
開催日・期間 開催地

１ｐ 川上村

２ｐ 9月1日～15日 渋谷区ロフト２F

３ｐ 9月2日～3日 JR新宿駅 西口広場

４ｐ 9月12日～13日 たまプラーザ駅

５ｐ 8月25日締め切り

６ｐ 9月20日・21日（1泊2日） 白馬村

７ｐ 9月27日～30日 伊那市ほか

８ｐ 10月11日 中野市

９ｐ 10月19日 立科町

１０ｐ 10月1日より受付開始 中野市

１１ｐ 9月13日 須坂市

１２ｐ 9月13日・14日（1泊2日） 生坂村

１３ｐ 9月19日～10月12日 箕輪町

１４ｐ 10月4日～5日 国営アルプスあずみの公園

信州上田観光キャンペーン

ナガノアウトドア フェスティバル in 生坂村

信州箕輪 赤そば花まつり

　掲載ページ

親子で登る唐松岳登山ツアー

なかの巡りEYEウォーク

レタ助が山に登ったことを証明します！

ちのカフェ＠渋谷シティラウンジ

開業前イベント　飯山駅オリジナル駅弁募集！

中山道ウォーキング in たてしな

信州なかの土人形絵付けコンテスト

「信州 伊那谷」観光と物産展

日本ジオパーク 南アルプス大会

北アルプスフェア＆アウトドアパーク

〈アウトドア関連〉

五味池破風高原 リンドウ鑑賞ハイク

月号 9 
２０１４ 年８月１９日 

飯山市・北陸新幹線ニュース 

参加者募集 

新着情報 

首都圏イベント 

イベント 

アルクマ便り  アルクマ 

長野県観光PRキャラク

ター 



開催日・期間 開催地

１５ｐ 10月25日～26日 小谷村

１６ｐ 10月26日 飯綱町

１７ｐ 9月6日 大町市

１８ｐ 9月6日～7日 東御市

１９ｐ 9月20日～21日 東御市

２０ｐ 11月1日～16日 安曇野市

２１ｐ 9月27日～28日 辰野町

２２ｐ 9月28日 安曇野市

２３ｐ 10月4日～5日 茅野市

２４ｐ 10月13日 山ノ内町

２５ｐ 10月18日～11月16日 小諸市

２６ｐ 10月25日～11月11日 須坂市

２７ｐ 11月5日 須坂市

２８ｐ 9月12日～12月15日 須坂市

２９ｐ 9月20日～　10月28日～ 須坂市

３０ｐ～３４ｐ

　

安曇野やさいスイーツフェア

2014 ノルディックハーフマラソン in 長野

能楽と面～悠久の能文化・伝統を後世へ

・小諸市　　布引温泉こもろ
　　　　　　 　菱野温泉 常盤館
・東御市　　ペンション さゆ～る
・佐久市　　佐久一萬里温泉ゴールデンセンチュリー
　　　　　　　 佐久ホテル
・箕輪町　　みのわ温泉 ながた荘
・富士見町 八峯苑 鹿の湯
　　　　　　　 ジュネス八ヶ岳

手しごと＆産直市おてんとさんぽ

秋の特別企画展「江戸の食と豪商の器」

北アルプス三蔵呑み歩き

東御ワインフェスタ2014

第23回 巨峰の王国まつり

第57回 全国煙火競技大会

懐古園紅葉まつり

第27回　信州須坂大菊花展

「槍に刺さる夕陽」撮影会

　掲載ページ

〈食イベント〉

　▼「アルクマ便り」は毎月第3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。
　☆長野県東京観光情報センターHP
　 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）

第17回小津安二郎記念・蓼科高原映画祭

・千曲市　　清風園
　　　　　　　湯の宿 福寿草
・筑北村　　西条温泉とくら
・安曇野市 ビレッジ安曇野
　　　　　　　安曇野蝶ヶ岳温泉 ほりでーゆ～四季の郷
・長和町　　ペンシオーネ美し松

第46回 安曇野観光草競馬大会

〈博物館・記念館〉

2014 塩の道トレイル ウォーク＆ラン

〈イベント・まつり〉

バリアフリー宿泊施設 特集 

 アルクマ 

長野県観光ＰＲキャラクター 
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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 

豊丘村 

松川町 

飯山市 

長野市 

小諸市 

須坂市 

 

駒ヶ根市 

坂城町 

白馬村 

御代田町 

軽井沢町 

木祖村 

根羽村 
売木村 

茅野市 

諏訪市 

朝日村 

岡谷市 

下諏訪町 

泰阜村 

生坂村 

千曲市 

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 

飯綱町 

長和町 

安曇野市 

筑北村 

木曽町 

大町市 

阿智村 

上田市 

伊那市 

池田町 

宮田村 

麻績村 

信濃町 

松本市 

立科町 

飯山市 
●新幹線開業前イベント/5Ｐ 
 
 

安曇野市 
●安曇野やさいスイーツフェア/20Ｐ 
●安曇野観光草競馬大会/22Ｐ 
 

須坂市 
●五味池破風高原リンドウ鑑賞ハイク/11Ｐ 
●信州須坂大菊花展/26Ｐ 
●「槍に刺さる夕日」撮影会/27Ｐ 
●江戸の食と豪商の器/28Ｐ 
●能楽と面（おもて）/29Ｐ 
 
 

大町市 
●北アルプス三蔵呑み歩き/17Ｐ 
 

小諸市 
●懐古園紅葉まつり/25Ｐ 
 
 

伊那市・富士見町・大鹿村・飯田市 
●日本ジオパーク南アルプス大会/7Ｐ 
 

箕輪町 
●赤そば花まつり/13Ｐ 
 

松本市 

山形村 

辰野町 
●手しごと＆ 
産直市おてんとさんぽ/21Ｐ 

 

白馬村 
●親子で登る 
唐松岳登山ツアー/6Ｐ 

 

月号 

生坂村 
●ナガノアウトドア 
フェスティバル in 生坂村/12Ｐ 

 
 

上田市 
●信州上田観光キャンペーン・たまプラーザ駅/4Ｐ 
 
 
 

中野市 
●なかの巡り EYE ウォーク/8Ｐ 
●信州なかの土人形絵付けコンテスト/10Ｐ 

川上村 
●レタ助が山に登ったことを 
証明します/１P 

 
 
 

 
●国営アルプス 
あづみの公園/14Ｐ 

 
 
 

立科町 
●中山道ウォーキング in たてしな/9Ｐ 
 
 
 

小谷村 
●塩の道トレイル 
ウォーク＆ラン/15Ｐ 飯綱町 

●ノルディック 
ハーフマラソン in 長野/16Ｐ 

 

東御市 
●東御ワインフェスタ 2014/１8Ｐ 
●巨峰の王国まつり/19Ｐ 
 
 
 

山ノ内町 
●全国煙火競技大会/24Ｐ 
 
 

伊那市・駒ヶ根市・辰野町・飯島町・南箕輪村・中川村・宮田村  
●「信州 伊那谷」観光と物産展・JR 新宿西口広場イベントコーナー/3Ｐ 
 

茅野市 
●ちのカフェ＠渋谷シティラウンジ/2Ｐ 
●小津安二郎記念・蓼科高原映画祭/23P  
 
 



レタ助登頂証明書の申し込み方法

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ) kankou@vill.kawakami.nagano.jp

http://www.vill.kawakami.nagano.jp/

新着情報 川上村

レタ助が山に登ったことを証明します！

　川上村の山に登った方に、川上村マスコットキャラクターのレタ助が登頂証明書を発行します!!
川上村には、日本百名山である金峰山や甲武信ヶ岳があり、甲武信ヶ岳には、日本海に流れる日本最
長の河川、千曲川（信濃川）の源流があります。山や源流に登った記念に証明書はいかがでしょうか。
川上村においで頂いたことに感謝して！発行料金は無料です。
これを機会に、川上村の山に登って多くの皆さんに自然の素晴らしさを知っていただきたいです!!

０２６７－９７－２１２１

[お申し込み書 提出先]　川上村役場　政策調整室

〒３８４－１４０５　南佐久郡川上村大深山５２５

０２６７－９７－２１２５

五丈岩をめざして金峰山に挑戦！！

川上犬：「秩父山塊のヤマイヌが、猟師に
よって飼い慣らされた」との言い伝えが残
り、現在でも、その野性的な要素が多々
残る魅力あふれる犬です。

証明書見本

▼提出するもの
　 ①レタ助登頂証明申込書
　　（登った山や登った日などを記入）
　 ②登頂した際の写真
▼提出方法
　 川上村役場へ持参、郵送またはメールにて提出
▼2014年4月以降に登頂された方を対象とします。

甲武信ヶ岳（こぶしがたけ）の山頂直下、細い流れの始まるところ
に「千曲川・信濃川水源地標」が立っています。
その名前のとおり甲斐・武蔵・信濃の三国にまたがり、三つの大河
千曲川、荒川、富士川の源流が湧き出す山です。

mailto:kankou@vill.kawakami.nagano.jp
http://www.vill.kawakami.nagano.jp/


八ヶ岳と紅葉

１ 期　　 間

２ 会　　 場

３ 入 場 料

４ 内　 　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [電車で]

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.tateshinakougen.gr.jp/

（E-ｍａｉｌ)

　茅野市はビーナスライン沿線の蓼科、白樺湖、車山高原などの高原リゾート地があり、近年の山
ブームにより八ヶ岳を訪れている人がさらに増えています。
八ヶ岳は、初心者から上級者までが楽しめる多彩なコースの設定ができることが魅力の一つです。
これから登山を初めたい人や初心者に八ヶ岳の魅力を紹介、玄関口である駅周辺の魅力を伝える
期間限定カフェを東京渋谷で開設します。今回は、登山客が休憩中にエネルギー補給として食べ
る「行動食」に注目し、名産品等を集めた「茅野市行動食」を八ヶ岳オリジナルデザインのエコボトル
に入れて八ヶ岳登山を楽しむスタイルを提案します。

東京都渋谷区ロフト２Ｆ　渋谷シティラウンジ

無料（食事、飲み物代別）

▼モデルを使った登山や街歩きの魅力を大型パネル等で展示
　 ポスター、ＰＯＰ、ランチョンマットでの八ヶ岳を中心とした茅野市の紹介
▼「ちのラテ」の販売
　　オリジナルラテアートおよび茅野市の名産品をセットにしたラテの試食販売
▼「ちの行動食」及びエコボトルの紹介
　 名産品の寒天ゼリー、味噌かりんとうなどをボトルに入れた行動食をボトル
　 タワーにして展示します。
▼オリジナルエコボトル、名産品の販売など

茅野市観光課

0266-72-2101 0266-72-5833

kanko@city.chino.lg.jp

ＪＲ渋谷駅から徒歩３分

茅野市観光課　　担当：山本

首都圏イベント 茅野市

ちのカフェ＠渋谷シティラウンジ

９月１日（月）～９月15日（月）

〒391-8501　茅野市塚原2-6-1

 御射鹿池・八ヶ岳中信高原国定公

八ヶ岳北東山麓 

http://www.tateshinakougen.gr.jp/cinema/


１ 日　　 時

２ 場　　 所

３ 内　 　容

≪主　　催≫

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ) info@kamiina-union.jp

〒396-0025　伊那市荒井3500-1　

長野県上伊那観光連盟　　担当：三澤

首都圏イベント 上伊那観光連盟

「信州 伊那谷」観光と物産展

９月２日（火）１２時～１９時　　９月３日（水）１０時～１７時

JR新宿駅西口広場イベントコーナー

　3,000ｍ級の「中央アルプス」と「南アルプス」に囲まれている信州伊那谷の魅力をご紹介します。
獲れたての『旬の野菜や果物（りんご・梨他）』をズラ～ッと並べ、秋から冬にかけてお勧めの観光
スポットをご案内します。山の展望がごちそうの伊那谷には、魅力溢れる観光地が数多くあります。
この機会にぜひお出かけください。

http://www.kamiina-union.jp/inadani/index.html

▼特産品の販売
　 地元直送の野菜・くだもの（りんご・梨・ぶどう）など特産品の紹介・試食販売。
▼観光情報のご提供
　 各種観光パンフレットの配布、旬の観光情報や観光ポスターの展示をします。
▼『伊那谷の四季』写真展
　　地元フォトコンテストで入賞した作品を中心に、３２点の写真を展示します。
　　また、撮影場所の地図もご紹介します。

（伊那市・駒ヶ根市・辰野町・箕輪町・飯島町・南箕輪村・中川村・宮田村・
伊那バス㈱・東海旅客鉄道㈱・ＪＡ上伊那・上伊那地方事務所・上伊那広域連合）

　　　　　　　　　赤そばの花　　　　　　　　　　　　　　高遠城址公園の紅葉　　　　　　　　　陣馬形山から伊那谷の眺め

0265-78-2500

長野県上伊那観光連盟

0265-73-5867

JR新宿駅 
西口広場 



１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 内　 　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [電車で]

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

▼信州上田特産品の販売
　 野沢菜、上田の銘菓、真田グッズ等
▼アトラクション
　 信州上田真田陣太鼓演奏
　 信州上田おもてなし武将隊によるステージパフォーマンス
　 アルクマとのふれあいタイム

東急田園都市線たまプラーザ駅前

首都圏イベント 上田市

東急田園都市線 たまプラーザ駅

信州上田観光キャンペーン

11時～17時 (13日は15時まで)

 恒例となった上田地域観光キャンペーンが今秋も東急田園都市線たまプラーザ駅で開催します！
上田地域の特産品の販売、真田陣太鼓の演奏やおもてなし武将隊によるパフォーマンスなども予
定しています。その他、観光キャラクター「アルクマ」とのふれあいタイムもあり、お子様からご年配の
方までご家族そろってお楽しみいただけます。

9月12日（金）～9月13日（土）

(ゲートプラザ２Ｆ多目的スペース等)

0268-23-7355

kanko@city.ueda.nagano.jp

〒386-8601　上田市大手１-11-16

0268-23-5408

上田市

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

上田市商工観光部観光課

東急田園都市線 たまプラーザ駅下車

９月１２日、１３日 

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


１ 審 査 日

２ 応募締切

３ 内　　容

≪主　　催≫

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

飯山市役所商工観光課内

北陸新幹線飯山駅 オリジナル駅弁コンテスト実行委員会

８月２５日（月）

0269-62-6221

〒389-2292　飯山市大字飯山1110-1

部門 ：1）一般の部　　部門 ：2）小・中学生の部
▼応募基準
　 ・「飯山産」の農産物、果物等を使用したもので、おいしい食材の宝庫「飯山」
　　 を連想させる駅弁
　 ・弁当名、器（包装紙は除く）は商品化をイメージしたもので応募してください。
　 ・一般の部の売価設定は1,000円前後、小・中学生の部は500円前後で手軽
　　 に楽しめる駅弁とし、いずれも売価に食材費、高熱水費、人件費、器代を含
　　 みます。
▼応募資格
　 ・飯山市内の個人、法人、団体でご応募いただけます。
　 ・プロ、アマ、年齢、性別などに制限はありません。
　 ・応募は1点までです。
　 ・第2次審査に参加可能な方。

shoukan@city.iiyama.nagano.jp

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

北陸新幹線 飯山市

 開業前イベント

飯山駅オリジナル駅弁募集！

一次審査　9月1日（月）

２０１５年春の北陸新幹線飯山駅開業にむけて、
おいしい食材の宝庫「飯山」をイメージした

『北陸新幹線飯山駅オリジナル駅弁』を募集します。
「飯山」産の農産物、果物等を使って、

もっとも飯山らしさを表現した駅弁を選定します！

0269-62-3111（代表)

二次審査及び結果発表　9月27日（土）午後2時～

mailto:shoukan@city.iiyama.nagano.jp
http://www.city.iiyama.nagano.jp/


１ 日　　 時

２ 場　　 所

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）

（E-ｍａｉｌ) kokunai@alpine-tour.com

〒105-0003　東京都港区西新橋２-８-１１第７東洋海事ビル４階

ツアー申込み：アルパインツアーサービス株式会社

安曇野IC・長野ICから約1時間

参加者募集 白馬村

「信州・山の日」制定記念！

親子で登る唐松岳登山ツアー

　長野県「信州・山の日」制定を記念し（株）山と渓谷社と白馬村が共同企画した親子登山ツアー！
北アルプスの稜線、標高２６９６ｍの唐松岳登頂を目指し、雲上に佇む山小屋に宿泊します。可憐な
高山植物や八方池、雄大な山岳パノラマの展望を望むことができるこのコースは北アルプス入門者
には最適なコースです。限定ツアーならではの親子登山の特典もたくさんご用意しています。

▼1日目　8：00八方尾根スキー場ゴンドラ前集合
8：10八方ゴンドラ⇒八方アルペンライン⇒八方尾根自然研究路を通り八方池へ⇒
丸山ケルン⇒唐松岳登頂（唐松岳頂上山荘泊）
▼2日目：起床・朝食5：00
八方尾根を下山しリフト＆ゴンドラで白馬村へ
12：00八方ゴンドラ前着（解散）

白馬八方尾根自然研究路～唐松岳（標高2696ｍ）

http://www.yamakei-online.com/hakuba_cpg/event.php

８時～翌日１２時（解散）

9月20日（土）～9月21日（日）・１泊２日

03-3503-0223

大人18,000円、小人（小学生）12,000円

JR白馬駅下車

03-3508-2529

北アルプス山麓フェスティバル実行委員会

mailto:kokunai@alpine-tour.com
http://www.yamakei-online.com/hakuba_cpg/event.php


１ 期　　 間

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)

▼27日　・基調講演 「山と冒険　～南アルプスから地図のない世界へ～」
　　　　 　　講師：角幡　唯介氏（ノンフィクション作家・探検家）
　　　　　 ・ジオパーク首長セッション「ジオパークが拓く地方自治の未来」
　　  　　   パネリスト：米田 徹（糸魚川市長）、白鳥 孝（伊那市長）　ほか
　　　　  　 コーディネーター　中貝 宗治（豊岡市長）　コメンテーター　北川 正恭 氏
▼28日　・トークセッション「山とジオパーク」
　　　　 　　パネリスト：鈴木 みき 氏（山系イラストレーター・エッセイスト）、角幡 唯介 氏
　　　　　 ・トークセッション「デジタル地図・デジタル情報のこれからの可能性」
　　　　　 ・バーチャルジオパーク「日本のジオパークを巡る旅」
　　　　　 ・ジオパーク体験教室　アンモナイトストラップ作りほか
▼29日、30日　・ジオツアー、オプショナルジオツアー
　　　　　 富士見町：入笠湿原ほか、伊那市：杖突峠、鹿嶺高原、仙丈岳登山ほか
　　　　　 大鹿村：中央構造線北川露頭ほか、飯田市：下栗の里、遠山川の埋もれ木ほか

参加者募集 伊那市 ほか

日本ジオパーク 南アルプス大会

９月２７日（土）～９月３０日（火）

　南アルプス広域で「山岳と人とジオパーク」をテーマに日本ジオパーク南アルプス大会（第５回日本
ジオパーク全国大会）を開催いたします。この大会では、多くの皆様とジオパークや山岳が持つ魅力
をともに考え、楽しみ、そして発信することを目指しています。講演会や分科会などのシンポジウム、
多彩なジオツアー、体験イベントに加え、ジオパークキャラクター等のパレードや飲食・物販ブース出
店など大会にあわせた催しを予定。ジオパークに関係する皆様、山岳に関心のある方、周辺地域の
皆さんなど多くの方の参加をお待ちしています。詳しくは大会ホームページをご覧ください。

２７日：伊那市 長野県伊那文化会館大ホールほか
２８日：伊那市 生涯学習センターほか
２９日・３０日：飯田市、伊那市、富士見町、大鹿村にてジオツアー

基調講演、首長セッション、トークセッション、バーチャルジオパークについては無料
（分科会、ジオツアー等申込プログラムについては参加費（資料代等）として３，０００円）

０２６５－７２－４１４２

sek@inacity.jp

http://minamialps-mtl-geo.jp/

０２６５－９６－８１４７

日本ジオパーク南アルプス大会実行委員会

伊那市世界自然遺産登録推進室　　担当：春日（大会全般）・小林（伊那市のジオツアー）

〒３９６－８６１７　伊那市下新田３０５０　

JR飯田線伊那市駅から徒歩10分　（長野県伊那文化会館まで）

中央自動車道伊那ICから10分　（長野県伊那文化会館まで）

mailto:sek@inacity.jp
http://minamialps-mtl-geo.jp/


１ 日　 　時

２ 集合場所

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）

（E-ｍａｉｌ)

中野陣屋前広場公園

　秋の中野市を存分に満喫いただくウォーキングイベント「なかの巡りＥＹＥウォーク」を開催します。
コースは４コースあり、市の歴史や文化を感じていただけるコース、果物狩り付きのウォーキングコー
スをご用意しました。山々の紅葉を望み、たわわに実る果物の畑を見ながら、秋の北信州を歩いて
みませんか。

▼募集期間　９月１日から９月30日まで
▼コ ー ス
　①歴史と文化の地を巡り健康長寿を祈願するコース【総距離】5km
　②果樹園散策とぶどう狩りコース【総距離】9km
　③りんご狩りとえのき収穫体験コース【総距離】8km
　④中野立志館高校生が考えた親子でウォーキングコース【総距離】3km程度
▼募集定員（先着順）
　①コースは30名（15名×2班）、他コースは各50名
▼参加資格
　（1)事故防止のため、交通ルールを守り、定められたコースを歩き、開催要項、
　　　規則及びマナーをきちんと守れる方｡
　（2)本イベントに参加するにあたり健康状態に問題のない方。
　（3)小学生以下が参加する場合は、保護者同伴でご参加ください。

0269-22-2111

なかの街並みウォーキング実行委員会

参加費　500円

長野電鉄　信州中野駅から徒歩15分

0269-22-5924

shoko@city.nakano.nagano.jp

〒383-8614　中野市三好町一丁目３番19号

中野市 経済部　商工観光課

上信越自動車道　信州中野ＩＣから15分

参加者募集 中野市

なかの巡りＥＹＥウォーク

10月11日（土）　９時～14時30分

mailto:shoko@city.nakano.nagano.jp


１ 日　　 時

２ 場　　 所　　 

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）

（E-ｍａｉｌ)

１０月１９日（日）

午前９時２０分～午後３時３０分

立科町　旧中山道界隈

集合：立科町役場（駐車場あり）

事務局 立科町役場 町づくり推進課　　担当：今井裕治

中部横断自動車道 佐久南ICより国道142号線を長和方面へ 約30分

JR佐久平駅から東信観光バス中仙道線乗車　立科町役場前降車

3,000円（昼食、記念品、イベント保険含む）　

machizukuri@town.tateshina.nagano.jp

〒384-2305　北佐久郡立科町大字芦田2532

（0267）56-2311

「たてしなの中山道を歩く」実行委員会

参加者募集 立科町

第7回 中山道ウォーキング in たてしな

（0267）56-2310

　木々が鮮やかに染まる秋、「信州たてしな」の中山道を歩くイベントです。笠取峠
かさとりとうげ

の松並木から芦
あし

田宿
だ じ ゅ く

、さらには茂田井
も た い

間の宿
あいのしゅく

へと続く道のりを、自然や歴史を目で、耳で、肌で感じながら散策しま

す。随所で行われる心をこめた「おもてなし」がみなさんの心と体を癒します。

http://www.town.tateshina.nagano.jp/

　　撮影ポイント：

樹齢150年～300年の松が残る長野県指定天然記念物「笠取峠の
松並木」は午前10時頃到着、昔の面影を残す「茂田井間の宿」
は、午後2時頃到着です。

 （イベント当日のみ無料送迎バスをご用意します。）

江戸時代における五街道の一つである中山道。江戸時代より旅人を見守り続ける
「笠取峠の松並木」、中山道26番目の宿である「芦田宿」、昔日の面影を残す「茂
田井間の宿」の秋を歩いてみませんか。
昼食は、「皇女 和宮」が芦田宿で取ったとされる食材をもとに、相馬孝光氏（池の
平ホテル＆リゾーツ和食料理長）が調理・監修した特製「和宮御膳」をお楽しみい
ただきます。
▼２つのコースのどちらかをお選びください。
　 中山道コース：笠取峠～松並木～正明寺～芦田宿～茂田井間の宿　約6km
　 津金寺コース：笠取峠～松並木～津金寺～芦田宿～茂田井間の宿　約7km
▼募集人員　先着130名
▼募集期間 　8月8日（金）から 9月30日（火）まで

中仙道コース 茂田井間の宿 笠取峠松並木 

mailto:machizukuri@town.tateshina.nagano.jp
http://www.town.tateshina.nagano.jp/topic/001085.html


１ 参加募集 募集期間　10月１日から１月31日まで

２ 表 彰 式

３ 会　 　場

４ 参 加 費

５ 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）

（E-ｍａｉｌ)

人形代 ： 小学生の部100円、一般の部300円

▼作品募集期間　10月１日から１月31日まで
▼人形の購入及び応募先
　日本土人形資料館（中野市中野1150　電話0269-26-0730）
　信州中野観光センター（中野市草間1539-1　電話0269-23-5581）
　まちなか交流の家（中野市中央四丁目2-33　電話0269-23-2077）
▼応募作品人形 ：10月１日以降に日本土人形資料館などで製作した自作の作品
　小学生低学年以下の部・・・小犬、羊
　小学生高学年の部　 ・・・・・招き猫、りんご娘、一休さん
　中学生以上一般の部・・・・・恵比寿、獅子担ぎの力持ち
▼各賞
　最優秀賞・・・各部門１点 （副賞１万円※児童は同額の図書カード）
　優秀賞・・・・・各部門３点 （副賞５千円※児童は同額の図書カード）
　佳作・・・・・・・各部門10点（副賞２千円※児童は同額の図書カード）

中野・陣屋県庁記念館

入賞作品：
同じ素焼きの土人形がこんなにバラエティーに！

0269-22-5924

中野市

shoko@city.nakano.nagano.jp

〒383-8614　中野市三好町一丁目３番19号

0269-22-2111

中野市 経済部　商工観光課

上信越自動車道　信州中野ＩＣから15分

長野電鉄　信州中野駅から徒歩15分

参加者募集 中野市

土人形の里 信州なかの土人形絵付けコンテスト

平成27年３月22日（日）

　土人形の里「信州なかの」。
真っ白な素焼きの人形に色付けをしませんか。世界でたった一つだけの人形と楽しい思い出を！

mailto:shoko@city.nakano.nagano.jp


１ 日　　 時

２ 集合場所

３ 参 加 費

≪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)

1,000円(おやき・旬の果物等付)

長野電鉄　須坂駅からタクシーで約50分

026-215-2226

イベント 須坂市

五味池破風高原 リンドウ観賞ハイク

９月１３日（土）　９時４０分～（所要時間 約２時間）　小雨決行！

五味池破風高原・第一駐車場

9月上旬から中旬にかけて、標高約1,700メートル五味池破風高原では
自生のリンドウが一斉に咲き誇ります。

青紫色に染まる秋の高原で、爽やかな風を感じながら
リンドウ群生地を観賞、散策してみませんか？

info@suzaka-kankokyokai.jp

〒382-0077　須坂市大字須坂1295-1シルキービル2階

須坂市観光協会

上信越自動車道　須坂長野東ICから約60分

http://www.suzaka-kankokyokai.jp/

026-215-2225

須坂市観光協会

参加者 
  募集 

http://www.suzaka-kankokyokai.jp/


撮影ポイント：

１ 日　 　時

２ 場　 　所

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)

（その他）

info@vill.ikusaka.nagano.jp

フェスティバルの問合わせ先 ： 村営やまなみ荘 0263-69-2032　担当：松本

〒399-7201　東筑摩郡生坂村５４９３−２

0263-69-3112

http://www.village.ikusaka.nagano.jp/

JR明科駅で下車。明科駅から生坂村営バス「いくりん」にて20分

「goat」ナガノアウトドアレジャーガイド

入場無料、アクティビティを行う際にはチケットが必要です。

生坂総合運動場

生坂村観光協会と、長野県のアウトドアレジャーに特化した活動をしているナガノ
アウトドアレジャーガイド「goat」がタイアップ。生坂村「やまなみ荘」を拠点として、
陸、川、空とフィールドを分け、日本で最も豊かな山岳フィールドを持つ長野県を象
徴するアウトドアアクティビティをお手軽なチケット価格にてご提供いたします。
▼チケット料金（全アクティビティ乗り放題、傷害保険料込）※テントサイトは無料
　 1DAY 前売り¥2,000 当日¥2,500
　 2DAY 前売り¥3,000 当日¥3,500
▼メイン会場（生坂総合運動場）
　 アウトドアギアの販売、飲食店の出店、熱気球係留体験、会場内でできるアク
　 ティビティ体験、長野県内各自治体の観光のご紹介
▼川エリア（やまなみ荘裏の犀川）
　 ラフティング・カヌー・スタンドアップパドルボード、ハイドロスピード、ダッキー
▼空エリア（生坂スカイスポーツ公園）
　 パラグライダー体験、テントサイト

0263-69-3115

9月13日（土）～9月14日（日）

1日目―10時～21時 ・ 2日目―9時〜16時

京ヶ倉山頂付近の難所「馬の背」から一望でき
る生坂村と北アルプスのパノラマ写真。景勝地
「山清路」でのラフティング、天候の良い日に
子どもが川に向かって飛び込む瞬間。

生坂村観光協会　

安曇野インターより国道19号を長野市方面に走り25分

イベント 生坂村

"goat"presents
ナガノアウトドア フェスティバル in 生坂村

　40種類以上のアウトドアアクティビティを集め、長野県山岳フィールドで楽しめる外遊びを一同に
集め、家族で、子どもたちで、仲間で、2日間キャンプをしながら体験できるフェスティバルです。
気球・ラフティング・パラグライダー・マウンテンバイクなど、子どもたちに外遊びの世界への入り口を
作り、たくましい成長とプレイヤー増加を目的として開催いたします。

mailto:info@vill.ikusaka.nagano.jp
http://www.village.ikusaka.nagano.jp/


１ 期　　 間

２ 場　　 所

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) sangyou@town.minowa.nagano.jp

中央道伊北ＩＣまたは伊那ＩＣより広域農道を経由して約１０分

ＪＲ伊那松島駅よりタクシーで約１０分
箕輪町役場　産業振興課

赤そば花まつり：箕輪町上古田区

赤そばの里：古田の里　赤そばの会

＊駐車場 ： 赤そば畑南、箕輪西小学校グラウンド(土日のみ）徒歩１０分～１５分

　　　　　　撮影ポイント：
品種改良された「高嶺ルビー」の赤みの濃い花が好評を得ています。
４．２ヘクタールの赤そば畑は他の地域にはない広さで、
青い空と緑の山々とのコントラストがより一層花の色を引き立てます。

http://www.town.minowa.nagano.jp

〒399-4695　上伊那郡箕輪町中箕輪10298番地
0265-79-3111 0265-79-0230

イベント 箕輪町

信州箕輪　赤そば花まつり

９月１９日（金）～１０月１２日（日）

▼地元農産物等直売所の開設・・・・９月１９日（金）～１０月１２日（日）
▼オープニングイベント・・・・・・・・・・ ９月１９日（金）
▼赤そば花まつり・・・・・・・・・・・・・・・９月２７日（土）、２８日（日）
　 地元農産物・手工芸品の販売
　 手打ちそばの提供（有料）

　標高９００ｍ、中央アルプスのふもとに位置する「赤そばの里」。
４.２haの広大な敷地に、赤いじゅうたんのように赤そばの花が華麗に咲き誇ります。
赤そばのじゅうたんを南アルプスに向かい見下ろすと、赤そばのピンク色、森の緑、
そして南アルプスの仙丈ヶ岳や甲斐駒ヶ岳の全てを一望することができます。
この色鮮やかな一面の赤いじゅうたんを、ぜひお楽しみください。

箕輪町上古田金原

mailto:sangyou@town.minowa.nagano.jp
http://www.town.minowa.nagano.jp/


１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 参 加 費

４ 内　 　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[電車で]

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

（その他）

イベント 国営アルプスあづみの公園

北アルプスフェア＆アウトドアパーク

10月4日（土）～10月5日（日）　9時30分～17時

　国営アルプスあづみの公園では、秋の行楽シーズンにあわせて「北アルプスフェア」「アウトドア
パーク」を開催。大町・松川地区では、地元の食や文化、アウトドアアクティビティが楽しめる「北アル
プスフェア」を。堀金・穂高地区では、パラグライダーやカイトなどのスカイスポーツや木登り、カヤッ
ク等が楽しめるアウトドア体験総合イベントを開催いたします。

アルプスあづみの公園管理センター

【堀金・穂高地区】安曇野ICより20分　【大町・松川地区】安曇野ICより40分

アルプスあづみの公園管理センター

【堀金・穂高地区】豊科駅よりタクシー15分　【大町・松川地区】信濃大町駅よりタクシー15分

akira-ozawa@prfj.or.jp
堀金・穂高地区　電話：0263-71-5511　担当：合田

〒398-0004　大町市常盤7791-4　

0261-21-1214

北アルプスフェア会場（大町・松川地区）　アウトドアパーク会場（堀金・穂高地区）

大人：410円　小人（小中学生）：80円　シルバー（65歳以上）：210円

大町・松川地区　電話：0261-21-1212　担当：尾澤

▼大町・松川地区 【北アルプスフェア】
・地域の食体験イベント（農産物直売、新蕎麦振舞、フルーツバイキングなど）
・丸太んピック（木の重さあて、丸太きり競争、一本橋渡り競争など）
・ピクニックフリーマーケット
・りんごまつり（品種当てクイズ、皮むき競争、即売会など）
・ステージイベント
▼堀金・穂高地区 【アウトドアパーク】
・スカイスポーツ体験（パラグライダー教室、スポーツカイトデモンストレーション＆凧づくり教室）
・アウトドアワークショップイベント（ヘンプ編み、ローピング教室、アウトドアエステ体験等）
・アウトドアブランドアウトレットマーケット
・ロープで木登りツリーイング体験
・スタックライン体験＆デモンストレーション
・カヤック、カヌー体験教室
・フォレストアドベンチャー（本格アスレチック体験）
▼堀金・穂高地区のアウトドアパークイベントは10月11日、12日、13日も開催。

国営アルプスあづみの公園（大町・松川地区　堀金・穂高地区）

http://www.azumino.go.jp/

0261-21-1212



１ 日　　　時

２ 集合場所

３ 参 加 費

▼事前申込み締め切り： 2014年9月23日（火）

≪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)

　上杉謙信が武田信玄に塩を送ったという逸話から「敵に塩を送る」という故事が生まれた道、歩荷や牛が日本
海から松本まで塩を運んだ古道、千国街道 ・塩の道を舞台に、紅葉の裾模様をまとった北アルプスを眺めな
がら、爽快に歩き、走る2日間です。
2008年から始まった信州ノルディックウォークプレミアリーグ加盟のウォーキング大会に、昨年よりラン部門を新
設しました。ロードを走りなれた方で、トレイルも走ってみたいという方向けに、ミドルコースをグループで走りま
す。タイムは競わず、錦秋の高原とパノラマ、田園風景、歴史の香る千国街道を飛脚の気持ちで楽しみながら
走ります。

大会事務局（小谷村商工会内）　担当：宮脇

ＪＲ大糸線・南小谷駅から村営バス・栂池高原行にて18分、「若栗温泉」下車徒歩1分

▼ラ ン       高校生以上1,500円（当日2,000円）

長野県北安曇郡小谷村・白馬乗鞍交流センター「ちゃんめろ」

全種目ともコースの発着点となります。大会参加者用に無料駐車場150台分あり。

▼ウォーク　1日大人1,000円（当日1,200円）・中高生500円（当日600円）・小学生以下無料

４ 内　 　容

otari@valley.ne.jp

〒399-9422　北安曇郡小谷村千国乙6762
0261-82-2888
http://shionomichi-trail.businesscatalyst.com/

▼10/25（土）【ウォーク】10ｋｍ/20ｋｍ　 8：30集合 →9：30スタート
白馬乗鞍・コルチナ・栂池・鐘の鳴る丘と４つのウッドチップロードをめぐり、色鮮やかな森とや
わらかな草原を歩き、今年開通した地上40ｍのパノラマ橋から北アルプスを一望する道を楽し
みます。
▼10/26（日）【ウォーク】10ｋｍ/20ｋｍ 　8：00集合→9：00スタート
　　　　　　　   【ラ ン】     27ｋｍ             7：30集合→8：30スタート
ウッドチップロードの紅葉と北アルプスの展望、晩秋の田園風景と変化に富んだ自然を楽しむ
道から、江戸時代の面影を色濃く残す千国街道・塩の道へと進み、牛方宿や千国番所跡、苔
むした古い石仏に往時をしのびます。

※スタート30分前から出発式を行いますので、それまでに受付を済ませてください。
※土曜日は15：00からゴール地点「ちゃんめろ」にてスタッフや地元の人と交流する打ち上げがあります。
秋の実りの汁のふるまいの他に、地元の特産品の出店をお楽しみください。参加は自由です。

上信越自動車道・長野ＩＣよりオリンピック道路、国道148号経由で90分、長野自動車
道・安曇野ＩＣより国道147/148経由で70分、北陸自動車道・糸魚川ＩＣより国道148
号経由で40分

2014塩の道トレイルウォーク＆ラン実行委員会

0261-82-2889

イベント 北安曇郡 小谷村

絶景の歴史街道「塩の道」を歩いて、走る！

2014 塩の道トレイル ウォーク＆ラン

１０月２５日（土）～26日（日）　８時３０分～１６時

おたり村と読みます 
参加者募集 

mailto:otari@valley.ne.jp
http://shionomichi-trail.businesscatalyst.com/


１ 日　　 時

２ 場　　 所

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）

（E-ｍａｉｌ)

信州・飯綱町　霊仙寺湖

http://www.organic-resort.co.jp/

▼場　　　所　　信州・飯綱町　霊仙寺湖周辺
▼日　　　程　　 8：00（受付開始）
    　　　　　　　　9：00（開会式・3コース一斉にスタート）
　　　　　　　　　 15：00（閉会式・お楽しみ抽選会）
▼集　　　合　　霊仙寺湖緑地広場
▼種　　　目　　ノルディックハーフマラソン21km
　　　　　　　　　 ノルディックマラソン8km　5.5km
▼定　　　員　　300名
▼申込〆切　　10月6日（日）郵送の場合、当日消印有効
▼そ の　他　　ノルディックハーフマラソンは走る競技ではありません。
　　　　　　　　　 また、タイムや順位を競うものではなく、ノルディックウォーキングと
　　　　　　　　　 自然を楽しみ仲間と親睦を深めるイベントです。

026-253-3210

2014ノルディックハーフマラソン実行委員会

4,650円 （参加賞、昼食弁当、入浴券等含む）

レンタルポールを希望する方は別途500円が必要になります。

・上信越自動車道信州中野IC下車（国道18号経由）約20分

・上信越自動車道信濃町IC下車約35分

・長野新幹線長野駅下車タクシーで約35分

・JR牟礼駅下車タクシーで約20分

026-253-2477

ishikawa@organic-resort.co.jp

〒389-1226　上水内郡飯綱町川上2755-345

むれ温泉　天狗の館

イベント 飯綱町

2014ノルディックハーフマラソン in 長野

10月26日（日）　9時～（受付け：8時～）

　長野市・善光寺から北へ約30分に位置する信州・飯綱町霊仙寺湖周辺を中心に2014ノルディック
ウォーキングハーフマラソンin長野が開催されます。このスポーツは北欧発祥で誰にでも簡単に、そ
して効果的なフィットネススポーツです。この大会ではノルディックウォーキングで21kmの踏破を目
指しますが、個人の体力差等も考慮し、他に８km、5.5kmのコースで参加することも可能です。
また、当日はスペシャルゲストとして荻原健司さんにお越しいただく予定です。

参加者 

  募集 

スタート、ゴール付近 

http://www.organic-resort.co.jp/
mailto:ishikawa@organic-resort.co.jp


１ 日　　 時

２ 場　　 所

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）

〔列車で〕ＪＲ大糸線 信濃大町駅から徒歩約5 分

イベント 大町市

北アルプス三蔵呑み歩き

９月６日（土）　１５時〜１９時　雨天決行！

　信濃大町には、白馬錦、金蘭黒部、北安大國と三つの蔵元があり、昔からそれぞれの
個性的な味わいを造り出しています。そのような三つの蔵元の味わいを楽しみながら、
利き猪口を片手に街中をぶらぶら散策する呑みあるきイベントを開催します。
今年もＪＲ臨時列車「北アルプス三蔵ほろ酔い号」が松本駅から出発します。
北アルプス山麓「水のまち」信濃大町で、まち歩き＆美しいお酒をお楽しみ下さい。

0261-22-5593

大町市・本通り／商店街周辺

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

▼「利き猪口」が通行手形！
▼参加費：1,500 円
　 交換に手作り猪口袋付き利き猪口をお渡しします。
▼交換場所 ： いーずら大町特産館・創舎わちがい・横川商店・吉澤酒店
　 最上屋・イゲタボシ伊藤商店・一木宮坂商店
▼三蔵で様々なお酒をお楽しみ下さい。
　 ※薄井商店「白馬錦」　※市野屋商店「金襴黒部」　※北安醸造「大國」
▼呑みあるき協力店（約70 事業所）では、利き猪口を提示すると小鉢や
　 お茶、お漬物、温かい汁物など、様々なサービスをご用意します！
▼おおまちバル２０１４
 　昨年好評だった大町市内の飲食店で一日限定のドリンク＆フードが楽しめる
　 ジョイントイベント「おおまちバル 2014」を今年も開催予定です！
▼快速「北アルプス三蔵ほろ酔い号」
　 当日は、臨時列車として“ほろ酔い号”が松本駅から発車します。（往路のみ）
　 松本発 ： 13時23分 → 信濃大町着 14時25分

0261-22-0190

北アルプス三蔵呑み歩き実行委員会

〔お車で〕長野自動車道 安曇野ＩＣから約30分

〒398-0002　大町市大町３２００

大町市観光協会

北アルプス 

三蔵ほろ酔い号 

http://www.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]

[列車で]

お問合わせ先

（E-ｍａｉｌ)

（その他）

しなの鉄道田中駅よりシャトルバスが運行されます。

東御ワインクラブ

tomiwineclub@gmail.com

農繁期につき、お問い合わせはメールのみとさせていただきます。

東御市文化会館サンテラスホール南ガーデン（雨天実施）

入場は無料ですが、ワインをお飲みになる方はワイングラスをお求めください。

東御ワインクラブ

上信越自動車道東部湯の丸ICより５分

＊前売り：500円　当日：800円

東御市内の3つのワイナリー　「ヴィラデスト　ガーデンファーム　アンド　ワイナリー」
「リュード　ヴァン」　「はすみふぁーむ＆ワイナリー」と千曲川ワインバレー区域のワ
イン、地ビールの「OH！LA！HOビール」が一度に楽しめます。ワインと一緒に地
元の加工品やお料理などもご用意しています。
▼今年も市内3つのワイナリーをめぐるワイナリー巡りを開催します。
　 （受付も東御市文化会館サンテラスホール南ガーデンになります。）
▼スケジュール
９月６日（土）　市内３ワイナリー巡り　１０：００～１５：００
　　　　　　　　　 ワインフェスタ　　　　 １６：００～１９：３０
９月７日（日）　市内３ワイナリー巡り　１０：００～１４：００
　　　　　　　　　 ワインフェスタ          １５：００～１８:００

９月７日（日）１０時～１８時

イベント 東御市

東御ワインフェスタ2014

９月６日（土）１０時～１９時３０分

　東御市は平成20年10月、長野県内では初めてとなる、国の構造改革特別地域の「ワイン特区」の
認定を受けました。その特区を利用した3つのワイナリーと地ビールメーカーや地元産の食材で作っ
たこだわりの食べ物が一堂に集まり、キャンドルが煌くガーデンでワインと音楽を楽しみます。
また、今年も市内のワイナリーや地ビールレストラン等をめぐるワイナリー巡りを開催します。

mailto:tomiwineclub@gmail.com


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)

9時～15時30分 （21日は15時まで）

イベント 東御市

第23回 巨峰の王国まつり

9月20日（土）～9月21日（日）

　東御市を代表する農産物・巨峰をテーマとした収穫祭です。東御中央公園一帯で行われ、
巨峰の直売はもちろん、地元農産物、特産物、加工品等の販売や、遊びコーナー、ステージ
での催しなどお楽しみがたくさん。巨峰の無料配布や豪華景品の当たる「王国抽選会」もあ
ります。秋の一日、ご家族そろってお出かけください。

nousei@city.tomi.nagano.jp

〒389-0592　東御市県281‐2　

0268‐62‐1111

東御市役所農林課農政係

巨峰の王国まつり実行委員会（東御市役所農林課農政係）

東御中央公園

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

しなの鉄道田中駅よりシャトルバス15分

0268‐64‐5881

上信越自動車道　東部湯の丸ICより3分

▼巨峰をはじめ、地元農産物、特産品、加工品等の販売
▼遊びコーナーではふわふわ遊具で遊びましょう。
▼ステージでの催しとして、小中学校の吹奏楽部や地元で活躍するバンドの
　 生演奏等があります。
その他、巨峰の無料配布（先着250房×2日）やクイズスタンプラリー、王国抽選会
などこどもから大人まで楽しめる催しがたくさんです。
※しなの鉄道田中駅よりシャトルバスが運行されます。（随時）

巨ん太＆ぷるる 

mailto:nousei@city.tomi.nagano.jp
http://www.city.tomi.nagano.jp/


１ 期　　 間

２ お　　 店

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)

安曇野市内 １６店舗が参加

イベント 安曇野市

安曇野やさいスイーツフェア

１１月１日（土）～１１月１６日（日）　

ここが魅力！安曇野やさいスイーツ！
▼安曇野産野菜の魅力を再発見。
　 安曇野の生産者が丹精込めて作った野菜の魅力をスイーツでお伝えします。
　 緑豊かな土地が育んだ自然な味わいを、新しい味としてお楽しみください。
▼バラエティ豊富！
　 参加店は、まちのお菓子屋さんをはじめ、飲食店やホテルなど16店。
　 それぞれのお店が創意工夫し、新たなスイーツを開発しました！
▼お楽しみ企画！
　・特典付きプレミアムプレートの販売（1,000円）
　・参加店商品券が当たる！シールラリーの開催

【参加店舗】　彩香、あづみ野バザール若松屋、国営アルプスあづみの公園【堀金・穂高地
区】レストラン「あづみの」、小柴屋、サロン・ド・テ　フルーヴ、サントゥール　ムラカミ、シフォ
ン、シャロム、トリアノン、㈲松月堂、パティスリー　リール、ベーカリーハウスノジリ、穂高
ビューホテル、ホテルアンビエント安曇野、胡蝶庵 、丸山菓子舗

安曇野の自然の恵みをスイーツにしてお伝えする「安曇野やさいスイーツフェア」。
安曇野産の野菜を使用したスイーツを市内16店がそれぞれ新開発し、期間限定で販売します。

今年のテーマは「ト・マ・ト」!!
日本有数のトマト生産地である安曇野から、トマトの甘～い魅力を発信します。

安曇野やさいスイーツプロジェクト

安曇野市商工観光部観光交流促進課

JR大糸線またはJR篠ノ井線利用

www.facebook.com/azumino.yasai.sweets

0263-82-6622

kankokoryu@city.azumino.nagano.jp

〒399-8303　安曇野市穂高6658

0263-82-3131

長野自動車道「安曇野IC」より市内へ

今年も 
お楽しみに！ 



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)

http://kwd-v.co.jp/

辰野町荒神山スポーツ公園

JR中央本線（辰野駅）よりタクシーで５分

ＪＲ飯田線「伊那新町」から徒歩１５分

0266-41-4813 

otentosanpo@kwd-v.co.jp

〒399-0427　上伊那郡辰野町中央５８

0266-41-0065

㈲共和堂内 手とてと手実行委員会　　担当：牧内　0266-41-0065

１０時～１６時　（２８日は15時まで）

中央自動車道（伊北IC）より車で１０分

イベント 辰野町

手しごと＆産直市おてんとさんぽ

今から百年後はどんな世界になっているのでしょう。
田んぼはあるのかしら･･･。

人の手で創り上げたものを愛おしく眺める心は残っているのかしら･･･。
今、受け継がなければ失ってしまう大切な生活や

作り手の想いが詰まったモノや、ものがたりが “おてんとさんぽ” に集まります。
ぽっかぽかのおてんとさんの下、お散歩ついでにお出かけ下さい。

▼27日（土）　10:00～16:00
　・ワークショップ
　・新聞バックづくり講座
　・絵本のよみきかせ
▼28日（日）　10:00～15:00
　・絵本のよみきかせ

手とてと手実行委員会

９月２７日（土）～９月２８日（日）

 全国から８０店舗が 

 集結するテント村！ 

   木工品、陶芸品 

ガラス・金属細工、革・布製品 

    産直食材など・・・ 

http://kwd-v.co.jp/
mailto:otentosanpo@kwd-v.co.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）

（E-ｍａｉｌ)

〒３９９－８３０３　安曇野市穂高６６５８

0263-82-3131 0263-82-6622

kankokoryu@city.azumino.nagano.jp

長野自動車道安曇野ＩＣから約２０分

ＪＲ大糸線穂高駅・豊科駅からタクシーで約１５分

商工観光部観光交流促進課

安曇野市営牧運動場

安曇野競馬愛好会

▼９時３０分から：予選レース
▼１１時３０分から：開会式
▼正午から：アトラクション（ポニー乗馬体験・ちびっこ馬車など）
▼１２時３０分から：決勝レース
▼物産市：地元で収穫されたばかりの野菜・果物や特産品の販売

イベント 安曇野市

第46回 安曇野観光草競馬大会

　安曇野の秋の風物詩として親しまれている安曇野観光草競馬大会が開催されます。
県内外から数十頭の競走馬・ポニー・中間種・農耕馬・速歩馬などが出走します。競走馬の白熱し
たレースからポニーの微笑ましいレースまで様々なレースが展開されます。来場されたお子さんに
ポニーの乗馬を体験していただくアトラクションや小動物とのふれあい広場もご用意しました。
『安曇野物産市』も開催しますので、是非みなさんお誘いあわせのうえ、収穫・実りの秋を迎えている
安曇野へお出かけください。

９月２８日（日）　９時３０分～

mailto:kankokoryu@city.azumino.nagano.jp


１ 期　 　間

２ 会　　 場

３ 入 場 料

４ 内　 　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

　（無藝荘）中央自動車道諏訪ICから約30分

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ) kanko@city.chino.lg.jp

〒391-8501　茅野市塚原2-6-1

（無藝荘）JR中央本線茅野駅からバス利用36分

0266-72-2101

「小津安二郎記念・蓼科高原映画祭」実行委員会

http://www.tateshinakougen.gr.jp/cinema/

「小津安二郎記念・蓼科高原映画祭」実行委員会事務局（茅野市観光課）　担当：小池

（茅野市民館、新星劇場）中央自動車道諏訪ICから約10分

（茅野市民館、新星劇場）ＪＲ中央本線茅野駅下車すぐ

▼上映作品
「彼岸花（デジタルリマスター版）」（小津安二郎監督）
「落第はしたけれど」（小津安二郎監督）
「白ゆき姫殺人事件」（中村義洋監督：茅野市でもロケが行われました）
「男はつらいよ　口笛を吹く寅次郎」（山田洋二監督）
アナと雪の女王（クリス・バック監督）　　ほか
▼ゲストトーク
▼短編映画コンクール
当日表彰式と優秀作品の上映を予定
▼無藝荘の公開

映画祭は茅野駅を中心とした会場で行われる映画の上映・イベントと、小津安二郎監督が
親しんだ蓼科地区にある山荘“無藝荘”の２会場を中心に行われます。また、当日上映予定
の「落第はしたけれど」はサイレント映画であり、活動弁士さんをお招きする予定です。

0266-72-5833

１０月４日（土）～１０月５日（日）

茅野市民館、新星劇場、無藝荘、電脳ひろばベレック

無藝荘がある蓼科地区は、高原の静か
な観光地です。無藝荘の下には蓼科
湖があり、風景もよい場所です。

イベント 茅野市

第17回小津安二郎記念・蓼科高原映画祭

　一昨年、英国映画協会が発行している「サイト＆サウンド」誌が10年に一度発表する「映画監督が
選ぶベスト映画」で、小津安二郎監督の「東京物語」が第１位に輝きました。
没後50年を迎える今なお世界中で評価されている「世界のOZU」。彼は、コンビを組むシナリオライ
ター野田高梧に誘われて茅野市蓼科を訪れて以来すっかりこの地を気に入り、以降、ふたりは蓼科
で高原の生活を楽しみながら数々の名作を生み出しました。
　「小津安二郎記念・蓼科高原映画祭」は、多くの方に「小津映画・小津のこころ」に触れていただく
イベントとして平成10年にスタートし、今年で17回目を迎えます。

上映作品の鑑賞にはチケットが必要です　前売り800円　当日1,000円（予定）

　　　　　　撮影ポイント

詳細は決定次第 
ホームページ等で 
お知らせします。 

無藝荘 



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)

湯田中渋温泉郷　やまびこ広場周辺

イベント 山ノ内町

第57回 全国煙火競技大会
兼 第31回 長野県後継者花火コンテスト

１０月１３日（月）体育の日　19時～21時　（雨天・強風の場合翌日順延）

　全国の腕自慢の煙火師が、技を競いあう大会と、
県内の煙火師後継者の育成を兼ねたコンテスト。

新作花火も打ちあがります！
秋の夜空を彩る美しく華麗な花火の色、形の良さは折り紙つきです。

0269-33-4655

renmei@info-yamanouchi.net

〒381-0401　下高井郡山ノ内町大字平穏2987番地1

0269-33-2138

山ノ内町観光連盟

http://www.info-yamanouchi.net

上信越道信州中野ＩＣより約20分

山ノ内町観光連盟、（一社）長野県火薬類保安協会

▼スターマイン
▼全国煙火競技大会の部
▼長野県後継者花火コンテストの部
▼メッセージ煙火の部
※夜間瀬川沿いの道路を一部車両通行止にし、お客様に間近でご覧いただけるよう
　 歩行者天国として閲覧場所を設けています。

長野電鉄湯田中駅より徒歩約5分



１ 期　　 間

２ 場　　 所

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.city.komoro.nagano.jp

しなの鉄道小諸駅より徒歩３分

上信越道小諸ＩＣより約１０分

日本百名城のひとつ、紅葉の名所「小諸城址懐古園」で開催します。
苔むした石垣の緑と黄、橙、朱に染まる紅葉した

園内のケヤキやモミジ、カエデなどの樹々とのコントラストをお楽しみください。

小諸市懐古園事務所

懐古園散策券（大人３００円・中学生以下１００円）

期間中イベント
▼草笛教室　期間中の日曜日 13：00～15：00　園内馬場東屋
　 小諸草笛会会員による草笛吹き方教室（無料）
▼動物園イベント　10月18日(土)、19日(日)、11月1日(土)、2日(日)、3日(祝)
　 13：00～14：00　ヤギ・モルモットなどの動物ふれあいパレード
▼観光ガイドツアー　10月25日(土)～11月9日(日)　期間外は毎週土日のみ
　 10：30～/13：30～　ボランティアガイドによる懐古園観光ガイド（無料）
▼懐古射院一般開放　10月26日(日)～11月16日(日)の毎日曜日　13：00～15：00
▼遊園地感謝祭　11月15日(土)・11月16日(日)　9：30～16：00
　 遊具乗り放題パスポート（500円）の販売や豚汁、ポップコーンの無料サービス
　 （同時開催）
▼第48回東信菊花展　10月18日(土)～11月5日(水)（予定）　園内馬場
　 菊愛好家の皆さんが丹精込めて育てた約500点の菊を展示します

小諸城祉「懐古園」

イベント 小諸市

懐古園紅葉まつり

１０月１８日（土）～１１月１６日（日）

kaikoen@city.komoro.nagano.jp

〒384-0804　小諸市丁 311　

0267-22-0296 0267-25-0296

小諸市懐古園事務所



１ 期　　 間

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)

イベント 須坂市

第27回　信州須坂大菊花展

１０月２５日（土）～１１月１１日（火）

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

須坂の秋を彩る恒例イベントで、今年は須坂市制60周年を記念。
三本立てや断崖作りなど500鉢余りの見事な菊や

圧倒的な菊庭園やユニークな造形菊が会場を彩ります。
また、会場内での菊鉢の直販も行っております。

菊の観賞後は併設の臥竜公園の紅葉や動物園も楽しめます。

syogyokanko@city.suzaka.nagano.jp

〒382-0077　須坂市大字須坂1295-1

信州須坂大菊花展実行委員会（事務局：商業観光課）

上信越自動車道 須坂長野東ICから約10分

臥竜公園内特設会場

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

026-248-9005

信州須坂大菊花展実行委員会

入場無料

長野電鉄 須坂駅からタクシーで約５分

026-248-9041

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


１ 日　　 時

２ 場　　 所

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）
（ＵＲＬ）

峰の原高原　サンセットテラス

イベント 須坂市

「槍に刺さる夕陽」撮影会

11月５日（水） 16時～ （雨天の場合中止）

　毎年11月上旬と２月上旬のわずか数日に峰の原高原から北アルプス・槍ヶ岳（3180ｍ）の真上に
太陽が沈み、ぴたりと重なる姿はまさに「槍に刺さる夕陽」。大自然だけが作り出せる神秘の奇跡と
言えます。そして、夕陽が沈んだ後は澄み切った夜空に数えきれない程の星が輝き、自然の美しさ
に感動を覚えます。

長野電鉄 須坂駅からタクシーで約30分

http://minenohara.net/index.html

〒386-2211　須坂市大字仁礼3153　
0268-74-3080

峰の原高原観光協会

無料

集合場所及び駐車場：こもれびホール、青年の家　他（係の誘導に従って下さい）
※事前申し込みは不要です。

峰の原高原観光協会

上信越自動車道 須坂長野東ICから 約30分　

http://minenohara.net/index.html


１ 期　　 間

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)

豪商の館　田中本家博物館

http://www.tanakahonke.org

026-245-4780

info@tanakahonke.org

〒　382-0085　須坂市穀町476番地

026-248-8008

豪商の館　田中本家博物館

豪商の館　田中本家博物館　　担当：学芸課　田中和仁

上信越自動車道　須坂長野東ICから約15分

毎週火曜日休館　ただし、10月・11月は無休

長野電鉄　須坂駅からタクシーで約5分

美術館（博物館） 須坂市

秋の特別企画展「江戸の食と豪商の器」

９月12日（金）～12月15日（月）　９時～17時（12月からは９時～15時30分）

　2013年「和食」がユネスコの世界文化遺産に登録され日本の食文化はますます注目されています。
須坂藩の豪商田中本家は江戸時代北信濃一の豪商として知られ、様々なお客様をもてなしてきまし
た。その記録は接待古文書として残されており、当時の献立や使用した器などが記録されています。
本展覧会では、この接待古文書の記録より、当時使用した陶磁器、漆器を展示しつつ、江戸時代に
田中本家で食された料理をご紹介する江戸時代の食文化をテーマにした特別企画展です。

特別企画展料金　大人1,000円　　中高生350円　小学生250円　　

豪商田中本家には江戸時代の須坂藩のお殿様などのお客様をご接待した記録が古
文書として残されており、当時使用した陶磁器、漆器、料理などが伝えられています。
「和食」のルーツである江戸時代の食文化を、田中本家の所蔵の陶磁器、漆器、料理
の再現写真を用いてご案内いたします。

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


１ 期　　 間

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)
（その他）

須坂市・須坂市教育委員会

高校生以上　300円（20名以上は２割引）、中学生以下　無料

・新たに収蔵した能面数十点および能衣装等、能楽関係資料約100点を展示
・能楽の歴史、面の種類・演目、能面製作過程等についてご紹介
関連イベント
▼能面のお話と実演　10月５日（日）、11月２日（日）午前10時から
能楽師 古川充さんより、能・能面について実演を交えてお話いただきます。
▼子どものための能楽講座　10月５日（日）、11月２日（日）午後２時から
能楽師 古川充さんのご指導のもと、能楽を実際に体験します。
▼謡曲・北信流に関する講演会＆仕舞上演　10月18日（土）
第１部（午後１時から）では、謡曲研究家 小林暢雄さんより、謡曲・北信流の歴史と流入の経過につい
てお話いただき、第２部（午後２時45分頃から）では観世流 柏謳会・宝生流 須坂宝生会の皆様による
仕舞を上演します。
▼酒宴席開催と中締め北信流体験会　11月15日（土）午後６時から
北信地方の宴席で行われる盃事「北信流」を解説を聞きながら実際に体験します。
参加費：2,000円　申込み：9月9日（火）より
▼ギャラリートーク　学芸員が展示内容を解説します。
9月23日（火祝）・28日（日）、10月7日（火）・29日（水）、11月9日（日）・23日（日祝）、午後２時から

須坂市立博物館１階　特別展示室及び第２展示室

長野電鉄　須坂駅からタクシーで約５分

026‐214‐5548

s-hakubutsukan@city.suzaka.nagano.jp
取材の場合は入館料は無料です。

〒382－0028　須坂市臥竜二丁目４番１号
026‐245‐0407
http://www.city.suzaka.nagano.jp/enjoy/shisetsu/hakubutsukan/

後期：10月28日（火）～11月30日（日）　９時～１７時

（会期中の休館日：毎週月曜日、祝日の場合は翌日）

須坂市立博物館　　担当：三ツ井芳恵　

上信越自動車道　須坂長野東ＩＣから約15分（60台・駐車可）

美術館（博物館） 須坂市

特別展

 『能楽と面
おもて

～悠久の能文化・伝統を後世へ』

前期：９月20日（土）～10月19日（日）　９時～１７時

　能楽とは「能」と「狂言」の総称ですが、どちらの演劇においても面が欠かせません。特に能は仮面
劇ともいわれ、面は演じる役柄の次元に入り込むための道具であるのみならず、能全体をつかさど
るものであるといっても過言ではありません。
本展では、新たに所蔵した能面数十点及び能衣装を一堂に展示し、能楽をはじめ謡曲・仕舞といっ
た能に関わる芸能文化「能文化」を見つめます。

mailto:s-hakubutsukan@city.suzaka.nagano.jp
http://www.city.suzaka.nagano.jp/enjoy/shisetsu/hakubutsukan/



