小諸草笛会会員による草笛の吹き方教室
▼春の呈茶
　　4月13日（土）（雨天の場合は14日（日））　　10：00～13：00
　　場所：園内紅葉ヶ丘　呈茶は無料
▼夜桜人力車
　　期間中毎日（要予約）
　　※料金はお問合せください。
　　お問合せ先　080-4671-1068
▼小諸市動物園「飼育の日」イベント
　　４月20日（土）・21日（日）
▼第75回 信越弓道大会
　　４月21日（日）
　　場所：小諸懐古射院
▼懐古神社例大祭
　　４月2４日（水）・25日（木）
　　露天が出店します。
その他イベントも盛りだくさん！

桜情報 小諸市

小諸城址懐古園 桜まつり

　日本桜の名所100選に認定された県内でも有数な桜の名所「小諸城址懐古園」。
苔むした石垣に約500本の巨木、古木の桜が咲き誇ります。小諸固有種の桜「小諸八重紅枝垂」も見
どころ。桜まつり期間中は、ぼんぼり点灯やライトアップが行われ夜桜も楽しめます。

４月6日（土)～25日（木）　　

小諸城址 懐古園

●  



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「伊那大島駅」よりバスで50分「道の駅大鹿」バス停下車徒歩10分

JR「伊那大島駅」よりタクシーで約40分

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

（E-ｍａｉｌ) kanko@vill.ooshika.lg.jp

大鹿村役場産業建設課
〒 長野県下伊那郡大鹿村大河原３５４
0265-39-2001 0265-39-2269

桜情報 大鹿村

大鹿さくら祭り

約１，０００本の桜が咲く大西公園は南信州を代表する桜の名所。
残雪の赤石岳を眺めながら、満開の大西公園で大鹿太鼓の演奏や獅子舞など盛大に行われます。
夜は、ライトアップにて夜桜が楽しめます。
桜は4月中旬頃まで楽しめます。

４月１３日（土）　　１０時～１５時

大鹿村　大西公園

大鹿さくら祭り実行委員会

中央道「松川IC」から約45分　

（※普通車駐車場１５０台、大型バス駐車場有）

＜イベント＞
　１０時～開会宣言
　さくらの女王紹介、記念植樹
　大鹿太鼓や獅子舞等伝統芸能演舞
　祭り終演時にさくら饅頭配布
＜露店＞
　ラーメン、たこ焼き、五平餅等フードブース
　工芸品等お土産ブース
＜クラフト展＞
　村内外から出展したクラフト展ブース

●  

http://www.vill.ooshika.nagano.jp/
mailto:kanko@vill.ooshika.lg.jp


日　時

会　場

日　時

会　場

日　時
会　場

お問合わせ先 一般社団法人ちの観光まちづくり推進機構
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://chinotabi.jp/
（E-ｍａｉｌ) ask8@chinotabi.jp

茅野市の桜情報3

下菅沢の祖霊桜

【下菅沢の祖霊桜】残雪の八ヶ岳連峰を背景に、茅野市豊平下菅沢の墓地に一本のシダレザクラが
自立している。甲斐から落ち延びた武田勝頼の家臣が植えたという伝承がある。先祖の霊を慰めるよう
に咲くことから、「祖霊桜」と呼ばれる。

例年4月10日頃が見頃

茅野市運動公園

桜情報 茅野市

下菅沢公民館前

〒391-8501 　長野県茅野市塚原2-6-1
0266-73-8550 0266-78-7310

桜情報 茅野市

茅野市の桜情報２

安国寺の桜

【茅野市運動公園の桜】運動場や広場の周り、沿道などに、ソメイヨシノを中心に、500本以上の桜が
咲き乱れ沿道は桜のトンネル越しに八ヶ岳を望むことができます。夜間ライトアップも実施しています。

　【安国寺の桜】宮川安国寺の川沿いにあるタカトウコヒガンザクラ。土手沿いを約1キロにわたって桜
並木が続き地元では春のお散歩スポットです。

例年4月5日頃が見頃

安国寺付近の宮川

桜情報 茅野市

茅野市の桜情報１

茅野市運動公園の桜

例年4月10日頃が見頃

http://chinotabi.jp/
mailto:ask8@chinotabi.jp


日　時

会　場

会　場

日　時

会　場

お問合わせ先 一般社団法人ちの観光まちづくり推進機構

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://chinotabi.jp/

（E-ｍａｉｌ) ask8@chinotabi.jp

〒391-8501 　長野県茅野市塚原2-6-1

0266-73-8550 0266-78-7310

桜情報 茅野市

茅野市の桜情報4

蓼科山聖光寺の桜

【蓼科山聖光寺の桜】　標高1,200メートル付近に位置することから、4月下旬から5月上旬という本州で
も遅い時期に約300本のソメイヨシノが満開の時期を迎え、聖光寺桜祭りが開催されます。

蓼科聖光寺

茅野市玉川北久保区の古御堂

例年4月20日頃が見頃

桜情報 茅野市

茅野市の桜情報5

古御堂の枝垂桜

【古御堂の枝垂桜】玉川北久保にある、目通り幹周約3メートル、樹高約14メートル、樹齢推定約200年
のシダレザクラで、市の天然記念物に指定されています。江戸寛政年間、大祝諏訪家によって植えら
れたとされる古木で、一説には、当地域に多数の堰を開いた坂本養川が実測の基点に植樹したとい
う。

例年4月10日頃が見頃

下菅沢公民館前

http://chinotabi.jp/
mailto:ask8@chinotabi.jp


日　時

桜まつり ４月７日（予定）　※昨年は４月８日開催

会　場

お問合わせ先 中川村役場振興課商工観光係

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（E-ｍａｉｌ) shokan@vill.nagano-nakagawa.lg.jp

日　時

会　場

お問合わせ先 豊丘地域公民館

（住 所）

（電 話）

〒399-3892 　長野県上伊那郡中川村大草4045-1

0265-88-3001 0265-88-3890

桜情報 中川村

南信州の隠れた桜の名所

大草城址公園　｢咲く楽市｣、｢桜まつり｣

咲く楽市（4月上旬から中旬　咲き具合によって前後）

大草城址公園

大草城址公園は、『染井吉野』、『江戸彼岸』、『八重桜』など少しずつ開花期の違う数種類の桜が200
本以上植えられており、長い期間桜を楽しむことが出来ます。また、眺めの良い高台にあり、残雪の中
央アルプスを背景に濃淡様々な桜が咲き競う人気の撮影スポットです。
この南信の”隠れた”桜の名所大草城址公園で開催される「咲く楽市」では、『かどっこのおばさん』の
店が開店し、五平餅、山菜汁、果物や花などが販売されます。
見頃になる日曜日には｢桜まつり｣が開催され、陣馬太鼓や踊りなどで会場は賑わいます。

〒382-0022 　長野県須坂市豊丘１０７４－１

026-245-9768

桜情報 須坂市

観桜会＆ひんのべまつりin豊丘

すざか豊丘名物と市内最古の桜を見よう！
郷土料理「ひんのべ」（小麦粉を練り引っ張りのばした「ひんのばす」と野菜や豚肉などの具材を入れ
た味噌仕立ての汁）1杯とおやき1個付のセット販売、オープニング演奏やフリーマーケット、地元農産
物、花苗、須坂銘菓などの販売もあり。満開の桜で春を感じる休日を過ごしてみてはいかが？

４月２１日（日)　　１１時～１３時

旧園里学校・豊丘地域公民館前

mailto:shokan@vill.nagano-nakagawa.lg.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

〒398-0002 　長野県大町市大町3200

0261-22-0190

0261-23-4660

　「静の桜」には悲しい伝説があります。兄源頼朝に追われ奥州平泉に逃れた義経を追って旅に出た
静御前は、「奥州」を美麻の「大塩」と聞き間違え、義経との再会を果たせずこの地で亡くなりました。
その時突いていた杖が根付き、桜の大木となったというものです。
　樹齢は約800年といわれ、桜といってもソメイヨシノなどのイメージとは違うイヌザクラです。花は5mm
ほどの梅花状で、遠くから見るとわかりにくいですが、側で見ると可憐な花が穂状についています。公
園として整備されていて、のどかな田園風景の中にあります。

桜情報 大町市

県天然記念物　大塩のイヌザクラ(静の桜)

例年の見頃：5月下旬～6月上旬

大町市美麻大塩「静の桜公園」

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


日　時

会　場

お問合わせ先 信州須坂蔵のまち春まつり実行委員会

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://ginzamatsuri.suzaka.jp/

（E-ｍａｉｌ) info@suzaka-kankokyokai.jp

 春・秋の恒例のイベント！　須坂の中心市街地の市道銀座通り線が歩行者天国で賑わう！　当日は
須坂商業高校くますぎクラブプロデュースの「須坂ふれあいフェスタ」やB級グルメ、フリーマーケットな
ど出店やイベント盛りだくさん。須坂の町が盛り上がる。

〒382-0087 長野県須坂市大字須坂352－2

026-248-6867 026-248-6875

新着情報 須坂市

信州須坂　蔵のまち春まつり

３月２４日（日）　　１０時～１５時

市道銀座通り線（須坂クラシック美術館～中町信号）　※歩行者天国

http://ginzamatsuri.suzaka.jp/


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「新宿駅」より徒歩5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

長野県塩尻市大門一番町12-2
0263-52-0886

（東京都新宿区西新宿一丁目南口地下街1号）

長野県塩尻市産業振興事業部観光課

中部地方インフォメーションプラザin京王新宿

◆観光展
観光パンフレット配布、観光ＰＲビデオの放映　等
◆特産品販売
塩尻産ワイン、木曽漆器製品、農産加工品　等
◆ガラポン抽選会
簡単なアンケートにご協力いただいたくとガラポン抽選会に参加できます
◆信州塩尻ワインBAR
特設ブースで塩尻産ワインの試飲ができます（1杯300円～）
◆信州塩尻ワインDAY'S
都内協力飲食店で塩尻産ワイン、名物山賊焼を提供していただきます

0263-53-3413

長野県塩尻市産業振興事業部観光課 ・ （一社）塩尻市観光協会

首都高速道路「初台IC」から約15分　

首都圏イベント 塩尻市

信州塩尻フェア2019

　東京都にお住まいの方必見！今年も３月下旬に「信州塩尻フェア」を開催します。
　塩尻特産のワインを数多く取り揃え、名物山賊焼のタレや農産加工品などの販売も行います。
　また、今年より、会場内特別ブースにて塩尻産ワインの試飲もできます！
　さらに、簡単なアンケートにご協力いただくとハズレなしのガラポン抽選会にご参加いただけます。
　景品は「塩尻ワイナリーフェスタ2019」のペアチケット、塩尻産ボトルワインなど超豪華！
　塩尻市観光課職員が直々に塩尻の旬な観光情報、美味しい名産品をお届けします。

3月20日（水）～24日（日）　10時～18時 （最終日のみ10時～16時）

●  

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


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

「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
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） httpｓ://inashi-kankoukyoukai.jp/

（E-ｍａｉｌ) ikk@ikk.inacity.jp

中央自動車道「伊那IC」から約30分　「諏訪IC」から約50分

①インスタグラムアプリをインストールし、公式アカウント（inashi_kankoukyoukai)をフォロー
②高遠の桜の写真や動画を撮影
　　「ハートをつなごう！」をテーマに公園内外のお気に入りの場所を撮影。
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。
　　＊過去に撮影された写真や動画でも構いません。
　　＊投稿された作品は、キャンペーンサイト等でも紹介。
④キャンペーン期間中の投稿作品から抽選で当選者を決定し、５月下旬ころまでに連絡。
　  ＊当選は発送をもってかえさせていただきます。
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URL　http://ina-stagram.jp

（一社）伊那市観光協会
〒396-8617　伊那市下新田3050
　0265-78-4111(代) 0265-78-4131

（一社）伊那市観光協会

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

　平成最後の春。高遠の桜の想い出をインスタグラムに投稿して、みんなでつながろう。
　テーマは「ハートをつなごう！」
　高遠城址公園内のお気に入りの場所を撮影して「＃高遠城址公園」をつけてインスタグラムに投稿し
てね。抽選で伊那の銘菓など、観光協会おススメの賞品が当たります。
　ステキな作品は、公式アカウントでもご紹介します。

キャンペーン期間：３月１日（金）～４月30日(火)
高遠城址さくら祭り期間：４月１日(月)～30日（火)

高遠城址公園さくら祭り（伊那市高遠町東高遠）

●  

mailto:ikk@ikk.inacity.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

当日申込2日間：一般2,500円／高校生以下1,500円

４ 内　容

≪主　　催≫ 信州須坂・シルクと蔵のまちツーデーウオーキング実行委員会

≪アクセス≫ [お車で] 上信越自動車道「須坂長野東IC」から約15分

[列車で] 長野電鉄「須坂駅」下車、タクシーで約15分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.suzakawalk.net/

　070-4388-7548 0120-37-8434

須坂市民の方：1,000円／高校生以下500円　未就学児：無料

参加募集 須坂市

第13回　シルクと蔵のまちツーデーウオーキング

　今年で１3回目を迎える早春の２日間のウオーキング大会。主会場の湯っ蔵んどをはじめ市内７施設
が無料になるお得な参加特典もあり(最大2700円分)。
　開運パワースポットの米子滝山不動寺、豪華絢爛な三十段飾り千体の雛祭りが開催される世界の民
俗人形博物館、太陽の影がハートマークを作るモニュメントがある恋人の聖地須坂アートパーク、日本
の名松100選の臥竜公園などを巡り、素敵な歴史・文化・自然を見ることができます。

3月23日（土)・24日（日）　　9時～１６時 (最終ゴール予定）

「須坂駅」よりバス仙仁行き約25分

信州須坂・シルクと蔵のまちツーデーウオーキング実行委員会
〒382-0013 長野県須坂市常盤804-1

湯っ蔵んど　野外特設会場

受付時間：８時～　　集合時間：８時３０分　　事前申込締切は３月13日（水）まで

事前申込２日間：一般2,000円／高校生以下1,000円　

３月２３日（土）
●Aコース　八丁鎧塚古墳と蔵の町並みを巡るおもてなしロングコース（２２km）
●Bコース　八丁鎧塚古墳と蔵の町並みを巡るおもてなしショートコース（１６km）
３月２４日（日）
●Cコース　米子のお不動さんと田中本家博物館を
　　　　　　　 巡るおもてなしロングコース（２0ｋｍ）
●Ｄコース　絶景みのどうトンネルと旧園里学校を
　　　　　　　 巡るおもてなしショートコース（１0km）
【参加特典】期間中にゼッケン提示で市内の下記施設に無料で入館できます。
（最大2,700円分の入館料が無料です。須坂クラシック美術館、世界の民俗人形博物館、
須坂版画美術館、豪商の館 田中本家博物館、湯っ蔵んど、須坂市動物園、旧小田切家住宅、
笠鉾会館）また参加賞付です。

●  

https://www.suzakawalk.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 「柏矢町駅」よりタクシー約5分　　または

JR大糸線「穂高駅駅」よりタクシーで約15分

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

（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03plala.or.jp

参加募集 安曇野市

わさびの花摘みと花蒸し＆わさび漬け体験

　安曇野のわさび農園で「わさびの花摘み体験」
　びくいっぱい摘んでいただけます。ピリッとくる「わさびの花蒸し」と「わさび漬け体験」です。

3月30日（土)　　13時～１６時

ビレッジ安曇野

3,200円

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

【日程】
ビレッジ安曇野集合13：00…日程説明⇒マイクロバスでわさび田に移動…わさび田
到着…びくを借りてわさびの収穫体験（びくいっぱいに摘み取OK）⇒ビレッジの実習
室に移動……わさびの花蒸し体験・わさび漬け体験⇒解散16：00頃

●募集人員：20名（最少催行人員5名）
●参加費に含まれるもの：施設使用料、体験料、指導料、保険代含む
●申込み込締切日：3月22日（金）
●申込先：0263-82-3133(安曇野市観光協会）

ビレッジ安曇野

長野自動車道「安曇野IC」から約7分　

●  

http://www.azumino-e-tabi.net/
mailto:azumino@bz03plala.or.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]

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/yukinokairo.html

（E-ｍａｉｌ) kanko@town.yamanouchi.lg.jp

〒381-0498　長野県下高井郡山ノ内町大字平穏 3352-1　

0269-33-1107 0269-33-1104

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

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：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)

参加募集 山ノ内町

第15回 志賀草津高原ルート 雪の回廊ウォーキング

4月18日（木）　9時～16時15分

長野県山ノ内町志賀高原陽坂（標高1830ｍ）～渋峠（県境）～国道最高地点（標高
2172ｍ）～山田峠先駐車場（標高2032ｍ）

冬の間、閉ざされている国道292号・志賀草津高原ルート。春の開通前日に車の通らない道路を、
雪の回廊や標高2,172mの日本国道最高地点からの雄大な景色を眺めながらウォーキング！！

草津町・山ノ内町広域宣伝協議会
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）

※前日及び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あり

Ａ・Ｂコース　4,000円（ガイド・温泉入浴券・保険料含む）
Ｃコース　5,000円（リフト代・ガイド・温泉入浴券・保険料含む）

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）

▼Ａコース（10km）ほたる温泉入浴券付…限定100名
［スタート］志賀高原陽坂→渋峠(昼食:渋峠ホテル)→日本国道最高地点→山田峠先
駐車場［ゴール］
▼Ｂコース（10km）草津温泉入浴券付…限定150名
［スタート］山田峠先駐車場→日本国道最高地点→渋峠(昼食:横手山ドライブイン)→
陽坂［ゴール］
▼Ｃコース（4km）ほたる温泉入浴券付…限定50名
［スタート］志賀高原陽坂→（リフト乗車）→横手山頂→（リフト乗車）→渋峠(昼食:渋峠ホテル→
国道最高地点→山田峠先駐車場［ゴール］

≪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。
　http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/yukinokairo.html
■締め切り：2019年3月29日（金）※定員に達し次第、受付を閉め切ります。

●  

http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/yukinokairo.html
mailto:kanko@town.yamanouchi.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]
お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

http://www.azumino-koen.jp/
yuhei-ono@prfj.or.jp

長野自動車道「安曇野IC」から約40分
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

アルプスあづみの公園（大町・松川）地区管理センター

イベント

アルプスあづみの公園管理センター【大町・松川地区】

〒398-0004　長野県大町市常盤7791-4
0261-21-1214

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

0261-21-1212

１）そりゲレンデ
スノーレーサーやスノーチューブなど、いろんなそりがレンタル無料で楽しめます！
◇場　所：アルプス大草原およびアルプス広場
◇受　付：大草原の家（貸出無料）
２）キッズボードパーク
スノーキックボードなど、立ち乗りそりの専用ゲレンデ！
◇場　所：入口広場
◇受　付：セルフ（貸出無料）
３）スノーシュー＆歩くスキーエリア
土日祝は無料のガイドツアーもあります！
◇場　所：入口広場、主園路、そりゲレンデ等を除く園内
◇受　付：レンタル棟（貸出無料）
４)2月24日（日）は無料入園日！300食限定のけんちん汁の振舞いを行います。
◇日 時：2019年2月24日(日) 11:30～
◇場 所：入口広場（特設テント）
◇定 員：先着300食
5)オリジナルのキラキラかわいいレジン（樹脂）のキーホルダーをつくろう！！
◇開催日： 2019年3月2日（土）、3日（日）
◇時 間：(1)9:30～、(2)10:00～、(3)10:30～、(4)13:00～、(5)13:30～、(6)14:00～
◇場 所：インフォメーションセンター
◇定 員：当日受付 各回5名（先着順）
◇参加費：300円

大町市

けんちん汁の振る舞い/レジンのキーホルダー

「冬の公園で遊ぼう」 ３月３日（日）まで開催中
「けんちん汁の振る舞い」 2月24日（日）
「オリジナルのキラキラかわいいレジン（樹脂）のキーホルダーをつくろう
3月2日（土）・3日（日）

　アルプスあづみの公園では、「冬の公園で遊ぼう」を開催中です。
　今年の大町・松川地区は、雪遊びの楽園に大変身！アルプス大草原とアルプス広場のそりゲレンデで、人気のスノーレー
サーなど、いろいろなそりを楽しむことができます。土日祝日はスノーシューで白銀の森をご案内します。（参加無料）
 雪の下は芝生なので、小さなお子様でも安心してそり遊びをお楽しみいただけます。
 疲れたら、大草原の家で一休みできるので安心♪思いっきり、雪遊びを楽しもう！

2月24日（日）は無料入園日！
「300食限定のけんちん汁の振舞い」を行います。
3月2日（土）、3日（日）は、
「オリジナルのキラキラかわいいレジン（樹脂）のキーホルダーをつくろう！！」を行います。
　最新の情報はホームページもしくは電話にてご確認ください。
　※中学生以下は入園無料ですので、ぜひお気軽にご参加ください。
　（イベント体験料は別途必要です）

国営アルプスあづみの公園 「大町・松川地区」

●  

mailto:yuhei-ono@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]

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

（E-ｍａｉｌ) info@achimura.com

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（Ｒ１５３）で阿智・平谷・根羽村と飯田市にて約１０年前から行わ
れています。
　商店、観光関連施設等にて、ひな人形展示(140箇所余）、手作りグッズ販売、期間限定メニューの
飲食も用意されています。是非お出かけ下さい。
　2/1～昼神温泉郷
　3/1～飯田市、阿智村、平谷村、根羽村

～4月3日（水）　　

参加店　※４市村で140店舗余

中馬ぬくもり街道ひな祭り事業実行委員会

中央自動車道「飯田山本IC」から約10分　（阿智村駒場地区）

無料

阿智村商工会
〒 395-0303　長野県下伊那郡阿智村駒場１０７８－５
0265-43-2241 0265-43-2252

●イベント概要
・3/2（土）10時30分～11時30分
阿智村図書館にて「親子でつくるひなまつり工作」を実施
・3/3（日）13時～15時
駒場自治会館～阿智村商工会の間にて「阿智まつり音頭」を実施
・3/31（日）10時～13時
上町まつり集会所にてイベント開催

●

http://www.achimura.com/
mailto:info@achimura.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] 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）

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
0263-71-5511 0263-71-5512

色んな絵本をたのしめて、イベントも盛りだくさん！
イベントに参加してポイントを集めると素敵なプレゼントも！

●お話シアター(絵本の読み聞かせ)　3/2（土)・3/9(土)・3/16(土）・3/23(土)
●人形劇「ホーボーズパペットシアター」　3/3（日）・3/10（日）
●肩掛け人形芝居　3/17（日)・3/24(日）
●大型紙人形劇　八面大王　3/21(木・祝)　【新規】
●音で感じる絵本の世界（絵本と音楽のコラボレーション）　3/30（土)・3/31(日）
●こまのおっちゃんのこまのサーカス　　4/6（土)・4/7(日）
　
　

大人：450円（65歳以上210円）　中学生以下：無料　 （イベント体験：有料のものあり）

イベント 安曇野市

絵本の広場

近隣美術館に展示されている絵本や、世界の絵本がアルプスあづみの公園堀金・穂高地区に集合し
ます。
ゆっくりと楽しめ、親子でお越しの方にはおすすめのエリアです。
期間中の土日祝日は、人形劇やお話シアター、コマ回しの名人芸等を開催いたします。

3月2日（土)～4月7日（日）　　9時30分～１7時

http://www.azumino-koen.jp

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」から約20分

国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区　あづみの学校 多目的ホール

●  

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 「長野駅」よりアルピコ交通バス「古戦場経由松代行き」で約30分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://matsushiro-club.ciao.jp/matsushiro-club/

☆流し雛
　折り紙でおひな様を作って川に流し、こどもたちの健やかな成長を願います。
　日時：3月3日（日）　9：30～　受付
　場所：象山神社
　事前申込：不要　参加費：無料

☆布のミニ雛作り
　日時：2月23日（土）、3月8日（金）　各日13：30～
　場所：松代まち歩きセンター　伝承館
　材料費：500円　持ち物：裁縫道具　定員：各回20名　※要申込

◎ほかにもたくさんのイベントをご用意しています。

026-278-0550 026-278-0551

松代ひなまつり実行委員会

上信越自動車道「長野IC」から約10分　

無料　（※申し込みや事前予約が必要なイベントがあります）

エコールド・まつしろ倶楽部
〒381-1231 長野県長野市松代町松代1502

イベント 長野市

第17回 松代でひなまつり

　松代は真田家十万石の城下町。桃の節句の時季、文化財・公共施設・商店など約90ヶ所に「ひな人
形」が展示され、まちは和やかな雰囲気に包まれます。
　毎年、ひなまつり期間のスタートには、象山神社で流し雛を行います。昨年はおよそ300名が参加さ
れ、お子様の健やかな成長を願いました。
　ひな巡りをしながら、松代の町並みを散策しませんか？

３月３日（日)～４月３日（水）

長野市松代町

●  

http://matsushiro-club.ciao.jp/matsushiro-club/


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] 長野電鉄 「湯田中駅」より志賀高原行きバスで約30分「志賀高原山の駅」下車

または　JR「長野駅」より志賀高原急行バスで約70分「志賀高原山の駅」下車

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

上信越自動車道 「信州中野IC」から約40分

スノーモンキービアライブ実行委員会
〒381-0401　下高井郡山ノ内町大字平穏 1163（株式会社 玉村本店）

各部券　 4,800円(前売)/   5,300円(当日)
二部券　 7,500円(前売)/   8,000円(当日)
全部券　10,000円(前売)/ 10,500円(当日)
金曜ナイター券　3,300円（前売）/ 3,800円（当日）

※イープラス、セブンイレブン等で購入できます。各部とも1000名限定です。
   （前売りの状況次第では当日券の販売がない場合がございます。お早目にお買い求めくだ
さい）

日本のクラフトビール・シーンをリードする17社が勢揃いします。
当日は、各社のブルワーが会場に！ つくり手たちと直接ふれあいながら、多様な
スタイルのビールを樽生で、またビールにあうフードもお楽しみいただけます。
会場を盛り上げる多数のライブをビール片手にご鑑賞ください。

※出演者・ブルワーの詳細はウェブサイトでご確認ください。

0269-33-2155

スノーモンキービアライブ実行委員会

イベント 山ノ内町

SNOWMONKEY BEER LIVE 2019

　今年で8回目を迎える「SNOWMONKEY BEER LIVE」は、国内トップレベルのクラフトブルワリーと、
豪華なアーティストが多数参加して開催される「音楽とビールを、ただただ楽しむ」ビールフェスティバ
ルと音楽フェスティバルの融合イベント。
　国内最大級規模のスキーリゾート「志賀高原」で、スキー・スノーボードや温泉と一緒にこのイベントを
お楽しみください。

第一部: 3月15日(金) 17時30分 - 22時30分
第二部: 3月16日(土) 11時30分 - 16時30分
第三部: 3月16日(土) 17時30分 - 22時30分

志賀高原総合会館98ホール

●  

http://snowmonkey.jp/


　雄大な大自然が広がる長野県南信州中央アルプス山麓、標高2,612ｍに位置する中央
アルプス千畳敷カールをはじめとする駒ヶ根市・飯島町・中川村・宮田村内6箇所の絶景
スポットにて、魅力的な映像を撮影できるポイントを学びながら、ドローンによる空撮を楽し
むことができます。
　アルプスの雪山の風景は通常、本格的な冬山登山者でなければ撮影が困難ですが、
駒ヶ根観光協会が本ツアー限定で各撮影ポイントにおける飛行許可を国・各市町村より得
ることで、ツアー参加者による絶景スポットでの撮影が可能となりました。さらに、夜は温泉
付きリゾートホテルで地酒などの地元産品を楽しみながらの懇親会も予定されています。
　駒ヶ根観光協会では、観光の目玉である中央アルプス千畳敷カールの雄大な冬の絶景
を、ツアー参加者がドローンによる空撮・SNSでの発信等により、海外の方にも広くPRして
いただく効果も期待しております。

中央アルプス山麓早太郎温泉泊

ドローン空撮ツアー初開催！

イベント



１ 日　時

２ 会　場

３ 旅行代金

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「駒ヶ根駅」より路線バスにて約15分　

菅の台バスセンター下車徒歩1分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

0265-81-7755

中央自動車道「駒ヶ根IC」から約5分　

●スケジュール概要
＜３月９日（土）＞
午前中  希望者は午前中から①「駒ヶ根高原」でドローン安全飛行に関する講習
１２：３０ 受付開始　「駒ヶ根ファームス」にてオリエンテーション
１４：００ 「天の中川河川公園（中川村）」撮影
１６：００ 「千人塚公園（飯島町）」撮影　信州のサンセットポイント百選
１８：００ 「早太郎温泉リゾートリンクス」泊
　夕食（バイキング）後、ツアー参加者の空撮動画上映＆ワンポイントアドバイス
１９：３０ 懇親会　地酒を味わいながら
＜３月１０日（日）＞
１０：００ 「千畳敷カール（駒ヶ根市・宮田村）」撮影
１３：３０ 「駒ヶ根高原」着～昼食　ソースかつ丼or信州そば
１４：３０ 「駒ヶ根高原（駒ヶ根市・宮田村）」撮影
１５：００ 解散　※希望者のみ「ふるさとの丘」へ移動
１５：４０ 「ふるさとの丘（駒ヶ根市）」撮影
※荒天等によりスケジュールが変更になる場合がございますので、ご了承ください。

●募集定員
　12名（先着順）

●その他
　本ツアーの共同企画者であり、ドローン業界をリードするDJI JAPAN株式会社より、
特別に第一回目ツアーにパイロットが参加し、ドローンの安全飛行や空撮のコツなど
のアドバイスを行います。
　また、ドローン向けの空域管理ソリューションを提供している楽天AirMap株式会社
の専用アプリから飛行前に申請を行っていただくと「AirMap無償付帯賠償責任保険」
（※）が適用されるほか、アプリ上で飛行可能なエリアも確認できるため、初心者の方
でも安心してご参加いただけます。
　※DJI JAPAN㈱、楽天AirMap㈱各社ともに、観光協会とドローン空撮ツアー商品化
の企画・協力をおこなう全国初の事例となります。

http://www.kankou-komagane.com

info@kankou-komagane.com

駒ヶ根市

３月９日（土)～１０日（日）

駒ヶ根市・飯島町・中川村・宮田村内 ６箇所

一般社団法人駒ヶ根観光協会

大人１名　39,000円（税込み）

一般社団法人駒ヶ根観光協会
〒399-4117　駒ヶ根市赤穂759-447
0265-81-7700

●  

http://www.kankou-komagane.com/
mailto:info@kankou-komagane.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）

穂高神社

〒399-8303 長野県安曇野市穂高6079
0263-82-2003 0263-82-8770
http://www.hotakajinja.com/

イベント 安曇野市

穂高神社奉射祭
         オビシャサイ

　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。

３月１７日（日)　１５時

穂高神社

無料

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。

穂高神社

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

●  

http://www.hotakajinja.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）

無料

大王わさび農場　観光課

〒399-8303 長野県安曇野市穂高3640
　0263-82-2118 　0263-82-6930
http://www.daiowasabi.co.jp/

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

▼わさびの味覚市（全4日間）
　生わさびで食べる「本まぐろ丼」と「ステーキ丼」各500円（1日限定各100食）
 ▼本まぐろの解体ショー・本まぐろ振る舞い　（3月23日　11：00～）
　解体したまぐろを、その場で本わさびをつけてお召し上がりいただけます。
　※総合受付にて10：00から引換券をお渡しいたします。
▼クラシックコンサート（3月23日　14：00～）
 　世界を駆けるヴァイオリニストの牧美香様による、おなじみの名曲を気軽にお楽しみ
　ください。（席数100名様）
▼わくわく市（3月24日）
　・主婦集まれ！袋詰め放題（13：00～　無くなり次第終了）
　　北海道士幌産じゃがいも　１袋300円（お１人様２袋まで）
▼ちびっこ集まれ！輪投げ大会
　ビンゴ達成でプレゼントがあります。
　※売店で1,000円お買い上げごとに1回参加できます。
★内容と価格は変更になる場合がございます。

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。

３月21日（木・祝)～２４日（日）　

大王わさび農場

大王わさび農場

長野自動車道「安曇野IC」から約10分　

●  

http://www.daiowasabi.co.jp/


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

「小黒川スマートIC」から3分

[列車で] JR飯田線「伊那市駅」から徒歩約15分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

http://www.ina-ekiden.jp

spr@inacity.jp

▼女子の部：10時スタート
　伊那市陸上競技場をスタート、伊那北折返し、西春近柳沢を折り返すコース
（21.0975ｋｍ）

▼男子の部：12時10分スタート
　伊那市陸上競技場をスタート、高遠町商店街を折り返すコース
（42.195km）

春の高校伊那駅伝実行委員会

中央自動車道「伊那IC」から約10分

（陸上競技場周辺の駐車場は大会関係者優先となります）

春の高校伊那駅伝実行委員会事務局（伊那市役所スポーツ振興課内）

〒396-8617　伊那市下新田3050　
0265-78-4111 0265-72-4142

イベント 伊那市

春の高校伊那駅伝2019

　伊那谷に春を告げる「春の高校伊那駅伝」は、女子は第35回、男子は第42回を迎えます。
　長野県内の高校と、全国各地から多数の強豪校が参加し、毎年熱戦が繰り広げられます。
　タスキをつなぐ選手の迫力ある走りを沿道で応援してみませんか。

3月24日（日）　※開会式　3月23日（土）16時　長野県伊那文化会館

伊那市陸上競技場（スタート＆ゴール）

●  

http://www.ina-ekiden.jp/
mailto:spr@inacity.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 「富士見駅」より徒歩１分　　

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（E-ｍａｉｌ)

富士見町観光協会

中央自動車道「諏訪南IC」から約10分　「小淵沢IC」から15分

※各コースのお問合せ・お申込みは富士見町観光協会　電話0266-62-5757まで
　申込期限３日前まで（定員になり次第締め切り）
　キャンセル料 当日１００％

fujimian@po13.lcv.ne.jp
0266-62-5757 0266-62-7747

（※各コースごとに集合場所が異なります。）

ガイド料金　ガイド1人につき6,000円～
（コースによって料金が異なります。詳しくは富士見町観光協会にお問い合わせください。）

●イベント概要　エリアと季節で選ぶ 13コース
【イベントツアー】
・4/14　富士見の石仏巡りコース
・5/18　蕎麦打ちと新緑稗之底コース
・6/2　　座禅体験　パワースポットコース
・7/14　古代蓮と井戸尻遺跡コース
・9/1　 入笠山周遊 秋のジオ・エココース
・9/8　 八ヶ岳連峰 西岳登山＆温泉コース
・10/27八ヶ岳の紅葉と眺望コース
・1/25　冬の八ヶ岳山麓コース
・2/2　　冬の入笠山スノーシューコース

【フリーツアー】
お好きな日にちや時間を決められます。
・古木しだれ桜コース
・入笠山コース
・文学コース
・蔦木宿・甲州街道コース
※登山コース（西岳登山＆温泉）を除く
イベントツアーのコースも選択できます。

富士見町観光協会
〒399-0211 長野県諏訪郡富士見町富士見4654-224

イベント 富士見町

信州ふじみ おひさんぽ2019

富士見を歩こう「信州ふじみ　おひさんぽ」　さぁ、おひさんぽにでかけよう！
エリアと季節で選ぶ 13コース

富士見町の自然、歴史、文化の名所を、「おもてなしガイド」が案内するウォーキングガイドツアー。
壮大な眺望と、四季折々の大自然を巡る歩き旅です。
季節、時間、名所などご希望にあったプランでオーダーメイドのツアーもできます。

４月１日（月）～２０２０年３月３１日（火）予定

富士見町内

●  



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」よりタクシーで4分、徒歩約15分

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

（E-ｍａｉｌ) info@chinocci.or.jp

茅野商工会議所

中央自動車道「諏訪IC」から約10分、「諏訪南ＩＣ」から約２０分

イベント 茅野市

　ラリーチャレンジとは、ラリー競技入門のための初心者ラリー。市販車に最小限の改造を加えた車両を使用し、
安全性を重視したコースをエントリーした選手たちが参戦する。
　茅野市運動公園では、選手を一台ずつ見送りながら華やかにスタートするセレモニアルスタート、安全を考慮し
た観戦エリアで迫力のある走りを満喫できるスペシャルステージ、ラリーカー整備をする様子が見られるサービス
パークなど見どころ満載。
　さらに公園内は、働く車や「ＴＯＹＯＴＡ　ＧＡＺＯＯ　Ｒａｃｉｎｇ　ＰＡＲＫ」など親子で楽しめるイベントが盛りだくさ
ん。茅野市のグルメやお土産が大集合！きっとお腹も大満足。４月１４日はぜひ茅野市運動公園へ！

４月１４日（日）　　９時～１６時

茅野市運動公園

TOYOTA GAZOO　Racing ﾗﾘｰﾁｬﾚﾝｼﾞ

in八ヶ岳茅野2019

（※駐車場約2000台分）

無料

茅野商工会議所
〒 391-8521茅野市塚原1-3-20
0266-72-2800 0266-72-9030

オープニングセレモニー、スペシャルステージ。
ラリー観戦のほかに、子供向けに働く車が展示。飲食物販コーナーも多く出展。
その他にもイベントはありますが詳細内容は今後決定していきます。
今後の進捗状況については、茅野商工会議所のホームページをご覧ください。

●  

http://www.chinocci.or.jp/
mailto:info@chinocci.or.jp



