10月号

アルクマ便り
アルクマ便り

長野県PRキャラクター

アルクマ

２０１６ 年９月２０日

記者発表
掲載ページ

１P 北アルプス国際芸術祭アーティスト10名決定
２P 飯山線SLイベント運行

開催日・期間

開催地

2017年6月4日～7月30日 大町市
11月19日～20日
飯山市

新着情報
掲載ページ

３P 千曲川ワインバレー循環バス
４P 安曇野しゃくなげの湯オープン！

開催日・期間

開催地

9月17日～12月18日（土日祝祭日） 千曲川ワインバレー特区

10月3日

安曇野市

開催日・期間

開催地

10月1日～10日

新宿（小布施町）

開催日・期間

開催地

11月15日

諏訪地域6市町村

開催日・期間

開催地

10月16日
10月22日
10月23日
10月29日
11月12日～13日

立科町
松本市
安曇野市
安曇野市
松本市

首都圏イベント
掲載ページ
５P

新宿高野・小布施町ブラムリーフェア

その他
掲載ページ

６P 諏訪地域 転職・移住者就職説明会

参加募集
掲載ページ

７P
８P
９P
１０P
１１P

第9回 中山道ウォーキングinたてしな
虚空蔵山米かつぎマラソン大会
『中房温泉の膠状珪酸および珪華』見学
秘境 岩洲山～歴史とロマンを訪ねて～
松本城ウォーク２０１６

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：長谷川浩／竹鼻栄二／赤羽久美子／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

イベント
掲載ページ

開催日・期間

開催地

12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
20P

秋コスモスの花フェスタ
西原ぶどう園ぶどう狩り
軽井沢紅葉まつり
プレミアム雲海ゴンドラ
北国街道 蕎麦グルメウォーキング
高遠「しんわの丘ローズガーデン」秋のバラ祭り
２０１６安曇野やさいスイーツフェア
第33回 南アルプスふるさと祭り
天竜健康ウォーク
21P 信州中野 おごっそフェア

9月3日～10月16日 安曇野市
9月12日～10月23日 中川村
9月26日～11月3日 軽井沢町
9月30日～10月30日(金･土･日） 富士見町
10月1日
小諸市
10月8日～10日
伊那市
10月8日～11月6日 安曇野市
10月9日
伊那市
10月9日
箕輪町
10月15日～16日
中野市

22P 小諸センゴク合戦ウォーキング

10月16日

小諸市

23P おひさんぽ 縄文の井戸尻遺跡めぐりガイドツアー

10月16日

富士見町

24P マンズワイン小諸ワイナリー収穫祭

10月22日～23日

小諸市

25P 信州塩尻「そば切り物語り」

10月22日～23日

塩尻市

26P 小熊山紅葉トレッキング

10月23日

大町市

27P おひさんぽ 八ヶ岳の紅葉と古道ガイドツアー

10月23日

富士見町

28P 第39回 平尾山もみじ祭り

10月30日

佐久市

29P 鷹狩山・霊松寺紅葉トレッキング

10月30日
大町市
10月30日・11月3日 富士見町
10月30日～11月24日 長野市
11月4日～12月4日 飯山市
11月5日
箕輪町
11月5日～6日
南木曽町
11月23日
須坂市
11月23日
長野市
11月26日～27日
中川村

30P おひさんぽ 文学にふれるプレミアム紅葉ガイドツアー
31P 戸隠そば祭り
32P 飯山市美術館ギャラリー企画展「馬場剛史展」
33P もみじ湖夢まつり
34P 第十六回 信州南木曽工芸街道祭り
35P 第28回 須坂とよおか新そば祭り
36P 第111回 長野えびす講煙火大会
37P 第17回 中川アルプス展望さわやかウォーク

銀座NAGANOイベント
38P 「おぐねぇー」と学ぶ伝統の美～飯田水引の世界～

10月10日

銀座NAGANO

▼「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。
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）

長野市
●戸隠そば祭り/31P
●第 111 回長野えびす講煙火大会/36P

飯山市
●飯山線 SL イベント運行/2P
●飯山市美術館ギャラリー企画展「馬場
剛史展」/32P

野沢温泉 村

10月号

飯山市
栄村
木島平村

小谷村

中野市
●信州中野おごっそフェア/21P

信濃町
飯綱町

大町市
●北アルプス国際芸術祭アーティス
ト 10 名決定/1P
●小熊山紅葉トレッキング/26P
●鷹 狩 山 ・霊 松 寺 紅 葉 トレッキング
/29P

中野市

山ノ内町

小布施町

白馬村
小川村

須坂市
●第 28 回須坂とよおか新そば祭り/35P

須坂市

安曇野市
●安曇野しゃくなげの湯オープン
/4P
●中房温泉の膠状珪酸および
珪華見学/9P
●秘境岩洲山～歴史とロマン
を訪ねて～/10P
●秋コスモスの花フェスタ/12P
●2016 安曇野やさいスイーツ
フェア/18P

大町市

小諸市
●北国街道蕎麦グルメウォーキング/16P
●小諸センゴク合戦ウォーキング/22P
●マンズワイン小諸ワイナリー収穫祭/24P

千曲市
麻績村

池田町

坂城町

生坂村

松川村

小布施町
●新宿高野・小布施町ブラムリーフェア/5P

高山村

長野市

筑北 村

千曲川ワインバレー特区
●千曲川ワインバレー循環バス/3P

上田市
軽井沢町

東御市

青木村
安曇野市

軽井沢町
●軽井沢紅葉まつり/14P

小諸市
御代田町
立科町

松本市
●虚空蔵山米かつぎマラソン
大会/8P
●松本城ウォーク 2016/11P

松本市

松本市

佐久市
●第 39 回平尾山もみじ祭り/28P

佐久市
長和町

山形村

立科町
●第 9 回中山道ウォーキング in たてしな/7P

佐久穂町
朝日村

下諏訪町

塩尻市

小海町

岡谷 市

南木曽町
●第 十 六 回 信 州 南 木 曽 工
芸街道祭り/34P

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
箕輪町
木曽町

伊那 市

王滝村
宮田村
駒ヶ根市
大桑村

飯島町

松川町
大鹿村

豊丘 村
喬木村
阿智村
飯田市

下條村
平谷村

伊那市
●高遠「しんわの丘ローズガーデン」秋のバラ祭り/19P
●第 33 回南アルプスふるさと祭り/19P
中川村
●西原ぶどう園ぶどう狩り/13P
●第 17 回中川アルプス展望さわやかウォーク/37P

泰阜村
阿南町

売木村
根羽村

富士見町
●プレミアム雲海ゴンドラ/15P
●おひさんぽ縄文の井戸尻遺跡めぐりガイドツアー/23P
●おひさんぽ八ヶ岳の紅葉と古道ガイドツアー/27P
●おひさんぽ文学にふれるプレミアム紅葉ガイドツアー/30P
塩尻市
●信州塩尻「そば切り物語り」/25P
箕輪町
●天竜健康ウォーク/20P
●もみじ湖夢まつり/33P

中川村
南木曽町
高森町

川上村

富士見町

南箕輪村

上松町

諏訪地域 6 市町村
●諏訪地域転職・移住者就職説明会
/6P

天龍村

長野県
●「おぐねぇー」と学ぶ伝統の美～飯田水引の世界～/38P

記者発表

大町市
北アルプス国際芸術祭 アーティスト１０名決定

北アルプス国際芸術祭2017～信濃大町 食とアートの廻廊～の参加アーティストが第１弾を発表。国内
外から１０名が決定。瀬戸内国際芸術祭や大地の芸術祭をはじめ、世界で活躍するアーティストが揃い、
いよいよ本格的な作品制作が始まります。

過去の作品より

１期
２会
３内

間
場
容

≪主 催≫
≪アクセス≫

平成２９年６月４日（日）～７月３０日（日）
大町市 市内５エリアを予定
■参加作家（予定）
平田五郎 Goro Hirata ［日本］
川俣正 Tadashi Kawamata ［日本／フランス］
栗林隆 Takashi Kuribayashi［日本］
栗田宏一 Koichi Kurita ［日本］
目 Me ［日本］
大岩オスカール Oscar Oiwa ［ブラジル／アメリカ］
ジェームズ・タップスコット James Tapscott ［オーストラリア］
パトリック・トゥットフオコ Patrick Tuttofucco ［イタリア］
山本基 Motoi Yamamoto ［日本］
マーリア・ヴィルッカラ Maaria Wirkkala ［フィンランド］
北アルプス国際芸術祭実行委員会
[お車で] 「安曇野ＩＣ」から約３０分
「長野ＩＣ」から約６０分
[列車で] ＪＲ大糸線「信濃大町駅」下車
「長野駅」よりバスで７０分

お問合わせ先

（住 所）

〒398-0002 長野県大町市大町３８８７
大町市役所 まちづくり交流課内
（電 話） 0261-22-0420
（ＦＡＸ） 0261-23-4304
（ＵＲＬ） http://shinano-omachi.jp
（E-ｍａｉｌ) kokusaigeijutu@city.omachi.nagano.jp
―１―

●

飯山市

記者発表

飯山線ＳＬイベント運行
晩秋の飯山にＳＬが帰ってくる！
JR飯山線の沿線市町村等で組織する飯山線沿線地域活性化
協議会でかねてから要望してきました飯山線SLイベント運行が、
11月19日（土）、20日（日）に開催されることが正式に決定しました。
今回のイベント運行は飯山‐長岡間の約100kmで実施されます。
飯山線沿線では2012年に長岡‐十日町でＳＬイベント運行が行わ
れましたが、飯山市内をSLが走るのは昭和47年3月以来となり、
実に44年ぶりの懐かしい情景がよみがえります。
当日は主要駅および周辺施設でのイベントを予定しています。

１日 時

１１月１９日（土） ８：５２ 飯山駅発 ～ １４：４７ 長岡駅着
１１月２０日（日） ８：１６ 長岡駅発 ～ １４：５６ 飯山駅着

２会 場

ＪＲ飯山線沿線（飯山駅～長岡駅）
沿線の警備を行いますので、安全な運行にご協力をお願いします。

３ 入場料
４内 容

≪主 催≫
≪アクセス≫

一般乗車券の発売は１０月１９日～となります。
昭和４７年３月以来、44年ぶりに飯山にＳＬが帰ってきます。
今回の運行は飯山駅－長岡駅間の約100kmにおよぶもので、沿線の各団体が協働
で作り上げ、盛り上げるイベントです。今回の運行に使用するのは栃木県の真岡鉄道
からお借りするＣ１１形の車両であり、客車３両をけん引して走行します。
停車駅では各自治体、団体によるおもてなしイベントが開催される予定ですが、
飯山市では以下の日程でイベントを行う予定です。
・11月19日（土） 会場：ＪＲ飯山駅千曲川口広場
7:00～ 9:00 きのこ汁等の振る舞い
8:20～ 8:50 出発式
・11月20日（日） 会場：文化交流館なちゅら、JR飯山駅材料線
13:00～15:00 北国の街上映会（なちゅら大ホール）
13:00～17:00 沿線自治体、団体によるブース出店（なちゅらナカミチ）
15:30～17:00 SL記念撮影会（JR飯山駅材料線）
飯山線沿線地域活性化協議会（事務局：飯山市）
[お車で] ・出発駅「ＪＲ飯山駅」までは
上信越自動車道「豊田飯山IC」から車で１０分
※駐車場は隣接の市営駐車場をご利用ください。

[列車で] ・イベント会場「文化交流館なちゅら」までは
「ＪＲ飯山駅」より徒歩３分
お問合わせ先

飯山線沿線地域活性化協議会事務局（飯山市企画財政課）
（住 所） 〒389-2292
（電 話） 0269-62-3111
（ＦＡＸ） 0269-62-5990
（ＵＲＬ） http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/kikakuzaisei/kikakuchosei/info/sliiyama02
（E-ｍａｉｌ) kikaku@city.iiyama.nagano.jp
―２―

●

新着情報

千曲川ワインバレー特区連絡協議会

千曲川ワインバレー循環バス
千曲川ワインバレーは降水量が少なく日照時間が長い気候と、水はけが良く土壌の質がワイン用
ぶどうの栽培に適している地域です。平成27年には近隣市町村による「千曲川ワインバレー特区」
を取得し、広域的にワイン振興を図っています。
この特区の6つのワイナリーを巡って頂き、様々な種類のワインをお楽しみ下さい。

１日 時

9月17日（土）～12月18日（日）の土・日・祝祭日の運行

２会 場

千曲川ワインバレー特区の6つのワイナリー

３ 協力金
４内 容

協力金 お1人様 1,000円(乗り降り自由、1日間有効）
千曲川ワインバレー特区6つのワイナリーを巡る循環バス（1日4往復の運行）
※マンズワイン小諸ワイナリー
※アトリエ・ド・フロマージュ
※リュードヴァン
※ヴィラデストワイナリー
※アルカンヴィーニュ
※はすみふぁーむ＠上田柳町
●循環バス運行経路（逆のコースもあります）
軽井沢駅（北口3番乗り場）＝小諸駅（千曲バス停留所）＝マンズワイン小諸
ワイナリー＝アトリエ・ド・フロマージュ＝リュードヴァン＝田中駅（千曲バス停留所）＝
ヴィラデストワイナリー＝アルカンヴィーニュ＝はすみふぁーむ＠上田柳町＝
上田駅（お城口4番乗り場）

≪主 催≫
≪アクセス≫

千曲川ワインバレー特区連絡協議会・千曲観光株式会社
[お車で] 「碓氷軽井沢IC」から約20分（軽井沢駅）
「上田菅平IC」から約15分（上田駅）
[列車で] JR北陸新幹線「軽井沢駅」「上田駅」下車
しなの鉄道「小諸駅」「田中駅」下車

お問合わせ先

千曲バス株式会社 本社
（住 所） 〒385-0053
（電 話） 0267-62-0081
（ＦＡＸ） 0267-62-8300
http://www.chikuma-bus.co.jp
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) soumu@chikuma-bus.co.jp
（その他）

土・日・祝祭日のお問い合わせ
千曲バス株式会社 小諸営業所 （電話）0267-22-2100
―３―

●

新着情報

安曇野市

安曇野しゃくなげの湯 オープン！
平成28年10月3日に日帰り温泉施設「安曇野しゃくなげの湯」がオープンします。場所は安曇野市
穂高有明の通称「山麓線」沿い、農産物直売所「Vif穂高」の北隣です。お湯は有明温泉からの引き
湯で無色透明の滑らかな肌触りが特徴です。露天風呂や大浴場・レストランなどを完備しています。
10月3日～5日は先着200名様に記念品を進呈します。また、10月15・16日にはオープン記念イベ
ントも開催します。

１日 時

10月3日（月）９時３０分オープン

２会 場

安曇野しゃくなげの湯（安曇野市穂高有明）

３ 入浴料

大人700円（安曇野市民500円）、小学生以下400円（安曇野市民300円）
≪安曇野しゃくなげの湯≫
住所：安曇野市穂高有明7726-4
電話：0263-88-4126
営業時間：9：30～21：30（受付は20：30まで）
駐車場：350台（共用）
定休日：毎月第１水曜日

４内 容

◆10月15・16日にはＶｉｆ穂高で開催している「新そば祭り」と同時に、安曇野の
農産物や地元産メニューなどを販売する「安曇野しゃくなげの湯オープンイベント」
を開催します。

≪主 催≫
≪アクセス≫

安曇野しゃくなげの湯
[お車で] 長野道「安曇野IC」から車で約25分
[列車で] ＪＲ大糸線「穂高駅」よりタクシーで約10分
※あづみ野周遊バスや中房温泉行き定期バスも利用可。
※運行日にご注意ください。
●

お問合わせ先

安曇野しゃくなげの湯
（住 所） 安曇野市穂高有明7726-4
（電 話） 0263-88-4126
（ＦＡＸ） 0263-88-4127
（その他）

9月25日頃までは安曇野市観光交流促進課（0263-71-2000）まで

―４―

首都圏イベント

小布施町

新宿高野・小布施町ブラムリーフェア
小布施町が新宿高野とコラボレーションして開催する、イギリス原産のクッキングアップル「ブラムリー」
のフェアです。ブラムリーは、その驚くほどパンチの効いた酸味、香り、深いコクといった、今までにない
新鮮な味わいが料理研究家やレストランなどから注目されています。
このフェア期間中、新宿高野オリジナルのブラムリーを使ったデザートやサラダなどの期間限定商品が
販売されるほか、小布施町の特設コーナーにて、ブラムリーのジャム、ゼリー、ジュース、その他人気商
品の販売を行い、この時期だけの味わいをお楽しみいただけます。

１期

間

10月1日（土）～10日（月） 平日・土曜10時～20時30分、日曜・祝日は20時まで

２会

場

３内

容

新宿高野本店
●長野県小布施町ブラムリーフェア
クッキングアップル「ブラムリー」を余すところなく味わうための新宿高野オリジナルの
デザート類を販売します。
●新宿高野本店・長野県小布施町フェア
小布施町振興公社のオリジナル食品ブランド「小布施屋」によるブラムリーのジャム
やジュースのほか、小布施屋選りすぐりの商品を販売。
新宿高野と小布施町の産地紹介・タカノセレクションとしてご案内する予定です。

≪主 催≫
≪アクセス≫

小布施町・小布施町振興公社
[お車で] 首都高速中央環状線 「中野長者橋」出口から約4ｋｍ
[列車で] JR「新宿駅」東口より徒歩2分
東京メトロ丸ノ内線 「新宿駅」より徒歩2分
●

お問合わせ先

小布施町役場 産業振興課 産業政策係
（住 所） 〒381-0297 長野県上高井郡小布施町大字小布施1491-2
（電 話） 026-214-9104
（ＦＡＸ） 026-247-3113
http://www.town.obuse.nagano.jp
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) sangyou@town.obuse.nagano.jp

―５―

その他

諏訪地域6市町村

諏訪地域 転職・移住者就職説明会
諏訪地域6市町村（岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村）の企業との、個別面談
形式での就職説明会を開催します。
経営者や人事担当者に直接PRできる、またとないチャンスです。諏訪エリアで就職をお考えの皆さ
ん、是非ご参加ください！
移住相談コーナー、就職相談コーナーも設けておりますので、あわせてご利用ください。

１日 時

11月15日（火） 13時30分～16時

２会 場

諏訪市文化センター
駐車場あり。混雑時は会場横、旧東洋バルヴ跡地駐車場もご利用ください。

３ 入場料
４内 容

無料
●就職説明会（個別面談形式）
●移住相談コーナー（仕事、住まい、生活情報等）
●就職個別相談コーナー
対象：離転職者他、I・Uターン就職希望者、H29年3月学卒者、移住者等
申込：不要
企業：50社程度参加予定
（10月下旬頃、下記URLにて参加企業をお知らせする予定です）
http://www.suwacci.or.jp/zinzais/

≪主 催≫
≪アクセス≫

諏訪公共職業安定所、諏訪地域6市町村、長野県諏訪地方事務所

[お車で] 中央自動車道「諏訪IC」から約15分
[列車で] JR「上諏訪駅」より徒歩約10分

●
お問合わせ先

諏訪市経済部商工課商業労政係
（住 所） 〒392-8511
（電 話） 0266-52-4141
（ＦＡＸ） 0266-58-1677
http://www.suwacci.or.jp/zinzais/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) syoukou@city.suwa.lg.jp
―６―

立科町

参加募集

第９回 中山道ウォーキングinたてしな

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。
も た い

あい

しゅく

笠取峠の松並木から芦田宿、さらには茂田井間の宿へと続く道のりの自然や歴史を、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。

１日 時

10月16日（日）

９時20分～15時30分

２会 場

長野県 立科町 旧中山道界隈
集合：立科町役場前

３ 参加費
４内 容

3,000円（昼食、記念品、イベント保険含む）
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」が芦田宿で召し上がったとされる食材をもとに復元し、現代風
にアレンジした「特製 和宮御膳」をお楽しみいただきます。
●中山道コース：松並木公園～松並木～正明寺～芦田宿～茂田井間の宿 約５km
●津金寺コース：芦田宿～松並木公園～松並木～津金寺～茂田井間の宿 約６km
●募集人員：先着130名
●募集期間：平成28年９月30日（金）まで

≪主 催≫
≪アクセス≫

「たてしなの中山道を歩く」実行委員会
[お車で] 中部横断自動車道「佐久南IC」から国道142号線を長和方面へ約30分
[列車で] JR「佐久平駅」より東信観光バス中仙道線乗車 立科町役場前降車
●

お問合わせ先

事務局 立科町 企画課
（住 所） 〒384-2305 長野県北佐久郡立科町大字芦田2532
（電 話） (0267)56-2311
（ＦＡＸ） (0267)56-2310
http://www.town.tateshina.nagano.jp/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) kikaku@town.tateshina.nagano.jp
―７―

参加募集

松本市
― 松本市 四賀 ―
コクゾウサン

虚空蔵山米かつぎマラソン大会
昨年復活した伝説の米かつぎマラソンを今年も開催します。
とれたての新米をかついで四賀の名所「虚空蔵山」や「立峠」を越える、走りごたえのある１３ｋｍの
コースです。
フィニッシュ後は四賀産新米のおにぎりときのこ汁を味わっていただけます。
今年は男女ペアクラスや、小学生クラスも新設（小学生コースは3.5ｋｍ）。
秋の四賀の里山を皆さんで駆け抜けてみませんか。

１日 時

１０月２２日（土） １０時～１５時３０分

２会 場

松本市役所 四賀支所
●定員＝２００人
●料金＝一般:6,000円（地元産米５㎏付）（米生産者はお米を５㎏持参した場合
4,000円） 男女ペア:9,000円 小・中学生:1,000円
●内容＝一般男子は10㎏（米５㎏＋持参の荷物５㎏）、一般女子は米５㎏をかつ
いで走る山岳競走大会です。男女ペアの部は男子クラスと同じ荷重（米5キロ＋
持参荷物5キロの計10キロ）を2人でどう配分してもかまいません。中学生と小学生
は荷物はなしです。虚空蔵山の山頂等を経由する13㎞の標高差６５０ｍの山岳
コースでタイムを競います。
一斉にスタートして最も早いタイムでフィニッシュした方を優勝とします。
※小学生クラスは特設コース（3.5km）です。
●カテゴリー ①一般男子 16歳～44歳コース ②一般男子 45歳以上クラス
③一般女子 16歳以上クラス ④男女ペアクラス ⑤中学生クラス ⑥小学生クラス
●申込期限＝９月30日（金）
●申し込み・問い合わせ＝松本商工会議所 四賀支所
TEL0263-64-2147 FAX0263-64-3950

３内 容

≪主 催≫
≪アクセス≫

お問合わせ先

四賀元気プロジェクト・松本商工会議所四賀支所
[お車で] 長野自動車道「安曇野ＩＣ」から25分
※駐車場あり
[列車で] ＪＲ篠ノ井線「松本駅」下車 大会送迎バスで約40分

松本商工会議所 四賀支所
（住 所） 〒399-7402 松本市会田１００１－１
（電 話） 0263-64-2147
（ＦＡＸ） 0263-64-3950
（ＵＲＬ） http://www.shiga-genki.net/marathon/
―８―

●

参加募集

安曇野市

ニカワジョウケイサン

ケイ カ

『中房温泉の膠状珪酸および珪華』見学

安曇野の代表的な温泉地「中房温泉」は、観光地としての歴史も古く、独自の自然環境が形成する
「膠状珪酸」および「珪華」は、国の天然記念物に指定されています。中房温泉の自然を学びなが
ら、安曇野の観光の歴史も学んでみませんか。

１日 時

10月23日（日） 9時～13時30分

２会 場

中房温泉

３ 参加費

2,000円
●日程
8：55中房温泉駐車場集合⇒⇒⇒9：00国天然記念物や登録有形文化財を見学⇒
⇒⇒地熱蒸しに挑戦⇒⇒⇒12：00昼食・入浴・自由散策⇒⇒⇒13：30解散
・参加費に含まれるもの：(昼食代、入浴代、地熱蒸し材料、資料代、保険代)
●申込み期限：10月20日（木）

４内 容

※中房温泉までの公共交通機関をご利用の方は、中房温泉行定期バスをご利用ください。

・行き：穂高駅8：00発⇒中房温泉8：55着
・帰り：中房温泉14：00発⇒穂高駅14：55着
・往復の料金……3,400円

≪主 催≫
≪アクセス≫

一般社団法人 安曇野市観光協会
[お車で] 「安曇野IC」から約1時間20分
[列車で] JR大糸線「穂高駅」下車
※中房温泉行き定期バス(約55分）をご利用下さい。

お問合わせ先

一般社団法人 安曇野市観光協会
（住 所） 〒399－8303安曇野市穂高5952-3
（電 話） 0263-82-3133
（ＦＡＸ） 0263-87-9361
（ＵＲＬ） http://www.azumino-e-tabi.net
（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03.plala.or.jp

―９―

●

参加募集

安曇野市
イワ

ス

秘境 岩州山～歴史とロマンを訪ねて～
岩州山は地元では美しい自然景観と歴史に満ちた山として知られています。尾根道沿いには奇岩
や神社、城跡などが点在している、まさに「地域の宝」です。標高は1,000ｍに満たないものの、北ア
ルプス登山の雰囲気が味わえる穴場スポットです。今回は潮沢名物の灰焼きおやきも付きますので、
当時の状況に思いを馳せながら味わってください。

１日 時

10月29日（土） 9時30分～12時30分

２会 場

岩州公園

３ 参加費

1,500円
●日程
集合9：20 岩州公園下駐車場→9：30出発→10：30休憩 猿飛岩（おやきタイム）→
不動岩→12：30解散

４内 容

・参加費に含まれるもの：（ガイド代、おやき代、保険代）
●申込み期限：10月26日（水）

≪主 催≫
≪アクセス≫

一般社団法人 安曇野市観光協会
[お車で] 「安曇野IC」から約20分
[列車で] JR篠ノ井線「明科駅」よりタクシー約15分

お問合わせ先

一般社団法人 安曇野市観光協会
（住 所） 〒399-8303安曇野市穂高5952-3
（電 話） 0263-82-3133
（ＦＡＸ） 0263-87-9361
（ＵＲＬ） http://www.azumino-e-tadi.net
（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03.plala.orjp

―１０―

●

参加募集

松本市

松本城ウオーク2016
国宝松本城を起点に、アルプスの展望ポイントや、温泉地、歴史の名所を訪ね歩く、2日間のウォー
キングイベントです。今年から地図だけを手掛かりに印所を探し、印判を集めながらゴールの松本城
を目指して歩きます。信州松本の秋を肌で感じて、お楽しみください。
各コースには途中で温泉に入ってからバスで帰るオプションもあります。
参加者全員に、松本市の観光文化施設（国宝松本城、旧開智学校、松本市美術館など12施設）の
無料入場券をお送りします。イベントの前後に松本市内観光をお楽しみください。

１日 時

１１月１２日（土）～１３日（日） ９時～１６時 （受付開始 ８時～）

２会 場

松本城公園を発着とする、各日３～４コース
12日（土）
●アルプス展望コース（15㎞、7㎞）
※温泉セットコース（浅間温泉）9㎞
13日（日）
●松本歴史探訪コース（18㎞、10㎞、5㎞）
※温泉セットコース（美ヶ原温泉）13㎞

３内 容

●参加費：事前申し込み（10月25日（火）まで）
・1日参加 1,500円 ・両日参加 2,000円
※なお、10月26日（水）以降は当日受付となります。
・当日申し込み 1日参加 2,000円 両日参加 2,500円
温泉セットコース
12日（土）800円追加
13日（日）600円追加
※高校生以下無料（温泉セットコースは有料）
≪主 催≫
≪アクセス≫

松本市・松本観光コンベンション協会・信濃毎日新聞社
[お車で] 長野自動車道「松本ＩＣ」から15分
駐車場はありませんので、市内有料駐車場をご利用ください

[列車で] ＪＲ篠ノ井線「松本駅」より徒歩15分
松本駅より市内循環バス（タウンスニーカー）北コース「丸の内」下車１分

お問合わせ先

松本観光コンベンション協会
（住 所） 〒390-0874 松本市大手3-8-13 松本市役所大手事務所１階
（電 話） 0263-34-3295
（ＦＡＸ） 0263-39-7320
（ＵＲＬ） http://www.matsumoto-tca.or.jp/sports/walk/
（E-ｍａｉｌ) sports@matsumoto-tca.or.jp
―１１―

●

イベント

安曇野市

秋コスモスの花フェスタ
秋の行楽シーズンに合わせ、35万本20品種の色とりどりのコスモスが、安曇野のシンボルである北
アルプス・常念岳を借景に咲き誇る、国営公園ならではの花修景をご覧いただけます。見どころは30
万本のコスモスが咲く段々原っぱ。期間中は花にまつわるイベントとともに、家族連れで楽しめるシル
バーウィークイベントやアウトドア総合イベント「Outdoor Park」、6月に新規オープンした里山文化
ゾーンでの「収穫祭」を開催し、花の魅力と遊びをたっぷりと楽しめます。

１日 時

９月３日（土）～１０月１６日（日） ９時３０分～１７時

２会 場

国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区

３ 入場料
４内 容

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）

≪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（担当：合田、竹迫）

●コスモスイベント
コスモスのクイズラリー9/3～10/16、コスモスの摘み取り体験9/17.18.19・10/16・17
●シルバーウィークイベント 9/17～9/25
大型エアー遊具であそぼう！9/22～25、 池まつり～ニジマス取り放題～9/22、
キッズラグビーパーク9/17.18 、松本山雅サッカーパーク 9/19、
カヤック・ラフティング 9/17～10/10、 秋のクラフトワークショップ 9/17～19
●アウトドアパーク≪Ｐart．１≫ 10/1・2（無料入園日）
[アクティビティ] パラグライダー、カヤック・ラフティング、フォレストアドベンチャー、
バンジートランポリン、ウォーターボール、クライミングウォール、スラックライン等
[ワークショップ] ネイチャークラフト、レザークラフト 等
[アウトレットマーケット] ウェア・シューズ、キャンプ道具、サングラス、帽子等のアウ
トドアグッズ販売
●アウトドアパーク≪Ｐart．２≫ 10/8・9・10
[アクティビティ] ロープで木登りツリーイング、チェーンソー体験、ロープワーク体
験、カヤック・ラフティング、ツリーモックキャッチ、サバイバル救命救急体験
[ワークショップ] 楽器作り、クラフト体験
[デモンストレーション] チェーンソーアート実演、T-1グランプリ木登り競争、
ワーククライミングパフォーマンス

（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ）

〒〒399-8295 安曇野市堀金烏川33-4
0263-71-5511
（ＦＡＸ） 0263-71-5512
http://www.azumino-koen.jp

―１２―

●

イベント

中川村

西原ぶどう園ぶどう狩り
信州中川村は、気候が温暖で特に農作物を美味しく育てるのに適していると言われる昼夜の温度
差がほどよくあります。そのため、果物に「うまみ」が生まれ、大変美味しいぶどうが生産できます。
ＪＲ飯田線伊那田島駅の南に位置する「西原ぶどう園」は複数の生産者が共同で運営している広大
なぶどう園です。ぶどうの種類も豊富なため、多くの方が一斉にぶどう狩りを楽しんでいただけます。
ぶどう祭の日には、豚汁の無料サービスも行っておりますので、是非お出かけください！

１期 間

９月１２日（月）～１０月２３日（日） ９時～１７時

２会 場

西原ぶどう園（JR飯田線伊那田島駅南）
駐車場：大型バス駐車場あり

３ 入場料
４内 容

ぶどう狩り・・・（１kgあたり）1,100円より
●ぶどう狩り
９月12日（月）～10月23日（日） ９時～１７時まで
ぶどうの販売・・・（１kgあたり）1,100円より
●予約方法
下記の連絡先までご連絡ください。
【TEL・FAX 0265-96-7501】
【代表携帯 090-5345-2489】

≪主 催≫
≪アクセス≫

西原ぶどう園
[お車で] 中央自動車道「駒ヶ根IC」から約20分
中央自動車道「松川IC」から約10分
[列車で] JR飯田線「伊那田島駅」より徒歩約5分

お問合わせ先

中川村観光協会
（住 所） 〒399-3892 長野県上伊那郡中川村大草4045-1
（電 話） 0265-88-3001
（ＦＡＸ） 0265-88-3890
http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/kankou
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) shokan@vill.nagano-nakagawa.lg.jp
―１３―

●

イベント

軽井沢町

軽井沢紅葉まつり

リゾートマラソンやテニス大会といったスポーツ大会やウォーキングイベントなど、さわやかな秋を迎
えた軽井沢を満喫できるイベントが盛りだくさんの催しです。

１日 時

9月26日（月）～11月3日（木・祝）

２会 場

町内各所にて開催

３ 入場料
４内 容

イベントにより異なります。
●紅葉まつりテニス大会
10月8日（土）・9日（日） 会場：風越公園屋外テニスコート
●駅からハイキング
10月1日（土）～17日（月） 受付：中軽井沢駅観光案内所 9時～11時
11月15日（火）～30日（水） 受付：軽井沢駅観光案内所 9時～11時
●ホリデーウォークin軽井沢
10月16日(日) 受付：中軽井沢駅北口広場くつかけテラス 8時50分～9時50分
スタート：10時10分
申込締切：10月4日(火)
申込・問合せ：信濃毎日新聞社事業部内「ホリデーウォークin軽井沢事務局」
TEL026-236-3399
●アウトドアどんぐり体験
１１月３日（木・祝）
集合時間：９時
集合場所：軽井沢町役場西側駐車場
問合せ：軽井沢町教育委員会 生涯学習係 TEL0267-45-8695

≪主

軽井沢町観光経済課

催≫

お問合わせ先

●

軽井沢町観光経済課
（住 所） 〒389-0192 軽井沢町大字長倉2381-1
（電 話） 0267-45-8579
（ＦＡＸ） 0267-46-3165
（ＵＲＬ） http://www.town.karuizawa.lg.jp/
（E-ｍａｉｌ) kankei@town.karuizawa.nagano.jp
―１４―

イベント

富士見町

プレミアム雲海ゴンドラ
特別企画！ 日常では味わえない雲上の絶景！
八ヶ岳まで続く幻想的な空間が広がります。
朝日に染まる雲海を８人乗りゴンドラで空中散歩してみませんか。
遠くに富士山を望むこともできます。雲海が出現しなくても秋の絶景が楽しめます。

１日 時

9月30日（金）～10月30日（日）の毎週 金/土/日 5時30分～

２会 場

富士見パノラマリゾート

３ 入場料
４内 容

ゴンドラ料金：大人 1，650円 子供 800円 未就学児無料
●プレミアム雲海ゴンドラ
・運行開始時間 AM 5：30～
・運行開始（チケット販売AM5：25～）
※AM8：00～PM9:00の１時間ゴンドラの上り線のご乗車はできません。
※悪天候の場合は運行を中止する場合がございます。
※雲海は気象条件が整った明け方に多く発生しますが 自然現象の為、雲海が発生
しない場合もございます。
※山頂部は冷え込みますので、暖かい服装でご来場ください。

≪主 催≫
≪アクセス≫

富士見パノラマリゾート
[お車で] 中央自動車道「諏訪南IC」から約7分
[列車で] JR中央本線「富士見駅」よりタクシーで約10分

お問合わせ先

富士見パノラマリゾート
（住 所） 〒399-0211 諏訪郡富士見町富士見6666-703
（電 話） 0266-62-5666
（ＦＡＸ） 0266-62-6600
（ＵＲＬ） http://www.fujimipanorama.com/summer/top_info/autumn/

―１５―

●

イベント

小諸市

北国街道 蕎麦グルメウォーキング
軽井沢の追分宿をスタートし、小諸城をゴールとする約14ｋｍのウォーキング大会です。
そばに関係するグルメを味わいながら歩きましょう！
真田氏と徳川軍の決戦「第二次上田合戦」では、小諸城に本陣を置いた徳川秀忠公を、小諸城主
であった仙石秀久が追分宿まで出迎えに行き、小諸城まで案内した史実があります。
スタートとゴールでは、小諸センゴク甲冑隊によるお出迎えがあります。

１日 時

10月1日（土）

7時～14時

２会 場

軽井沢追分宿～小諸城址懐古園
※集合場所：軽井沢町追分宿郷土館・駐車場内

３ 参加費
４内 容

3,000円
7：00～大会受付（軽井沢町追分宿郷土館・駐車場内）
8：15 出陣式
8：30 追分宿スタート
9：30～三ツ矢（4.5ｋｍ地点）
10：30～平原宿（8.2ｋｍ地点）
11：30～小諸宿・与良館（12.6ｋｍ地点）
12：00～小諸城・大手門（13.9ｋｍ地点）
12：00～ゴール受付（小諸観光交流館）
14：00 ゴール受付終了・解散
参加定員200名
※参加費には、蕎麦グルメのおやつ・食事・保険料が含まれます。

≪主 催≫
≪アクセス≫

浅間サンラインネットワーク
[お車で] 上信越自動車道「碓氷軽井沢IC」から約35分
[列車で] しなの鉄道「信濃追分駅」よりタクシーで約５分
●

お問合わせ先

小諸市観光協会
（住 所） 〒384-0025
（電 話） 0267-22-1234
（ＦＡＸ） 0267-25-3380
http://www.kanko.komoro.org/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) office@kanko.komoro.org
―１６―

イベント

伊那市

高遠「しんわの丘ローズガーデン」秋のバラ祭り
高遠「しんわの丘ローズガーデン」は遠くに中央アルプス、眼下に高遠町の街並みを望む自然と調
和した公園です。今年6月、休憩施設と展望デッキが完成し、車イスでも行き来できるスロープも新設
されました。
秋のバラは、小ぶりながら色鮮やかに咲くのが特徴で、園内は初夏とはひと味違った落ち着いた雰
囲気に包まれます。
澄み切った秋空の下、華麗に咲くバラをお楽しみください。

１日 時

10月8日（土）～10日（月・祝） 9時～16時

２会 場

高遠「しんわの丘ローズガーデン」
※ペット入園可（リードを1m程度に短くし、フン等は飼い主の責任で始末）

３ 入場料
４内 容

無料
●豚汁無料サービス
・１１時～ 先着1００名様
●麓のバラ茶屋
・１０時～１５時
●バラの育て方なんでも相談 など

≪主 催≫
≪アクセス≫

高遠「しんわの丘ローズガーデン」秋のバラ祭り実行委員会
[お車で] 中央道「伊那IC」から約30分
[列車で] JR飯田線「伊那市駅」よりバスで約25分「高遠駅」
「高遠駅」下車徒歩約40分

お問合わせ先

高遠「しんわの丘ローズガーデン」秋のバラ祭り実行委員会事務局
（住 所） 〒396-0211 長野県伊那市高遠町西高遠１８０６
（電 話） 0265-94-2556
（ＦＡＸ） 0265-94-3697
（ＵＲＬ） http://inashi-kankoukyoukai.jp/
（E-ｍａｉｌ) t-knk@inacity.jp

―１７―

●

イベント

安曇野市

2016安曇野やさいスイーツフェア
安曇野の自然の恵みをスイーツを通じて伝えるためにスタートした「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14店がそれぞれ開発し、期間限定で販売します。今年の
テーマは「安曇野産サツマイモ」です！水はけの良さ、昼夜の寒暖差、豊富な日照時間等、豊かな
自然が安曇野産の美味しい野菜の秘訣です。

１期 間
２会 場

３内 容

≪主 催≫
≪アクセス≫

10月8日（土）～11月6日（日）
安曇野市内参加14店舗（予定）

▼参加店舗：彩香、あづみ野バザール若松屋、おいも
日和、国営アルプスあづみの公園、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、トリアノン、㈲松月堂、ベーカリーハウスノジリ、ホテルアンビエント安曇野、胡蝶庵
、丸山菓子舗
※店舗によって開店時間、休業日等は異なります。
▼市内の各店舗で、安曇野産野菜を使ったスイーツを期間限定で販売します
【特色】
●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野菜の自然な味わいを、新しい味とともにお楽しみください。
●安曇野の野菜
北アルプスから流れ出る清流に、その清流が生み出した水はけのよい土壌。
また昼は暑くて夜は冷え込む寒暖差のある気候に、雨が少なく豊富な太陽の日を浴びた安
曇野の野菜は毎年元気に美味しく育ちます。今年のテーマは「安曇野産サツマイモ」です。
●ハロウィンとともに！
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14店。
期間中はハロウィンの企画も用意しています。
バラエティ豊かなサツマイモのスイーツをお楽しみください。
●特典付オリジナル保冷バックを販売
期間中、参加店で特典が受けられる安曇野やさいスイーツオリジナルの保冷バックを販売し
ます。

安曇野やさいスイーツプロジェクト
[お車で] 長野自動車道「安曇野ＩＣ」より 安曇野市内各店舗へ
[列車で] ＪＲ大糸線豊科駅・穂高駅 他各駅、又はＪＲ篠ノ井線
田沢駅・明科駅
●

お問合わせ先

安曇野市
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

商工観光部 観光交流促進課
〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地
0263-71-2000
（ＦＡＸ） 0263-72-1340
www.facebook.com/azumino.yasai.sweets
kankokoryu@city.azumino.nagano.jp

―１８―

イベント

伊那市

第33回 南アルプスふるさと祭り
南アルプスふるさと祭りでは地域の特色を生かし、「食」をメインにした祭りを開催します。商工会提
供による長谷鍋（猪鍋）、ローメン、そば、イワナや地場特産品を販売します。また、地元小学生による
『讃歌―長谷』、中学生による南アルプス太鼓を披露します。メインステージでは、伊那市出身ご当地
アイドルの「なるみミニコンサート」もあり、大変賑やかな祭りです。
夜は毎年好評をいただいている花火大会を開催します。美和の湖にこだまする迫力ある花火をぜ
ひお楽しみください。

１日 時

10月9日（日）

２会 場

美和湖公園（伊那市長谷黒河内）
１２：００～ こども神輿
１３：００～ チアリーディングダンス
１３：３０～ 消防音楽隊演奏
１４：１０～ ざんざ節・きんにょんにょ節（保存会＆長谷中学生）
１４：４０～ 南アルプス太鼓（長谷中学生）
１５：１５～ なるみミニコンサート
１６：００～ 『讃歌一はせ』披露（長谷小学生）
１６：１５～ ダンス発表（長谷小ダンスクラブ）
１６：３０～ お宝抽選会（ビンゴ）
１７：３０～ 長谷太鼓
１８：００～ 花火大会

３内 容

１２時～１９時

≪主 催≫
≪アクセス≫

第33回 南アルプスふるさと祭り実行委員会
[お車で] 中央自動車道「伊那IC」から約４５分
[列車で] JR「伊那市駅」よりタクシー約４０分（美和湖公園）

お問合わせ先

伊那市長谷総合支所高遠長谷商工観光課内南アルプスふるさと祭り実行委員会

（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

〒396-0402伊那市長谷溝口1394番地
0265-98-3130
（ＦＡＸ） 0265-98-2029
http://inashi-kankoukyoukai.jp/
t-knk@inacity.jp

―１９―

●

イベント

箕輪町

天竜健康ウォーク
～天竜河畔の”せせらぎロード”、もみじ湖へと続く”水と緑のヘルスロード”、
家族そろって健康づくり～
快きスポーツと実りの秋の一日に、「水と緑」がいっぱいの箕輪町でウォーキングしませんか？
ゆたかな天竜川護岸を歩き、みんなで健康づくりに励みましょう！
箕輪町を知っていただくとともに、箕輪町の景観、田園風景、伊那谷の風景をウォーキングとともに
お楽しみください。

１日 時

１０月９日（日） 雨天の場合１０月１０日（月）

２会 場

箕輪町 みのわ天竜公園（スタート及びゴール）

３ 参加費

一般…一人５００円／小・中学生…一人２００円／小学生未満…無料
■コース及びスケジュール
・５ｋｍコース（天竜護岸を伊那路橋往復）
９：４５
受付開始
１０：１５
大会セレモニー
１０：３０
スタート
１３：００頃 最終ゴール予定

４内 容

・９ｋｍコース（天竜護岸からの田園丘陵ロード）
及び１３ｋｍコース（天竜川と箕輪ダムもみじ湖を巡る“水と緑の”ヘルスロード）
９：００
受付開始
９：４５
大会セレモニー
１０：００
スタート
１３：００頃 最終ゴール予定

≪主 催≫
≪アクセス≫

天竜健康ウォーク実行委員会
[お車で] 中央自動車道「伊北IC」から約10分
[列車で] ＪＲ飯田線「伊那松島駅」より徒歩で約10分

お問合わせ先

天竜健康ウォーク実行委員会事務局
（住 所） 〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10291
（電 話） 0265-70-6602
（ＦＡＸ） 0265-79-6368
（ＵＲＬ） http://minoten.net/index.html
（E-ｍａｉｌ) ＨＰ内問合せフォーム参照

―２０―

●

イベント

中野市

信州中野 おごっそフェア

「信州中野おごっそフェア」は、2016年の秋に長野県
中野市で開催する新しい食のイベント。中野市の野菜・
果物をはじめとした「食」をテーマに信州中野の魅力を
発信します。
中野市の「食」を中心とした各種販売、多彩なステージ
イベント、中野市の伝統芸能の披露など、盛り沢山な２
日間です。食欲の秋にぜひお出かけください。

１日 時

10月15日（土）10時～17時、16日（日）9時～16時

２会 場

旧中野高校グラウンド（〒383-0023 中野市小舘6）
※会場内に駐車場はございませんので、特設駐車場にお停めください

３ 入場料

入場無料

４内 容

・うまいもんが食べられる飲食ブースの出店
・きのこやりんご・ぶどうなどの秋の味覚を販売
・朝採り野菜や果物をそのまま載せた「信州中野・軽トラ市」の開催
・子供たちが自由に遊べる「キッズ体験コーナー」 などを予定。
【ステージタイムスケジュール】
◆15日（土）
10:00～10:30 豊田故郷太鼓・豊田もみじ太鼓
11:00～11:50 中野市音楽親善アンバサダー・麻衣ライブ「信州中野でトトロ組曲を唄う」
13:00～14:55 SBCラジオ「ともラジ」生放送
15:00～15:30 「きのこおかずグランプリ」投票結果
15:40～16:20 料理人・森野熊八 クッキングショー「信州中野を味わう」
16:30～17:00 青獅子（小内八幡神社芸能保存会）
◆16日（日）
10:00～10:30
11:00～11:45
12:00～12:30
13:00～14:30
15:00～15:30

「妖怪ウォッチ」キャラクターショー ※１回目
中野市可燃ごみ指定袋 最優秀デザイン発表と表彰式、間山雲井太鼓
「妖怪ウォッチ」キャラクターショー ※２回目
「太田プロお笑いライブ」出演；彦麿呂、松村邦洋、神奈月
「妖怪ウォッチ」キャラクターショー ※３回目

≪主 催≫
≪アクセス≫

「信州中野おごっそフェア」実行委員会
[お車で] 上信越自動車道「信州中野IC」から会場まで約15分
※お車は特設駐車場にお停めください
[列車で] 長野電鉄「信州中野駅」より会場まで徒歩約12分
※無料シャトルバスも運行します

お問合わせ先

「信州中野おごっそフェア」実行委員会（信州中野商工会議所内）
（住 所） 〒383-0022 長野県中野市中央1-7-2
（電 話） 0269-22-2191
（ＦＡＸ） 0269-26-7007
（ＵＲＬ） https://www.ogosso.nakanocci.or.jp/
（E-ｍａｉｌ) info@nakanocci.or.jp
―２１―

●

イベント

小諸市

小諸センゴク合戦ウォーキング

いざ！上田城へ！
戦国武者・甲冑コスプレ歓迎！
小諸城址から上田城へ約13ｋｍの歴史めぐりウォーキング！

１日 時

10月16日（日）

7時～15時30分

２会 場

小諸城址懐古園～上田城跡公園（一部鉄道使用）
※集合場所：小諸市大手・小諸観光交流館

３ 参加費
４内 容

3,800円 ※甲冑レンタルサービス（参加費含む）：12,800円
7：00～大会受付（小諸市大手・小諸観光交流館）
※着替え更衣室（古城・さわやかふれあい館）
9：50～出陣式（小諸城・大手門公園）
10：20～小諸駅・しなの鉄道乗車
10：31 小諸駅発
10：41 田中駅着（ウォーキングスタート）
11：00～海野宿（2ｋｍ地点）
11：30～信濃国分寺（6.4ｋｍ地点）
12：00～染谷城跡（豊染英神社、9ｋｍ地点）
13：00～上田城ゴール受付（上田城跡公園）
参加申込締め切り１０月３日
参加定員200名
※参加費には、小諸駅→田中駅までの片道乗車券・おやつ・軽食・保険料が含まれます。

≪主 催≫
≪アクセス≫

小諸市観光協会
[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２分
●

お問合わせ先

小諸市観光協会
（住 所） 〒384-0025
（電 話） 0267-22-1234
（ＦＡＸ） 0267-25-3380
（ＵＲＬ） http://www.kanko.komoro.org/
（E-ｍａｉｌ) office@kanko.komoro.org
―２２―

イベント

富士見町

おひさんぽ 縄文の井戸尻遺跡めぐりガイドツアー

八ヶ岳南麓、JR信濃境駅周辺には約五千年前に縄文文化が栄えた井戸尻遺跡群が広がっていま
す。数々の遺跡を巡りながら井戸尻考古館では土器などの縄文の造形美をご覧ください。
10月16日（日）「高原の縄文王国収穫祭」が井戸尻史跡公園で開催されます。

１日 時

10月16日（日） 9時15分～13時45分

２会 場

井戸尻考古館周辺
※集合場所：JR信濃境駅

３ 参加費
４内 容

2,000円（昼食付、井戸尻考古館入館料含む）
所要時間：約4時間30分
集合時間：9時（JR信濃境駅）
●ウォーキングコース（約7㎞）
JR信濃境駅～藤内（とうない）遺跡～唐渡（とうどのみや）遺跡～居平（いだいら）遺
跡～齊木浅右衛門屋敷（さいきあさえもんやしき）～井戸尻考古館・史跡公園
※高原の縄文王国収穫祭～池生（いけのお）神社～JR信濃境駅
持ち物：飲み物、雨具、その他必要なもの
駐車場：JR信濃境駅及びその周辺
最寄り駅：JR信濃境駅
最少催行人数：10名
※富士見町おもてなしガイドがコースをご案内します。
※開催日の3日前までに予約が必要です。

≪主 催≫
≪アクセス≫

富士見町観光協会 富士見町役場産業課
[お車で] 中央自動車道「小淵沢IC」から約5分
[列車で] JR中央本線「信濃境駅」下車

お問合わせ先

富士見町観光協会
（住 所） 〒399-0211 諏訪郡富士見町富士見4654-226
（電 話） 0266-62-5757
（ＦＡＸ） 0266-62-7747
http://www.town.fujimi.lg.jp/kanko/images/pickup/walking/2016_ohisanpo.pdf
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) fujimian@po13.lcv.ne.jp
―２３―

●

イベント

小諸市

マンズワイン小諸ワイナリー収穫祭

ワイン造りの最適な小諸の地で毎年10月に開催されるマンズワインの収穫祭。
今年のブドウの収穫とワインの出来を祝います。楽しいひと時をお楽しみください。

１日 時

10月22日（土）～23日（日）

２会 場

マンズワイン小諸ワイナリー

３ 入場料
４内 容

無料
▼ワイン・ジュースの試飲
最初の１杯はグラス付きで300円。以降１杯５０円にて提供いたします。
▼お祭りステージ
ミニコンサート、じゃんけん大会、小諸草笛会による演奏と草笛体験
▼お祭り広場
焼肉、焼き鳥、チーズ等の販売
洋ラン、花グッズ他の販売
▼特別一般公開・地下セラー
10：00～15：00 国産プレミアムワイン「ソラリス」有料試飲
▼日本庭園内本格茶室のお茶席
10：00～15：00 薄茶200円
※駐車場に限りがありますので、できるだけ車でのご来場はご遠慮ください。
小諸観光交流館前より、ワイナリーまでシャトルバスを運行します。
※飲酒運転は法令により禁止されています。公共交通機関をご利用ください。

≪主 催≫
≪アクセス≫

マンズワイン小諸ワイナリー
[お車で] 上信越自動車道「小諸IC」から約５分
[列車で] ＪＲ小海線/しなの鉄道「小諸駅」より徒歩約20分

お問合わせ先

9時～16時

マンズワイン小諸ワイナリー
（住 所） 〒384-0043 長野県小諸市諸375
（電 話） 0267-22-6341
（ＦＡＸ） 0267-22-6336
（ＵＲＬ） http://www.mannswine-shop.com/winery/komoro/index.htm
―２４―

●

イベント

塩尻市
シンシュウ

シオジリ

信州塩尻 「そば切り物語り」
そば切り発祥の地である塩尻市。古墳時代の住居跡からそばの花粉が発見されており、稲作と共
に畑作物としてそばの栽培がされていました。このイベントで提供される「信州ひすいそば」は、塩尻
市にある長野県野菜花き試験場で１０年の歳月をかけて開発され、新たなそばとして注目されていま
す。塩尻生まれの香り高い「信州ひすいそば」をぜひご賞味ください。
また、同時開催の「塩尻ヌーボーピクニック」では、塩尻桔梗ヶ原でこの秋収穫するぶどうで作られ
るフレッシュでフルーティーなヌーボーワインをご堪能いただけます。

１日 時

10月22日（土）～23日（日） 10時～16時

２会 場

平出遺跡公園（塩尻市大字宗賀388番地2）
※ＪＲ塩尻駅東口から無料シャトルバス運行

３ 入場料

入場無料（各ブースにて、そば等の販売有）

４内 容

●テーマ 「おいしいがいっぱい 秋の大収穫祭」
●イベント内容
塩尻のそば・ワイン等、塩尻市の秋の魅力を堪能できる。
①そば切り物語り・・・信州ひすいそばの販売やそば処による出店
②塩尻ヌーボーピクニック・・・ヌーボーの有料試飲
③蕎麦前・・・日本酒の有料試飲
④縄文・古代の村・・・平出遺跡紹介や出土品レプリカ展示等
⑤飲食・販売・・・名物・特産品の販売と各種飲食
⑥農産物・・・塩尻産農産物の販売、収穫体験等
⑦木育・・・マイ箸づくり体験、木のおもちゃふれあい体験
⑧展示・ＰＲ・・・そばの歴史展示、無料振る舞いサービス等

≪主 催≫
≪アクセス≫

信州塩尻「そば切り物語り」実行委員会
[お車で] 長野自動車道 「塩尻IC」から車で約10分
[列車で] ＪＲ中央本線 「塩尻駅」下車
※駅からは、無料シャトルバスや地域振興バス、タクシーなど
をご利用ください
●

お問合わせ先

信州塩尻「そば切り物語り」実行委員会事務局（(一社)塩尻市観光協会）
（住 所） 〒399-0736 塩尻市大門一番町12番2号
（電 話） 0263-54-2001
（ＦＡＸ） 0263-52-1548
http://www.city.shiojiri.lg.jp/kanko/index.html
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) info@tokimeguri.jp
―２５―

イベント

大町市

小熊山紅葉トレッキング
リピーターの多い人気イベント。木崎湖と黒沢高原を結ぶトレッキングコースとして、長く親しまれて
いる、林道と登山道を交互に繰り返すコースです。鹿島槍ヶ岳や爺ヶ岳が大きく眺められるビューポ
イントが各所にあり、景色を楽しみながら歩くことができます。木崎湖を見渡す丘でゆっくりと食べるお
弁当の味は格別です。
※昼食時お茶のサービスがあります。
市内スキー場１日リフト券プレゼントやきのこ汁・おやきのふるまいの特典がいっぱいのトレッキングを
お楽しみください。

１日 時

１０月２３日（日） ９時～１４時３０分（予定）

２会 場

大町市平黒沢高原～小熊山トレッキングコース～中綱湖畔

３ 参加費
４内 容

中学生以上１，０００円 小学生５００円
●受付時間 ８：３０～９：００
●受付場所 黒沢高原 鹿島槍スポーツヴィレッジ駐車場
●定員 １８０名（小学生以上）
※要事前申込 定員になり次第または10月18日（木）に締切
●申込先 大町市観光協会 ℡0261-22-0190
●コース 黒沢高原～木崎湖展望。往復９㎞。約４時間。
舗装路とやや傾斜のある散策道・標高差４００ｍ。
履物は、出来ればトレッキングシューズ
携帯 一部不可の地域あり
●持ち物 昼食・飲み物・雨具・防寒具・防寒具・マイカップ等
※昼食時お茶のサービスがあります。マイカップをご持参ください。
※特典 市内スキー場１日リフト券プレゼント！！
きのこ汁・おやきのふるまいがあります！！

≪主 催≫
≪アクセス≫

大町市イベント実行委員会
[お車で] 長野自動車道「安曇野ＩＣ」から車で５０分
[列車で] JR大糸線「信濃大町駅」よりタクシーで３０分

お問合わせ先

大町市観光協会
（住 所） 〒398-0002 長野県大町市大町3200
（電 話） 0261-22-0190
（ＦＡＸ） 0261-22-5593
（ＵＲＬ） http://www.kanko-omachi.gr.jp/

―２６―

●

イベント

富士見町

おひさんぽ 八ヶ岳の紅葉と古道ガイドツアー

金色に輝くカラマツのイチョウに囲まれた信玄の棒道や鉢巻トレイルを散策します。仏供石、富士山
ビューポイントなど見所も満載です。

１日 時

10月23日（日） 10時～14時

２会 場

富士見高原周辺
集合場所：富士見高原リゾート（八峯苑 鹿の湯）

３ 参加費
４内 容

2,000円（昼食付）
所要時間：約4時間
集合時間：9時45分
●ウォーキングコース（約7㎞）
八峯苑 鹿の湯～信玄の棒道～稗之底古村址～鉢巻トレイル～富士山ビュース
ポット～
南アルプスビュースポット～富士見高原ペンションヴィレッジ～八峯苑 鹿の湯
持ち物：飲み物、雨具、その他必要なもの
駐車場：富士見高原リゾート（八峯苑 鹿の湯）
最寄り駅：JR小淵沢駅（富士見高原リゾートまでタクシーで10分）
最少催行人数：10名
※富士見町おもてなしガイドがコースをご案内します。
※開催日の3日前までに予約が必要です。

≪主 催≫
≪アクセス≫

富士見町観光協会 富士見町役場産業課
[お車で] 中央自動車道「小淵沢IC」から約8分
[列車で] JR中央本線「小淵沢駅」より約15分

お問合わせ先

富士見町観光協会
（住 所） 〒399-0211 諏訪郡富士見町富士見4654-226
（電 話） 0266-62-5757
（ＦＡＸ） 0266-62-7747
http://www.town.fujimi.lg.jp/kanko/images/pickup/walking/2016_ohisanpo.pdf
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) fujimian@po13.lcv.ne.jp
―２７―

●

イベント

佐久市

第39回平尾山もみじ祭り
秋色深まる佐久スキーガーデンパラダ 北パラダで「第39回平尾山もみじ祭り」が開催されます。
浅間山を望む会場で、バーベキューに舌鼓を打ちながら、特設ステージでの参加型エンターテイメン
トショーやコンサート、太鼓演奏などをお楽しみください。
ほかにも、マス釣りや金魚すくい、ふれあい動物園など盛りだくさんのイベントがありますので、ご家
族でゆったり秋の1日をお過ごしいただけます。

１日 時

10月30日（日） 10時～15時

２会 場

佐久スキーガーデンパラダ 北パラダ

３ 入場料
４内 容

無料（※一部有料イベントあり）
【特設ステージ】
歌謡ショー、太鼓演奏、平根保育園児おゆうぎ、平根小学校金管クラブ演奏 ほか
【特設コーナー】
きのこ汁無料サービス（先着100名様）、バーベキューコーナー、地元特産品即売会
ほか
※バーベキュー味の券発売
前売券 1,300円、当日券 1,500円
【その他】
金魚すくい、マス釣り、ヨーヨー風船プレゼント、お楽しみ抽選会（バーベキュー味の
券購入者） ほか
【子ども未来館館長なおやマン登場（14時30分～）】
なおやマンこと佐久子ども未来館 島崎直也館長による参加体験型エンターテイメン
トショーを開催します。

≪主 催≫
≪アクセス≫

平尾山もみじ祭り実行委員会
[お車で] 上信越自動車道「佐久平スマートＩＣ」から5分
上信越自動車道「佐久ＩＣ」から10分
[列車で] ＪＲ「佐久平駅」よりタクシー15分
ＪＲ「岩村田駅」よりタクシー15分

お問合わせ先

佐久市観光協会（佐久市役所観光交流推進課内）
（住 所） 〒385-8501 長野県佐久市中込3056
（電 話） 0267-62-3285
（ＦＡＸ） 0267-62-2269
（ＵＲＬ） http://www.sakukankou.jp/
（E-ｍａｉｌ) kankou-k@city.saku.nagano.jp

―２８―

●

イベント

大町市

鷹狩山・霊松寺紅葉トレッキング
大町山岳博物館から北アルプスの眺望が素晴らしい鷹狩山山頂を経て、色あでやかな紅葉が満喫
できる霊松寺への周遊コースをトレッキングします。植物の専門家によるガイドや霊松寺堂内の案内
もお聞きいただけます。霊松寺では葉と銀杏がひとつに付いた、たいへん珍しい“オハツキイチョウ”
をご覧いただけるかもしれません。

１日 時

１0月30日（日） ８時3０分～14時30分(予定)

２会 場

大町山岳博物館～鷹狩山・霊松寺トレッキングコース

３ 参加費

中学生以上１，０００円 小学生５００円
●受付時間 8：00～8：30
●受付場所 大町山岳博物館
●定員 60名(小学生以上）
※要事前申込 定員になり次第または10月25日（木）に締切
●申込先：大町市観光協会 ℡0261-22-0190
●コース 山岳博物館～鷹狩山頂～霊松寺～山岳博物館。約９㎞。約４時間。
舗装路とやや傾斜のある散策道・標高差400ｍ
履物は、できればトレッキングシューズ
携帯 一部不可の地域あり
●持ち物 昼食・飲み物・雨具・防寒具・マイカップ等

４内 容

≪主 催≫
≪アクセス≫

お問合わせ先

大町市イベント実行委員会
[お車で] 長野自動車道「安曇野ＩＣ」から車で約４０分
[列車で] JR大糸線「信濃大町駅」より徒歩で約２５分

大町市観光協会
（住 所） 〒398-0002 大町市大町3200
（電 話） 0261-22-0190
（ＦＡＸ） 0261-22-5593
（ＵＲＬ） http://www.kanko-omachi.gr.jp/

―２９―

●

イベント

富士見町

おひさんぽ 文学にふれるプレミアム紅葉ガイドツアー

アララギ派の歌人が降り立った富士見駅。伊藤佐千夫のコンセプトで地元住民が協力して作った富
士見公園と歌碑。犬養木堂が余生を過ごそうとして建てた白林荘の佇まいは趣があります。

１日 時

10月30日（日）/11月3日（木・祝） 10時～14時

２会 場

富士見公園周辺
集合場所：JR富士見駅

３ 参加費
４内 容

2,000円（昼食付、高原のミュージアム入館料含む）
所要時間：約4時間
集合時間：9時45分
●ウォーキングコース（約5㎞）
JR富士見駅～高原のミュージアム～ふじみ分水の森～富士見公園～白林荘～
JR富士見駅
持ち物：飲み物、雨具、その他必要なもの
駐車場：JR富士見駅
最寄り駅：JR富士見駅
最少催行人数：10名
※富士見町おもてなしガイドがコースをご案内します。
※開催日の3日前までに予約が必要です。

≪主 催≫
≪アクセス≫

富士見町観光協会 富士見町役場産業課
[お車で] 中央自動車道「諏訪南IC」から約10分
[列車で] JR中央本線「富士見駅」下車

お問合わせ先

富士見町観光協会
（住 所） 〒399-0211 諏訪郡富士見町富士見4654-226
（電 話） 0266-62-5757
（ＦＡＸ） 0266-62-7747
http://www.town.fujimi.lg.jp/kanko/images/pickup/walking/2016_ohisanpo.pdf
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) fujimian@po13.lcv.ne.jp
―３０―

●

イベント

長野市

戸隠そば祭り

標高1200m、一日の気温差が大きく冷涼な気候のもとで栽培された薫りが高い戸隠のそば。
戸隠そばは、島根県の出雲そば、岩手県のわんこそばとならんで日本三大そばと称されています。
新そばを味わえるちょっと贅沢なイベントです。

１期 間

10月30日（日）～11月２４日（木）

２会 場
３内 容

長野市戸隠中社付近
●前夜祭 10月30日（日） 16:30～ 戸隠神社中社広庭
●戸隠蕎麦献納祭 10月3１日(月） 9:00～ 戸隠神社中社広庭
・献納そば手打ち式
・召立行列（新そば献納行列）
・蕎麦献納式 など
●半ざる食べ歩き 10月3１日(月)～11月24日（木）
「半ざる食べ歩き手形」（半ざる券4枚2000円）をご購入いただき、戸隠そば祭り協力
店へご持参ください。期間中半ざる（３ボッチ）そばをご用意しています。
個性が光る各店の味をお楽しみください。
※半ざる食べ歩き手形購入場所：実施そば店、長野市商工会戸隠支所、
長野駅前アルピコ交通「戸隠フリーきっぷ」窓口

≪主 催≫
≪アクセス≫

戸隠そば祭り実行委員会
[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」よりアルピコ交通バス「戸隠高原」行きで約60分
●

お問合わせ先

長野市商工会戸隠支所
（住 所） 〒381-4101長野市戸隠1484-2
（電 話） 026-254-2541
（ＦＡＸ） 026-254-2166
（ＵＲＬ） http://sobamatsuri.net/
（E-ｍａｉｌ) shokokai@s-togakushi.com

―３１―

イベント

飯山市

飯山市美術館ギャラリー企画展 『馬場剛史展』

飯山市美術館では美術家・馬場剛史（19７５～）の挿絵原画を紹介するギャラリー企画展を開催し
ます。馬場剛史は長年に亘り、白と黒によるモノトーンで一見ユーモラスな表情をした作品を制作し
今日に至っていますが、今回の展示では、地元紙・北信濃新聞の「奥信濃今昔ばなし」に１００回以
上連載してきた挿絵から選び抜いた原画２５点を展示します。

１期 間

１１月４日（金）～1２月４日（日）

開館時間：9時～17時（入館は16時30分まで）

２会 場

飯山市美術館ギャラリー＆ロビー
※毎週月曜休館（月曜日が祭日の場合は開館、翌日の火曜日が休館となります。）

４内 容

大人300（200）円、小中学生200（100）円 ※（ ）内は20名以上の団体料金
＊障碍者手帳をお持ちの方と付添いの方1名まで無料
美術家・馬場剛史の北信濃新聞「奥信濃今昔ばなし」に掲載された挿絵の原画
２５点と近年発表を継続している春陽展版画部門出品作品を合わせて約３０点を
展示します。

≪主 催≫
≪アクセス≫

飯山市・飯山市教育委員会
[お車で] 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、

３ 入場料

斑尾高原方面へ左折、「斑尾高原入口」を右折。

※駐車場は、普通車両・大型車両駐車可。
北陸新幹線・JR飯山線「飯山駅」斑尾口より徒歩10分、タクシー3分
[列車で] ※レンタルサイクル・レンタカー有り

お問合わせ先

飯山市美術館（担当:井端）
（住 所） 〒389-2253 飯山市大字飯山１４３６－１
（電 話） 0269-62-1501
（ＦＡＸ） 0269-62-1501
（ＵＲＬ） http：//www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/gakushuusien/bijyutukan
（E-ｍａｉｌ) bijyutukan@city.iiyama.nagano.jp

―３２―

●

イベント

箕輪町

もみじ湖夢まつり

１９９２年に完成の箕輪ダム。伊那谷北部の水がめとしての役割を持つ一方で、１万本のもみじが湖
畔に植栽され、晩秋ともなればブルーの水面と燃えるような紅葉が感動の情景を描きます。
水の恵みに感謝し、１１月５日（土）には地域住民が主催する「もみじ湖夢まつり」が開催されます。
ぜひお越しいただき、鮮やかな紅葉と様々なイベントで秋のみのわを満喫してください。

１日 時

１１月５日（土） 10時～

２会 場

箕輪ダム 下流 イベント広場

３ 入場料
４内 容

無料
●焼きそば、わたあめなどの飲食店、ボールすくいなどの屋台ゲーム、地元のとれたて新鮮農産物を販売する
軽トラ市など、「夢まつり」らしい多数の出店でお祭りを盛り上げます！
●約300キロの飼料用ロールを転がす「牛さんのおにぎり（ロール）転がし」レースの大会や、長靴飛ばし大会、
バッタハンターなど様々なイベントが開催され、より楽しくもみじ湖を散策していただけます。
●子どもから大人まで楽しめるお祭りとなっており、地元住民だけでなく、多くの観光客の方々にも毎年お楽しみ
いただいています。
●同日、もみじ湖ウォーキングイベントも開催します。
・8:00～9:00 受付
・9:30～
８kmコーススタート
・9:50～
５kmコーススタート
・～12:00
終了予定
※各コースの途中で箕輪町・もみじ湖等に関するクイズを答えながら歩く、ウォークラリーです。
全問正解者の中から抽選で景品贈呈！
参加者全員にオリジナルタオルの記念品配布もあります。
こちらもぜひご参加ください。

≪主 催≫
≪アクセス≫

もみじ湖夢くらぶ（もみじ湖夢まつり実行委員会）
[お車で] 中央道「伊北IC」から車で約20分
[列車で] ＪＲ「伊那松島駅」より車で約20分

お問合わせ先

箕輪町観光協会（箕輪町役場産業振興課 商工観光推進室内）
（住 所） 〒399-4601 箕輪町大字中箕輪10298
（電 話） 0265-79-3111
（ＦＡＸ） 0265-79-0230
（ＵＲＬ） http://www.town.minowa.nagano.jp/indexpage/040000index.html
（E-ｍａｉｌ) sangyou@town.minowa.nagano.co.jp
―３３―

●

イベント

南木曽町

第十六回 信州南木曽工芸街道祭り
南木曽町の紅葉が最も美しくなる、11月の初旬に行われる年に一度の工芸品特売会。木を知りつく
し、磨き上げられた熟練の木地師の手技が生み出すろくろ製品や、古くから木曽谷で愛用されてきた
軽くて通気性の良い桧笠などの伝統工芸を楽しめます。256号線沿いの協賛店による特別サービス
も見逃せません。秋の一日、紅葉の中に過ごし、ろくろ細工や桧笠を楽しみ、温泉に、五平餅、新そ
ばと、なぎそをまるかじり！

１日 時

11月5日（土）～６日（日） ９時～１７時

２会 場

主会場：木地師の里・桧笠の家・木曽檜木創・南木曽温泉郷
[同時開催] 第28回あららぎ桧笠祭り【場所：桧笠の家】
・桧笠製作実演 ・桧笠割引有 ・農産物直売コーナー 他
「蘭の里ウォーキング大会」
11月5日（土）9：30～予定
民芸保存会「さいとろさし」実演 11月6日（日）11：00～

４内 容

[同時開催] 第40回南木曽ろくろ祭り【場所：木地師の里】
・作品展 ・ろくろ製品割引 ・ろくろ製品修理 ・スピードくじ
・おでんなどの無料サービス 他
伝統工芸士による「手挽きろくろ」実演 11月5日(土)・6日(日)13：20～ﾔﾏｲﾁ前
餅投げ 11月5日(土)・6日(日)「手挽きろくろ」実演終了後～ﾔﾏｲﾁ前
民芸保存会「さいとろさし」実演 11月6日(日)正午～ﾔﾏｲﾁ前
※国道256号線沿いの協賛店でも各種サービスございます。
≪主 催≫
≪アクセス≫

工芸街道祭り実行委員会
[お車で] 「中津川IC」からR19号線経由・R256号線を飯田方面へ約40分
「飯田山本IC」からR256号線を南木曽方面へ約30分
[列車で] JR中央本線「南木曽駅」より南木曽町地域バス保神線にて30分
「古川橋」バス停または、「保神」バス停下車

お問合わせ先

南木曽町観光協会
（住 所） 〒399-5301 長野県木曽郡南木曽町読書3668-1
（電 話） 0264-57-2001
（ＦＡＸ） 0264-57-２２７０
（ＵＲＬ） http://nagiso.net/
（E-ｍａｉｌ) kankou@town.nagiso.nagano.jp

―３４―

●

イベント

須坂市

第28回 須坂とよおか新そば祭り

須坂の郊外にある豊丘地区は自然豊かな地域。そこで秋の味覚の新そばを楽しみませんか。
自家栽培そば粉を使用し、販売します。
おでん・おやきの販売があり、美味しいものがいっぱいです。
是非お出掛けください！！

１日 時

11月23日（水・祝）

２会 場

豊丘活性化施設 そのさとホール
●自家栽培（豊丘地域づくり推進委員会）のそば粉を使用し打ちたて、茹で上げの
香り豊かなそばを1人前400円 350食限定で販売します。
・11時15分：そのさとホールにて開場、そば引換券を販売。
・11時30分：そば引換開始
※無くなり次第終了になります。
※その他、地元の手作りおやき、おでん等の販売があります。

３内 容

≪主 催≫
≪アクセス≫

11時30分～なくなり次第終了

豊丘地域づくり推進委員会（事務局：豊丘地域公民館）
[お車で] 上信越自動車道「須坂長野東IC」から約20分
[列車で] 長野電鉄「須坂駅」より タクシーにて約15分
●

お問合わせ先

豊丘地域公民館
（住 所） 〒382-0022 長野県須坂市大字豊丘1074番地1
（電 話） 026-245-9768
（ＦＡＸ） 026-245-9768
（E-ｍａｉｌ) c-toyooka@city.suzaka.nagano.jp

―３５―

イベント

長野市

第111回 長野えびす講煙火大会
長野えびす講煙火大会は全国でも珍しい11月の花火大会です。
音楽と花火のコラボレーション「ミュージックスターマイン」や、「八号玉100連発特大ワイドスターマイ
ン」など12,000発を超える花火が秋の澄んだ夜空を彩ります。また、日本屈指の煙火師を招いて行わ
れる全国十号玉新作花火コンテストはファンに人気の催しです。
「日本で一番美しい晩秋の花火」と賞される花火をぜひ見にお越しください。

１日 時

11月２３日（水・祝） 18時打ち上げ開始 (雨天決行）

２会 場

長野大橋西側・犀川第2緑地

３ 入場料

無料 (有料観覧席あり 詳しくは公式HPをご覧ください）
●打上げ総数 12,000発以上
●第25回全国十号玉新作花火コンテスト

４内 容

長野えびす講のイベント
●西宮神社 （長野市岩石町）
11月18日・19日・20日・・・奉納江戸里神楽
11月19日・・・宵えびす
11月20日・・・本えびす（例大祭)
●全市連合大売出し 11月1日(火)～23日（水･祝）
●テレビキャラクターショー 11月23日(水･祝)

≪主 催≫
≪アクセス≫

長野商工会議所・長野商店会連合会
[お車で] 上信越道「長野IC」から約15分※会場周辺に駐車場はございません
無料臨時駐車場(エムウェーブ・長野地方卸売市場・真島臨時駐車
場の3箇所)からシャトルバスをご利用ください。片道大人400円/
小人200円※16～20時会場周辺は交通規制されます

[列車で] JR「長野駅」より徒歩約20分、またはシャトルバスで約10分
※シャトルバス(東口21･23番のりば発）片道大人180円/小人90円
(善光寺口2番のりば発)片道大人200円/小人100円

お問合わせ先

長野商工会議所
（住 所） 〒380-0904 長野市七瀬中町276
（電 話） 026－227-2428
（ＦＡＸ） 026－227-2758
（ＵＲＬ） http://www.nagano-cci.or.jp/ebisukou/
（E-ｍａｉｌ) ebisukou@nagano-cci.or.jp
―３６―

●

イベント

中川村

第17回中川アルプス展望さわやかウオーク
南アルプスと中央アルプスの間に位置する「中川村」。その名のとおり、村の真ん中を南北に流れる
「天竜川」をはさみ、稲作や果樹を中心とした古き良き時代の香りが残る自然豊かな南信州の農村で
す。中川村では、雄大な景色を眺めながらさわやかに歩くことのできるウオーキング大会を開催しま
す。全２日間の日程で、1日目は日本の歩きたくなる道500選に選定された12キロのコース、２日目
は、6キロ、12キロ、1６キロの３コースからご自身の体力に合わせたコースを選べます。コース途中で
は、地元の方による手打ちそばのふるまいや、りんごのもぎとり等のおもてなしもご用意しています。
ご家族、お友達などお誘いあって是非ご参加ください。

１日 時

11月26日（土）～27日（日）

２会 場

まなびの里・文化公園内 サンアリーナ
駐車場：大型バス駐車場あり

３ 参加費
４内 容

≪主 催≫
≪アクセス≫

事前申込１，５００円 当日申込２，０００円 中学生以下無料
・11/26 11：00～ 参加者受付
12：45 出発式
13：00 12キロコース出発
※コース途中でりんごのもぎとりあり
・11/27 ７：00～ 参加者受付
7：45 出発式
8：00 12・16キロコース出発
※コース途中で手打ちそばのふるまい、りんごのもぎとりあり
8：30 6キロコース出発
※コース途中で手打ちそばのふるまいあり
※会場内で地元特産品、五平餅等の販売があります。
※参加された方はゴール後のお楽しみ抽選ができます。
※無料豚汁サービス（27日のみ）
※シャトルバス運行（無料）
26日松川バス停、ＪＲ伊那田島駅から大会会場まで
27日大会終了後、会場から松川バス停、ＪＲ伊那田島駅まで

中川村、中川村教育委員会
[お車で] 【東京方面】中央道「駒ヶ根IC」から国道153号を飯田方面へ約20分
【名古屋方面】中央道「松川ＩＣ」から国道153号を伊那方面へ約10分

[列車で] JR飯田線「伊那田島駅」よりシャトルバスにて10分
お問合わせ先

中川アルプス展望さわやかウオーク実行委員会（中川村教育委員会内）

（住 所） 〒399-3802 長野県中川村片桐4757
（電 話） 0265-88-1005
（ＦＡＸ） 0265-88-4005
（E-ｍａｉｌ) nakakou@vill.nagano-nakagawa.lg.jp
―３７―

●

銀座NAGANOイベント

長野県

おぐねぇーと学ぶ伝統の美～飯田水引の世界～

古来、飯田･下伊那地方は和紙原料の「こうぞ」などが豊富にあり、良質な紙の生産が行われてきま
した。江戸時代になると元結（髪を束ねる紙のよったもの）の生産で全国の半数を占めていたといわれ
ます。その文化が現在にも引き継がれ、水引生産の約70％が飯田地方となっています。
今回、銀座NAGANOにてヘアメイクアップアーティストの小椋ケンイチ氏（おぐねぇー）をお招きし、
ファッショントークを開催いたします。さらに、新しい水引の魅力を体験していただけるワークショップも
同時開催いたします。

１ 日

時

１０月１０日（月・祝日) １２時～１４時３０分

２ 会

場

銀座NAGANO ２Fイベントスペース及び銀座すずらん通り周辺

３ 入場料

入場は無料。※ワークショップ参加費：２，０００円（材料費込み、２０名申込み先着順）

４ 内

●ワークショップ
「あわじ結び」「梅結び」といった基本を学びながら、キーホルダー制作のワーク
ショップ
１２：００～１３：３０
●ナガコレパフォーマンス
歩行者天国の銀座中央通りを、５人の和装モデルがオシャレな水引の髪飾りを
つけてウォーキング
１２：４５～銀座1丁目発
１３：４５～銀座NAGANO着
※ナガコレ：長野を盛り上げるために集った美容師集団
●おぐねぇーと学ぶ伝統の美～飯田水引の世界～
飯田市の産業親善大使である、ヘアメイクアップアーティストのおぐねぇーとナガ
コレが、伝統工芸の「水引」の魅力や美容について語るトークショー
１４：００～１４：３０

容

東京メトロ「銀座駅」より３分
JR「有楽町駅」より8分

≪アクセス≫

[列車で]

お問合わせ先

長野県信州首都圏総合活動拠点（銀座NAGANO)
〒104-0061東京都中央区銀座5-6-5
（住 所）
03-6274-6015
（電 話）
（ＦＡＸ） 03-6274-6557
http://www.ginza-nagano.jp/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) ginza-nagano@pref.nagano.lg.jp
―３８―

