アルクマ便り

４月号
長野県PRキャラクター「アルクマ」

２０１７ 年３月２１日

ⓒ長野県アルクマ

記者発表
掲載ページ

開催日・期間

開催地

１P 光前寺不動滝桜と幻想的な五大ライトアップ

4月7日～30日

駒ヶ根市

２P 木曽町開田高原ヘルスツーリズム

5月6日～

木曽町

開催日・期間

開催地

新着情報
掲載ページ

「流れ星展望デッキ」オープン！ 2月14日～
4P 春の信州宿泊キャンペーン
3月23日～6月30日
3P

早太郎温泉郷 駒ヶ根高原リゾートリンクスに

駒ヶ根市
長野県

参加募集
掲載ページ

開催日・期間

開催地

5P

信州なかがわファームサポート

4月～12月

中川村

6P

祝！世界かんがい施設遺産登録記念 拾ヶ堰ウォーク

4月8日・15日

安曇野市

7P

北アルプスの絶景と日本の原風景を訪ねる

4月10日～5月31日

小川村

8P

千曲川リバーサイドフラワーウォーク

4月29日

須坂市

9P

グランフォンドＫＯＭＯＲＯ2017

5月14日

小諸市

5月21日

小諸市

開催日・期間

開催地

4月29日～10月31日

長野市

開催日・期間

開催地

小川村春の花めぐりコース

10P 第13回 サイクリング・フェスティバルあさま 車坂峠ヒルクライム

その他
掲載ページ

11P 奥裾花自然園

イベント
掲載ページ

12P わさびの花の収穫とわさびの花蒸し＆わさび漬け体験 4月1日

安曇野市

13P 信州須坂オープンガーデン

4月1日～10月31日

須坂市

14P 信州いいじま桜まつり

4月8日

飯島町

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」
ⓒ長野県アルクマ

イベント
掲載ページ

開催日・期間

開催地

17P 立山黒部アルペンルート開通式

4月9日
4月10日～5月2日
4月15日

伊那市
小川村
大町市

18P アンフォルメル中川村美術館開館「春を奏でる」コンサート

4月16日

中川村

19P 須坂・豊丘の五大桜と観桜会

4月16日

須坂市

20P 夜桜まつり

4月22日～23日

小川村

21P SPRING FESTA 2017

4月22日～5月21日

安曇野市

22P 千曲川リバーサイドパーク

4月下旬～5月上旬

小布施町

23P 第34回早春賦まつり

4月29日

安曇野市

24P 軽井沢若葉まつり

4月29日～6月上旬

軽井沢町

5月3・4・5日

小谷村・白馬村・大町市

27P 第55回佐久鯉まつり

5月3日～5日

佐久市

28P 佐久バルーンフェスティバル2017

5月3日～5日

佐久市

29P 善光寺花回廊～ながの花フェスタ2017～

5月3日～5日

長野市

30P 浅間山開き

5月7日

小諸市

15P みはらし いちごフェスタ
16P 小川村桜ウィーク

25～26P 第38回 塩の道まつり

31P 信州安曇野北アルプスパノラマ銀座山岳フェスタ2017 5月13日～14日

安曇野市

32P みはらし五月まつり

5月21日

伊那市

5月27・28日

白馬村

35P 大町観光草競馬

5月28日

大町市

36P 信州国際音楽村公園 春のばらまつり

6月3～11日

上田市

37P 第60回針ノ木岳慎太郎祭（夏山開き）

6月4日

大町市

38P 立山黒部アルペンルート 佐々成政武者行列

6月10日

大町市

39P 木崎湖湖水開き 地引き網と水上トレッキング

6月18日

大町市

40P 黒部ダム 観光放水

6月26日～10月15日 大町市

33～34P 第51回 貞逸祭・白馬連峰開山祭

▼「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）

小谷村・白馬村・大町市
●第 38 回塩の道まつり/25～26Ｐ
野沢温泉 村

４ 月号

飯山市

白馬村
●第 51 回 貞逸祭・白馬
連峰開山祭/33～34Ｐ

栄村
木島平村

小谷村

小川村
●小川村春の花めぐりコース/7Ｐ
●小川村桜ウィーク/16P
●夜桜まつり/20P
大町市
●立山黒部アルペンルート開通式/17P
●大町観光草競馬 35P
●第 60 回針ノ木岳慎太郎祭（夏山
き）/37P
●立山黒部アルペンルート佐々成政
武者行列/38P
●木崎湖湖水開き 地引き網と
水上トレッキング/39P
●黒部ダム観光放水/40P

信濃町

小布施町
●千曲川リバーサイドパーク/22P

中野市

飯綱町

山ノ内町

白馬村

高山村

長野市

小川村

須坂市
●千曲川リバーサイドフラワーウォーク/8P
●信州須坂オープンガーデン/13P
●須坂・豊丘の五大桜と観桜会/19P

須坂市

大町市

上田市
●信州国際音楽村公園 春のばらまつり/36P

千曲市
麻績村

池田町

坂城町

生坂村

松川村

安曇野市
●祝！世界かんがい施設遺産
登録記念 拾ヶ堰ウォーク/6P
●わさびの花の収穫とわさびの花
蒸し＆わさび漬け体/12P
●SPRING FESTA2017/21P
●第 34 回早春賦まつり/23P
●信州安曇野北アルプス
パノラマ銀座山岳フェスタ
2017/31P

長野市
●奥裾花自然園/11P
●善光 寺 花回 廊～ながの花フェスタ
2017/29P

小布施町

筑北 村

小諸市
●グランフォンド KOMORO2017/9P
●第 13 回サイクリングフェスティバル
あさま車坂峠ヒルクライム/10P
●浅間山開き/30P

上田市
軽井沢町

東御市

青木村
安曇野市

小諸市
御代田町
立科町
松本市

松本市

軽井沢町
●軽井沢若葉まつり/24P

佐久市

佐久市
●第 55 回佐久鯉まつり/27P
●佐久バルーンフェスタ 2017/28P

長和町

山形村

佐久穂町
朝日村

下諏訪町

塩尻市

小海町

岡谷 市

木曽町
●木曽町開田高原ヘルス
ツーリズム/2P

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

南箕輪村

伊那 市

王滝村
上松町

宮田村
駒ヶ根市

大桑村

川上村

富士見町

伊那市
●みはらし いちごフェスタ/15P
●みはらし五月まつり/32P
駒ヶ根市
●光前寺不動滝桜と幻想的な五大ライトアップ/1P
●「流れ星展望デッキ」オープン！/3P

飯島町
中川村

南木曽町
高森町

飯島町
●信州いいじま桜まつり/14P

松川町
大鹿村

豊丘 村
喬木村
阿智村
飯田市

下條村
平谷村

泰阜村
阿南町

売木村
根羽村

中川村
●信州なかがわファームサポート/5P
●アンフォルメル美術館開館「春を奏でる」コンサート/18P

長野県全域
●春の信州宿泊キャンペーン/4P
天龍村

記者発表

駒ヶ根市
～光前寺しだれ桜ライトアップ20周年特別企画～

光前寺不動滝桜と幻想的な五大ライトアップ

宝積山光前寺では、光前寺しだれ桜ライトアップ実行委員会（一般社団法人駒ヶ根観光協会・早太
郎温泉事業協同組合など）が中心となり、しだれ桜のライトアップを毎年開催しています。
20年前は約70本だったしだれ桜も現在では約120本に増え、地元の人のみぞ知る桜の名所だった
場所が、現在では南信州の名高い桜の名所として、全国から多くの観光客が訪れるようになりました。
このライトアップ事業が平成29年に20周年を迎えるにあたり、特別企画として、通常のしだれ桜だけ
ではなく、光前寺境内も含めた五大ライトアップを企画いたします。

１ 日

時

４月７日（金)～３０日（日）

２ 会

場

光前寺

３ 入場料
４ 内 容

１９時～２１時

無料
●五大ライトアップ
・光前寺「不動滝桜」 ・三重塔 ・古木の鐘楼桜 ・杉の山道・苔の古道の5箇所
●宝積山光前寺
開祖年代は貞観2年（西暦860年）。天台宗別格本山。
長野県下屈指の大寺であり、南信州随一の祈願霊場として広い信仰をあつめている。
霊犬早太郎伝説でも有名。境内は県内で唯一の国の名勝に指定されている。
●光前寺しだれ桜
境内に約120本のしだれ桜が咲き誇り、毎年多くの観光客で賑わいます。
見頃である4月中旬～下旬にはしだれ桜をライトアップ。杉の古木を背景に幽玄の
世界を演出します。

≪主

催≫

光前寺のしだれ桜ライトアップ実行委員会
中央自動車道「駒ヶ根IC」から約2分
JR 「駒ヶ根駅」よりタクシーで約10分

≪アクセス≫

[お車で]
[列車で]

お問合わせ先

一般社団法人駒ヶ根観光協会
〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂759-447
（住 所）
0265-81-7700
（電 話）
（ＦＡＸ） 0265-81-7755
http://www.kankou-komagane.com/index.php
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) info@kankou-komagane.com

●

記者発表

木曽町

木曽町開田高原ヘルスツーリズム

木曽町では地域の自然・郷土食などの地域資源を「健康と観光」に活かすヘルシータウン構想を推進
しています。木曽町開田高原では「標高1,100m×運動×休養×スローフード」をテーマにココロとカラダ
が元気になる健康保養の旅をご案内しています。大自然の中での気候療法に基づいた健康ウォーキン
グ、木々や植物の緑に触れ、花を香り、風を感じ五感を刺激。ウォーキングコースの凸凹道は筋刺激や
脳活性にもなります。これらはエビデンス検証に基づいた健康ウォーキングプログラムです。提携するお
宿や飲食店では、木曽地方の郷土料理や地元で採れる高原野菜などを使ったヘルシー料理でおもてな
し。旬の地元食材を詰め込んだお弁当も自慢の一つです。

１ 日

時

①月例「木曽馬と歩く健康ウォーキング」+one
５月６日（土)～１２月３日（日）毎週第一土日 ・９時～１４時
②開田高原Ｓｔａｙ＆Walk春の特別企画“山菜採り+健康ウォーキング”
第1回 ５月１５日（月）～１６日（火）
第２回 ５月２０日（土）～２１日（日）

２ 会

場

集合：木曽おんたけ健康ラボ（開田高原観光案内所近く）

３ 参加費
４ 内 容

参加費 ①月例：4,000円 ②Ｓｔａｙ＆Walk：7000円 ※別途宿泊代
●イベント概要
［標高1,100ｍ×運動×休養×スローフード」をテーマにココロとカラダが元気になる健康
保養の旅をご提供。春は①、②の商品をご用意しています。
①月例・・・木曽町開田高原を［木曽馬と歩く健康ウォーキング」を中心に、ヘルスツアー
ガイドがウォーキングやサイクリングを健康的に楽しくご案内します。このツアーでしか食
べられない地元の食材を詰めた特製の開田高原旬彩弁当もおススメです。
②ステイ＆ウォーク・・・泊まって歩く、歩いて泊まる。1日目は木曽ヘルスツアーガイドが
旧飛騨街道などの古道をご案内。提携ペンションに宿泊。美味しい旬の山菜料理を楽し
み、夜はオーナーによる山菜講座や夜空を楽しむプログラムもご用意。2日目には山菜
採り体験、お土産に。昼食には山菜づくしの食事を楽しんで終了。効果的な運動や休
養・体験と、旬な食材を使ったお食事で木曽ならではの旅をご提供いたします。

≪主

木曽おんたけ健康ラボ

催≫

中央自動車道「伊那IC」から約60分
JR「木曽福島駅」より路線バス「開田高原線」35分または
JR「木曽福島駅」よりタクシーで約25分

≪アクセス≫

[お車で]
[列車で]

お問合わせ先

木曽おんたけ健康ラボ
〒397-0301 長野県木曽郡木曽町開田高原末川1899-4
（住 所）
0264-24-0870
（電 話）
（ＦＡＸ） 0264-24-0871
http://ontakelabo.jp/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) info@ontakelabo.jp

●

新着情報

駒ヶ根市
早太郎温泉郷 駒ヶ根高原リゾートリンクスに

「流れ星展望デッキ」オープン！
中央アルプスの麓 美肌の湯で知られる早太郎温泉郷駒ヶ根高原リゾートリンクスでは、「ホテルの屋
上に気軽に流れ星を見に行こう。」をキャッチフレーズに、ホテル屋上に「流れ星展望デッキ」を新設し
ました。
自然が広がる駒ヶ根高原は標高850mに位置しており、星空を鑑賞するには絶好の場所です。
満天の星空を気軽にゆっくり寝転んで、流れ星を探してみませんか？

１ 日

時

２月１４日（火）～

２ 会

場

駒ヶ根高原リゾートリンクス

３ 入場料
４ 内 容

≪主

催≫

無料 （※宿泊者限定）
●ホテル屋上に専用デッキを設置
ちょっと外に出ればどこでも星空が見えるのが駒ヶ根高原です。そこで、より気軽に星空をご
覧いただくために、非常に眺めの良い屋上に着目し、専用デッキを設置しました。
●冬でも暖かく
冬こそ星空が綺麗に輝く季節。晴天率の高い冬の駒ヶ根は特別綺麗な星空を眺めることが
できます。しかしながら、外は相当な寒さ・・・。展望デッキには、電気カーペットと寝袋を準備
し、温まりながら寝転んで星空観賞ができます。
●【流れ星を見に行こう！】屋上展望デッキでほんのり温か、寝袋で星空鑑賞プラン
2月20日（月）〜4月7日（金）までの期間限定プランをご用意。春休みに家族で信州の星空を
観るのも、カップルで忘れられない幻想的な夜を過ごすのもおすすめです。
【特典】
ホテルの屋上「星空展望デッキ」で寝袋に入りながら星空を鑑賞します。
簡単な星空の案内も屋上でいたします。ちょっぴりためにもなるガイド付きです。
※曇天・雨天は中止になりますので、その場合館内クーポン券1,000円プレゼント！
【お食事】
朝食、ディナーともに本格バイキングが楽しめます。

駒ヶ根高原リゾートリンクス
中央自動車道「駒ヶ根IC」から約3分
JR 「駒ヶ根駅」より路線バスにて約10分「駒ヶ池」下車すぐ

≪アクセス≫

[お車で]
[列車で]

お問合わせ先

駒ヶ根高原リゾートリンクス
〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂5-1086
（住 所）
0265-82-8511
（電 話）
（ＦＡＸ） 0265-82-8522
http://www.komagane-linx.co.jp/index.html
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) yoyaku.komagane@fujikengroup.co.jp

●

新着情報

長野県

春の信州宿泊キャンペーン
平成29年７月から９月にかけて開催される大型観光キャンペーン「信州デスティネーションキャンペーン
（信州ＤＣ）」まで100日あまり。その信州ＤＣの前夜祭として、春の宿泊キャンペーンを実施します。
信州は南北に長いため、「天下第一の高遠の桜」をはじめ、満開の桜を長期間楽しめます。
また、日本のほぼ真ん中の信州は大都市圏からも好アクセス。一気に天空リゾートに到着し、山頂から
の素晴らしい眺めや満天の星空、森林セラピーや温泉など信州の大自然の中でゆったりとすごす贅沢を
体験できます。
今回の信州ＤＣのテーマは「癒し」。信州の春の桜や大自然の「癒し」の世界に身をゆだねてみません
か。

長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」
（信州ＤＣバージョン）ⓒ長野県アルクマ

１
２
３
４

実施期間
対象者
対象施設
応募方法

３月２３日～６月３０日 （応募は平成29年7月７日必着）
長野県内宿泊施設に宿泊された方（お住まいは長野県内外問いません。）
長野県内全宿泊施設
以下のいずれかの方法で応募できます。
（１）パソコン・スマートフォンからの応募
宿泊施設の領収書を撮影・スキャニング等により画像データとして保存（宿泊施設名・宿泊日が分かるよう
に）。信州ＤＣサイト内の応募フォームから画像を添付して応募。
（２）チラシでの応募
チラシから応募封筒を切り取り、領収書（コピー可）を封入の上、82円切手を貼付し送付。

５ プレゼント

抽選で500名様に素敵なプレゼント！
特別賞
長野県宿泊施設無料宿泊券 ペア券：１名様、１名分：５名様
Ａ賞：信州プレミアム牛肉
Ｂ賞：信州産ワインセット
Ｃ賞：春限定！オリジナルアルクマ旅手帳 Ｄ賞：物味湯産手形（12の施設で手形入浴ＯＫ）

≪主

信州キャンペーン実行委員会

催≫

お問合わせ先

信州キャンペーン実行委員会事務局（長野県観光部観光誘客課）
（住 所） 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
（電 話） 026-235-7254
（ＦＡＸ） 026-235-7257
（ＵＲＬ） http://www.shinshu-dc.net/
（E-ｍａｉｌ) kankoshin@pref.nagano.lg.jp

参加募集

中川村

信州なかがわファームサポート
中川村では農業や農村に関心を持ち「自然の中で農作業をしてみたい」
「農繁期の農家の手助けをしたい」という方で、3泊4日で農家に滞在し指導を受けながら、
ボランティアで参加していただける力強い助っ人を募集しています。
魅力あふれる農家と寝食を共にしながら農業の大変さ、作る楽しみを語りながら、
一緒に気持ちのいい汗を流し心のリフレッシュをして見ませんか。
いつでもご連絡をお待ちしています。

１ 日

時

４月～１２月 随時受付

２ 会

場

中川村内 各受入農家

３ 内

容

８時３０分～１７時１５分

（サポーターの希望と農家との調整後決定します）
●応募資格
・農家の手助けをしてくれる方
・16才以上70才くらいまでの健康な方 （性別は問いません）
●滞在期間
・滞在は3泊4日が基本
（長期滞在希望も農家と調整しますが、季節により希望に添えない場合もあります。）
●経 費
・往復の交通費は参加者の自己負担となります。
・農家は作業日当は払いませんが、宿泊場所と食事を提供します。
●作業内容
・田植え・りんご、梨の花摘み、摘果・りんごの葉つみ、玉まわし
・梅、もも、梨、りんご・柿の収穫・干し柿つくり・草刈りなど
●応募方法
・参加希望される方は所定の申込書に必要事項を記入の上、郵便・FAX・メールで
送付願います。（お電話での参加申し込みは受け付けておりません。）

≪主
催≫
≪アクセス≫

中川村役場 振興課
[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」よりタクシー約5分

お問合わせ先

中川村役場 振興課 ファームサポート事務局
〒399-3892 長野県上伊那郡中川村大草4045-1
（住 所）
0265-88-3001
（電 話）
（ＦＡＸ） 0265-88-3890
http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) shokan@vill.nagano-nakagawa.lg.jp

●

参加募集

安曇野市

祝！世界かんがい施設遺産登録記念

拾ヶ堰ウォーク

2016年に開削２００周年を迎えた拾ヶ堰はかんがいのために作られた農業用水路で、取水口から堀
金の大曲がりまで北アルプスに向かって流れ、のどかな田園風景を形成しています。
2016年11月に世界かんがい施設遺産に登録され、これを記念して全長約15kmの拾ヶ堰を2日に分
けて踏破します。ポイントでは学芸員による案内があります。

１ 日

時

４月８日（土) ・４月１５日（土）

８時２５分～１２時３０分

２ 会

場

前半：４月8日（土） JR大糸線「島内駅」8時25分集合
後半：4月15日(土) JR大糸線「南豊科駅」8時40分集合

３ 参加費
４ 内 容

参加費：1,000円（1日のみの参加は700円）
【日程】 4月8日(前半) 集合：島内駅8：25⇒出発8：40⇒拾ヶ堰頭首工・記念碑⇒
梓川サイフォン⇒アルプス大橋⇒シールドマシーンフェイス⇒高家公園（休憩）⇒
じてんしゃ広場⇒豊科郷土博物館見学⇒解散12：30
【日程】 4月15日(後半) 集合：南豊科駅8：40⇒出発8：50⇒じてんしゃ広場⇒
中堀公園⇒上堀の景観⇒下堀公園（休憩）⇒田中道祖神⇒放水口⇒穂高駅⇒
解散12：30
※休憩場所で豚汁の振る舞いがあります。
【募集人員】：50名（催行最少人員20名）
【参加費に含まれむもの】：資料代、保険代を含みます。
※拾ヶ堰ガイドマップ進呈
【申込み締切】：前半・後半ともに出発日の10日前まで

≪主

催≫

≪アクセス≫

お問合わせ先

一般社団法人 安曇野市観光協会
[お車で]
[列車で]

※島内駅と南豊科駅には駐車場がありませんので、JR大糸線をご利用下さい。

JR大糸線「島内駅」下車（4/8）
JR大糸線「南豊科駅」下車（4/15）

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

●

参加募集

小川村

北アルプスの絶景と日本の原風景を訪ねる

小川村春の花めぐりコース
4月～12月に実施される、小川アルプスラインＰＲ事業の一環で季節に応じたタクシープラン第1弾。
小川アルプスラインとは、小川村を縦断する全長１２ｋｍの観光ライン。ふるさとの原風景と北アルプ
スの大展望を楽しめます。
第1弾となる春のコースでは、小川村の花を楽しむ。4月中旬～5月初旬の桜の時期には、二反田や
立屋といった桜の名所をまわり、桜が終る5月上旬～5月下旬は、国有形登録文化財「薬師沢石張水
路工」の菜の花やアヤメ、成就地区のりんごの花などを楽しみます。花の開花にあわせて村内を巡る
だけでなく、おやき作り体験をしたり、農産物直売所に寄るため、旬を存分に楽しめるコースとなって
います。

１ 日

時

４月１０日（月)～５月３１日（水）

２ 会

場

小川村アルプスライン ※集合場所 ＪＲ長野駅新幹線改札口前

３ 参加費
４ 内 容

おとな5,500円 こども3,000円（おやき作り体験、おやき2個付）
①桜コース 4月中旬まで
長野駅 ＝＝ 小川村・二反田の桜 ＝＝ 柏土展望台 ＝＝ 村内ドライブ（展望デッキ・広場）
9:30 10:05
＝＝ 小川の庄（おやき作り体験）＝＝ 道の駅（買物）＝＝ 長野駅または善光寺
11:20
12:10 12:20
12:30
13:00
②桜コース 4月下旬～5月初旬
長野駅 ＝＝ 小川村・立屋の桜・番所の桜 ＝＝ 村内ドライブ（桜の咲いている場所を巡る）
9:30 10:20
10:40
＝＝ 小川の庄（おやき作り体験）＝＝ 道の駅（買物）＝＝ 長野駅または善光寺
11:20
12:10 12:20
12:30 13:00
③春の花めぐりコース 5月上旬～５月下旬
長野駅 ＝＝ 小川村・薬師沢石張水路工 ＝＝ アルプス展望広場 ＝＝ 成就地区（りんご）
9:30 10:20
10:50 11:05
11:10
＝＝ 小川の庄（おやき作り体験）＝＝ 道の駅（買物）＝＝ 長野駅または善光寺
11:25
12:10 12:20
12:20
13:00
④雨天時コース
長野駅 ＝＝ 花のみどころ（車窓） ＝＝ 高山寺 ＝＝ 小川の庄（おやき作り体験）＝＝
道の駅 ＝＝ 長野駅または善光寺

※お問合せ・お申込み先 ㈱観光販売システムズ
050-3775-4727（予約締切5日前）
http://tabi-taku.jp/

≪主
催≫
≪アクセス≫

小川アルプスラインＰＲ事業実行委員会
[列車で] JR「長野駅」下車新幹線改札口前

お問合わせ先

小川村観光協会
〒381-3302 長野県上水内郡小川村大字高府8800-8
（住 所）
026-269-2323
（電 話）
（ＦＡＸ） 026-269-3578
http://kankou.ogawamura.jp/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) kankou@vill.ogawa.nagano.jp

●

参加募集

須坂市

千曲川リバーサイドフラワーウォーク

千曲川河川敷には約8,000本の桃の木に鮮やかなピンク色の花が咲き揃います。
リンゴの白い花や黄色い菜の花などが咲き、天気がよければ遠くに北信濃の山々を望むことができ
ます。
地元ガイドの説明を聞きながら満開の花に囲まれた畑道を歩きます。

１日 時

４月２９日（土・祝）

９時～１４時（集合8時45分）

２会 場

集合場所＝長野電鉄村山駅

歩く場所＝須坂市内・小布施町

※雨天決行
３ 参加費
４内 容

2,000円
【集合】長野電鉄村山駅
【定員】４０名
【歩程】１０ｋｍ
【会費】２，０００円（昼食代含）
【締切】平成29年４月26日(水)
【コース】村山駅９：００･･･村山橋メモリアルパーク･･･桃・りんごの花が満開の畑
道・・・村山早生ごぼうの畑・・・千曲川の渡し跡を見ながら千曲川沿いをウォーク・・・
相之島水門・・・小布施の栗畑や桃・りんご・菜の花鑑賞・・・千曲川ふれあい公園・
花桃・八重桜＝＝＝
送迎バス＝＝＝須坂市内（地元名物の味噌すき丼の昼食）＝＝村山駅１４：００

≪主 催≫
≪アクセス≫

須坂市観光協会
[お車で] 上信越自動車道「須坂長野東IC」から車で約10分
[列車で] 長野電鉄「村山駅」下車
[駐車場] 村山駅前ビル２階(無料で駐車できます。)

お問合わせ先

須坂市観光協会
（住 所） 〒382-0077 須坂市大字須坂1295-1シルキービル2階
（電 話） 026-215-2225
（ＦＡＸ） 026-215-2226
（ＵＲＬ） http://www.suzaka-kankokyokai.jp/
（E-ｍａｉｌ) info@suzaka-kankokyokai.jp

●

参加募集

小諸市

グランフォンドＫＯＭＯＲＯ2017

キャラクターサイクルウェアを着て浅間山を走ろう！
アニメ・コミックス・キャラクターファンのためのガチ！？サイクルイベント！！
「グランフォンド小諸」初開催！

１ 日

時

５月１４日（日）

６時３０分～１７時 （前日祭 ５月１３日（土））

２ 会

場

小諸を起点に浅間山麓を1周します（113.4km）

容

小諸を起点に浅間山麓を1周します（113.4km）。
獲得標高2,399以上mの本格山岳グランフォンドです。
・参加費 一般：10,000円 キャラクターオプション：各5,000円
・制限時間：10時間
・参加資格：中学生以上。但し中学生は、保護者の同意が必要
・定員：350人
参加通知書は、大会事務局より2017年2月末までにお申し込みの方には、3月下旬までに発送予定。
その後、順次発送。最終は開催1週間前の発送予定です。
※アニメ、漫画、ゲームなどのコンテンツやキャラクター、オリジナルキャラクターをモチーフにした
サイクルウェアの着用を推奨します。
●エントリーは、スポーツエントリーよりお願いします。
https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/69569
※受付期間：2月21日 ～ 4月24日
タイムスケジュール
◇2017年5月１３日（土）
10:00～ サイクリングフェスティバルあさまMODE ANIMATION前日祭
13:00～ 大会受付（小諸エコビレッジ） 18:00 受付終了 ※前日受付のみとなります。
◇2017年5月14日（日）
6:00～ 会場オープン 6:30～ 開会式
※荷物預り ※スタート10分まえからスタート位置で出走準備します。
7:00～ スタート
8:30 軽井沢会場エイド 閉門 軽井沢千ヶ滝温泉 9:30 北軽井沢会場エイド 閉門 浅間ハイランド
12:00 嬬恋会場エイド閉門 東海大学嬬恋高原研修センター 14:30 真田会場エイド閉門
真田・日本無線 16:30 小諸会場エイド閉門 菱野温泉 薬師館 17:00 ゴール受付終了

小諸エコビレッジ（スタート・ゴール） 長野県小諸市甲4701
３ 内

≪アクセス≫
お問合わせ先

[お車で] 上信越自動車道「小諸IC」から約15分
[列車で] JR小海線・しなの鉄道「小諸駅」よりタクシーで約15分
グランフォンドKOMORO実行委員会
〒384-0025 長野県小諸市相生町1-1-1小諸市観光協会内
（住 所）
0267-22-1234
（電 話）
（ＦＡＸ） 0267-25-3380
https://www.gfkomoro.com/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) info@kanko.komoro.org

●

参加募集

小諸市

第13回 サイクリング・フェスティバルあさま

車坂峠ヒルクライム
日本のラルプ・デュエズ（「ツールドフランス」の中でも最大の難関といわれる急坂）とも言われている
小諸の急坂「車坂峠」のヒルクライムに挑戦してみませんか？
標高差1,000m、距離12㎞、斜度8%を自転車でのぼります。「レースの部」のほか、サイクリングを楽し
む「エンジョイの部」への参加も大歓迎です。
レースのあとには、楽しいランチパーティーが待っています。

１ 日

時

５月２１日（日)

２ 会

場

車坂峠（チェリーパークライン）

３ 内

容

≪アクセス≫

お問合わせ先

８時４０分～１４時３０分

集合・受付場所：信州青少年の家
【種目】
○ロードレーサーの部、ＭＴＢの部、女子の部
・標高差1,005.3ｍ、距離12.0km、平均斜度8.3％
・参加費：一般6,000円、学生（大学生は一般）4,000円
※ランチパーティー食事券付き
○エンジョイの部（コース中間点で再スタートあり）
・標高差945.3ｍ、距離10.7km、平均斜度8.8％
・参加費：一般4,000円、小・中学生（高校生・大学生は一般）3,000円
※ランチパーティー食事券付き
【申込方法】
・事前に小諸市観光案内所（℡0267-22-0568）へ大会資料をご請求いただき、
参加申込専用の郵便振替用紙に必要事項を記入のうえ、参加費を郵便局でお
支払いください。入金確認後の受付となります。
・「スポーツエントリー」（http://www.sportsentry.ne.jp/event/t/63783）にてネット
でも申し込めます。
【申込締切】
・5月8日（月）郵便局受付消印分まで
【参加定員】 700名

[お車で]
[列車で]

上信越自動車道「小諸ＩＣ」から約10分
しなの鉄道・JR小海線 「小諸駅」より徒歩約2分

小諸サイクリングプロジェクト・浅間山麓自転車大会実行委員会
〒384-0025長野県小諸市相生町2-2-1 こもろ旅カフェ内
（住 所）
0267-26-2077
（電 話）
（ＦＡＸ） 0267-26-2078
http://komoro.ch/
（ＵＲＬ）
（その他） http://asama-sports.org/

●

その他

長野市

奥裾花自然園

日本一といわれる水芭蕉の群生地、奥裾花自然園。およそ81万本の水芭蕉が雪解け水の中で咲き
誇ります。園内には樹齢数百年のブナの原生林が広がり、初夏からは可憐な高山植物もご覧いただ
けます。豊かな自然の中で散策をお楽しみください。

１ 日

時

４月２９日（土)～１０月３１日（火） ８時３０分～１７時 (予定)
※道路橋梁修繕工事のため、７月から９月まで通行制限が計画されています。詳しくは下記へ（鬼無里
観光振興会）お問い合わせください。

２ 会

場

長野市鬼無里 奥裾花自然園
※園内は5月半ばまで残雪がありますので防水性に優れた靴でお越しください

３ 入場料
４ 内 容

中学生以上410円 (6月1日以降は200円)
●奥裾花自然園開園・安全祈願祭 4月29日(土・祝) (予定)
奥裾花自然園内・奥裾花社にて観光客・入山者の無事を祈る神事が行われ、神楽
が奉納されます。
●巨木の根開きと残雪ウォーク 4月30日(日) (予定)
●水芭蕉まつり 5月13日(土) (予定)
●水芭蕉とブナの新緑ウォーク 5月14日(日) (予定)
※残雪ウォークと新緑ウォークに参加ご希望の方は下記（鬼無里観光振興会）お問
い合わせ先へお申込みください。

≪主

催≫

鬼無里観光振興会 (長野市鬼無里支所内）
上信越道「長野IC」から約130分
JR 「長野駅」よりアルピコ交通バスで約120分

≪アクセス≫

[お車で]
[列車で]

お問合わせ先

鬼無里観光振興会 (長野市鬼無里支所内)
〒381-4302 長野県長野市鬼無里日影2750-1
（住 所）
026-256-3188
（電 話）
（ＦＡＸ） 026-256-2237
http://kinasa.jp/okususobana/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) kinasa@city.nagano.lg.jp

●

イベント

安曇野市

わさびの花の収穫とわさびの花蒸し＆わさび漬け体験

湧水流れるわさび田に入って、びくいっぱいに花摘みをし、ピリッとくるわさびの花蒸しと手作りわさ
び漬け体験をします。
※旬のわさびの花とわび漬けをお持ち帰り！！

１ 日

時

４月１日（土)

２ 会

場

ビレッジ安曇野

３ 参加費
４ 内 容

１３時～１５時

2,700円
【日程】
ビレッジ安曇野集合13：00⇒マイクロバスでわさび田は移動⇒わさび田にて『わさび
の花収穫体験』⇒調理実習室に移動⇒わさびの花蒸し体験⇒わさび漬け体験
【募集人員】：20名（最少催行5名）
【参加費に含まれむもの】：体験料、指導料、保険代を含む
【申込み締切日】：3月24日（金）

≪主

催≫

ビレッジ安曇野
長野自動車道安曇野ICから7分
JR 大糸線「柏矢町駅」よりタクシーで約5分
JR大糸線「穂高駅」よりタクシーで約15分

≪アクセス≫

[お車で]
[列車で]

お問合わせ先

一般社団法人 安曇野市観光協会
〒 長野県安曇野市穂高5952-3
（住 所）
0263-82-3133
（電 話）
（ＦＡＸ） 0263-87-9361
http://www.azumino-e-tabi.net
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) azumnino@bz03plala.or.jp

●

イベント

須坂市

信州須坂オープンガーデン

緑豊かな山々のふところに抱かれた須坂市は、オープンガーデンが盛んな町としてガーデニング専
門誌にもたびたび紹介されています。年月と共に育ち、磨かれてきた美しいお庭の数々を、ぜひゆっ
くりとご覧ください。

１ 日

時

４月１日（土)～１０月３１日（火）

９時～１７時 ※峰の原地区は6月～９月

２ 会

場

市内各庭園
※庭主さんのご都合により、開催時期や時間に制限がある場合もあります。

３ 入場料
４ 内 容

無料
信州須坂オープンガーデンは、庭園所有者のご協力により、44ヶ所もの庭園を無料
でご覧いただくことができます。
市街地と峰の原高原地区とでは標高差１,000m以上あるため、花の種類や咲く時期
が異なり、それぞれに特色ある植栽がお楽しみいただけます。また、歴史ある日本庭
園や、DIYを駆使した手作り感あふれるお庭、流行のナチュラルガーデンなど、個性
的で魅力ある庭園が勢ぞろいで、リピーターが多いのも自慢です。
オープンガーデンのマップは下記「須坂オープンガーデンホームページ」からも見る
ことができます。
お花の見ごろは６月上旬から６月中旬、須坂市にお越しの際は素敵なガーデンにお
出かけください。

≪アクセス≫

[お車で]
[列車で]

上信越自動車道須坂「長野東IC」
JR 「長野駅」より長野電鉄で約20分「須坂駅」下車
●

お問合わせ先

須坂市役所まちづくり推進部まちづくり課
〒 382-8511長野県須坂市大字須坂1528-１
（住 所）
026-248-9007
（電 話）
（ＦＡＸ） 026-248-9040
httｐ://www.city.suzaka.nagano.ｊｐ/enjoy/kankou/hana/open/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) s-machidukuri@city.suzaka.nagano.ｊｐ

イベント

飯島町

信州いいじま桜まつり

飯島町の春の代表イベントとして定着している「桜まつり」。
与田切公園では約３００本の桜が見事に咲き誇り桜のトンネルとライトアップで見るものを魅了します。

１ 日

時

４月８日（土） １０時～１５時

２ 会
３ 内

場
容

与田切公園
●ライトアップ：４/1～１６まで17時30分～22時
●さくらまつりイベント
・飲食店コーナーでは、蕎麦、おやき、おでんやおこわなどたくさんの種類が並びま
す。
・高所作業車で５ｍ上から桜を眺めます：有料
その他、昔の遊び体験コーナー、絵本の読み聞かせコーナー、
フリーマーケットなど開催します。
※駐車場 バス：1,000円、マイクロ：500円、普通乗用車：無料

≪主

催≫

≪アクセス≫

桜まつり実行委員会
[お車で]
[列車で]

お問合わせ先

中央道「駒ヶ根IC」から約15分または、
中央道「松川IC」から約15分
JR飯田線「飯島駅」よりタクシー5分

桜まつり実行委員会（飯島町商工会）
〒 長野県上伊那郡飯島町飯島1431-4
（住 所）
0265-86-2162
（電 話）
（ＦＡＸ） 0265-86-3064
http://iijima-sakura.net/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) info@iijima-s.jp

●

イベント

伊那市

みはらし いちごフェスタ
みはらしいちご園のいちごを使ったイベント！
今年のいちごフェスタはファーム内にある多目的体験施設「やってみらっし」でいちごの体験尽く
し！150gほどの生のいちごをお買い上げいただき「いちごジャム作り」「いちごスムージー作り」「いち
ご大福作り」「いちごデニッシュ作り」など自分の好きないちご体験をしていただきます！また毎年大
好評のケーキのトッピングの出来栄えを競う「いちごケーキトッピングコンテスト」など、いちご尽くしの１
日です！（予定）

１日 時

４月９日（日）

１０時～１５時

２会 場

はびろ農業公園 みはらしファーム 特設会場（とれたて市場前）

３ 参加費

参加イベントにより異なります

４内 容

・いちごケーキトッピングコンテスト（午前１１時頃、午後２時頃の２回開催予定）
・いちごのチョコフォンデュ販売
・いちごスムージーづくり
・いちご大福づくり
・いちごジャム作り
・いちごデニッシュ作り
・いちごのチョコファウンテン
・輪投げ など
（※各イベントは変更になる場合があります）

≪主 催≫
≪アクセス≫

はびろ農業公園 みはらしファーム
[お車で] 中央自動車道「伊那IC」から旧権兵衛峠方面へ約３㎞ 5分
[列車で] JR飯田線「伊那市駅」よりタクシーで約１５分

お問合わせ先

はびろ農業公園 みはらしファーム（担当：高岡）
（住 所） 〒399-4501 伊那市西箕輪3416-1
（電 話） 0265-74-1807
（ＦＡＸ） 0265-74-1808
http://miharashi-farm.com
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) miharasi@dia.janis.or.jp

●

イベント

小川村

小川村桜ウィーク

公民協働で開催されている「小川村桜ウィーク」は今年で７回目を迎えます。村内にある7,000本もの
山桜が咲き誇ります。また、村内各所から見ることのできる真っ白な北アルプスと桜とのコントラストは
圧巻です。一見と言わず、村内さまざまな場所から二見三見の価値ありです。
桜ウィーク期間中は村内各所で様々なイベントやサービスも行われます。桜を観ながら、協賛店をま
わって、お得に小川村を楽しみましょう。
第3回目となる夜桜まつりも開催決定！今年は、長野駅発着のタクシープランもご用意しました。朝
のアルプスは最高です。
是非お泊りになって、昼の桜、夜の桜、朝のアルプスと桜をお楽しみください。

１ 日

時

４月１０日（月)～５月２日（日）

２ 会

場

小川村内一円

３ 内

容

●イベント概要
・JR長野駅発着 春の小川村を周遊するタクシープラン（4/10～5/31）の運行
・期間中、協賛店による当該チラシ持参サービス（おやき10円引きなど）の開催
・夜桜まつり（4/22～23）の開催
●その他のイベント概要
・桜ウィークと同時スタートで12月25日までスタンプラリーが開催されます。協賛店の
利用、観光地を巡りスタンプ集めて応募すると、村内特産品など、豪華景品ゲットの
チャンスがあります。

≪主

催≫

≪アクセス≫

小川アルプスラインＰＲ事業実行委員会
[お車で]
[列車で]

長野ICから約40分
JR 「長野駅」よりバス50分
●

お問合わせ先

小川村観光協会
〒381-3302 長野県上水内郡小川村大字高府8800-8
（住 所）
026-269-2323
（電 話）
（ＦＡＸ） 026-269-3578
http://kankou.ogawamura.jp/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) kankou@vill.ogawa.nagano.jp

イベント

大町市

立山黒部アルペンルート開通式
立山黒部アルペンルートは北アルプスを貫いて富山県と長野県を結ぶ国際的山岳ルートです。
冬の間閉ざされていた豪雪地帯の同ルート、今年は4月15日に全線開通となります。
高さ２０ｍにも及ぶ室堂「雪の大谷」や春まだ浅い黒部ダムなど、雄大な景色を体感できるアルペン
ルートに今年も大勢のお客様をお迎えできるよう、全線開通を祝して大町駅にて開通式を行います。

１ 日

時

４月１５日（土)

２ 会

場

ＪＲ信濃大町駅前

３ 内

容

大町レディースによるバスドライバーへの花束贈呈、
テープカット、大町流鏑馬太鼓の演奏、ふるまいが行われます。

≪主

催≫

７時４５分～

大町市イベント実行委員会（事務局：大町市観光協会内）
長野自動車道 「安曇野IC」から約35分
JR 「信濃大町駅」下車

≪アクセス≫

[お車で]
[列車で]

お問合わせ先

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

●

イベント

中川村

アンフォルメル中川村美術館開館「春を奏でる」コンサート

美しい村の隠れ家のような美術館。最高のロケーションの地に日本唯一のアンフォルメル美術館は
佇んでいます。冬の間静かに休んでいたこの森の中の美術館の開館イベントを告知させていただきま
す。
「春を奏でる」と題して弦楽の調べと詩の朗読の会です。小鳥たちの囀りと木々の芽吹きもお出迎え
します。終了後は手作りの甘酒とスイーツでご歓談のひと時をお過ごしいただけますので是非お越しく
ださい。

１ 日

時

４月１６日（日）

１３時３０分～１４時３０分

２ 会

場

アンフォルメル中川村美術館
駐車場10台以上

３ 入場料

500円 ※高校生以下無料

４ 内

【演 奏】
伊那フィルハーモニー交響楽団員
【詩朗読】
藤原悠紀子（駒ヶ根市在住、元文学座）

容

●アンフォルメル美術館開館（１月～３月まで冬季閉鎖）
アンフォルメル中川村美術館は、フランス芸術文化勲章を受章された鈴木画伯の
構想のもとに、建築家毛綱氏の斬新な設計によるものです。
通常入館料：一般200円(団体割引150円) 小・中・高生100円(団体割引50円)

≪主

催≫

≪アクセス≫

アンフォルメル中川村美術館
[お車で]
[列車で]

お問合わせ先

中央自動車道「駒ヶ根IC」から約35分
中央自動車道「松川IC」から約25分
JR飯田線「伊那田島駅」よりタクシー約20分
「七久保駅」よりタクシー約15分

アンフォルメル中川村美術館
〒399-3801 長野県上伊那郡中川村大草2124
（住 所）
0265-88-2680
（電 話）
（ＦＡＸ）
https://www.informelmuseum.com/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) museuminf@cek.ne.jp

●

イベント

須坂市

須坂・豊丘の五大桜と観桜会

信州・須坂市街から少し離れた豊丘地区には、見事な一本桜が楽しめるスポットがあります。
市街地よりも標高が高いところにあるため、開花時期が４月半ば過ぎになります。
喧騒から離れた山里の桜名所でのお花見はいかがでしょう。

１ 日

時

４月１６日(日) 「観桜会＆ひんのべまつりin豊丘」10時～14時
４月中旬から下旬 (見ごろの状況は須坂市観光協会にお問合わせください。)

２ 会

場

豊丘地域公民館・旧園里学校前

３ 内

容

・手作りひんのべ１杯・おやき１個セットの販売(限定250食 300円）
・バイオリニストの飯島千鶴さんのミニコンサート(無料)、地元グループのコンサート
・フリーマーケット、地元農産物、花苗、須坂銘菓の販売など
・４月８日(土)に旧園里学校が豊丘地域の郷土資料館としてオープンします(入館料・
無料)。豊丘地域の江戸・明治・大正・昭和にかけて使用した民具・農具や古文書、絵
地図等を展示。

≪主

催≫

≪アクセス≫

須坂市豊丘地域公民館
[お車で]
[列車で]

上信越自動車道「須坂長野東IC」から約20分
長野電鉄「須坂駅」よりタクシーで20分
●

お問合わせ先

須坂市豊丘地域公民館
〒382-0022 長野県須坂市豊丘町１０７６
（住 所）
026-245-9768
（電 話）
（ＦＡＸ） 026-245-9768
http://www.city.suzaka.nagano.jp/enjoy/shisetsu/kouminkan/toyooka/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) c-toyooka@city.suzaka.nagano.jp

イベント

小川村

夜桜まつり

公民協働で開催されている「小川村桜ウィーク」は今年で７回目を迎えます。村内にある7,000本もの
山桜が咲き誇ります。また、村内各所から見ることのできる真っ白な北アルプスと桜とのコントラストは
圧巻です。一見と言わず、村内さまざまな場所から二見三見の価値ありです。
この桜ウィークの中で人気のイベントとなった、第3回目を迎える夜桜まつりも開催が決定！今年は、
一昨年登場の野外幻灯が再び登場！愛知県を拠点に全国でご活躍の酒井敦美さんをお招きし、光
の切り絵を映しだし、小川村のすばらしい桜と共演します。地元の方々で考案した光のバルーンも加
わり、全国でも類を見ない素晴らしい夜桜まつりを堪能いただけます。

１ 日

時

４月２２日（土)～２３日（日） １８～２１時

２ 会

場

立屋・番所の桜周辺

３ 内

容

●イベント概要
・酒井敦美さんと地元の方による光の演出とライトアップされた桜の共演。
今話題のプロジェクションマッピングでは決して表すことのできない、光の温かさが酒
井さんの作品からは伝わります。ＯＨＰを用いて、酒井さんがこころを込めて作った作
品が映し出されると、誰もがその世界の虜になってしまいます。生きた桜と共演するこ
とで大きな一つの作品となります。今回は、地元の方々の光のバルーンとの共演とい
うことで、光に動きがあるバルーンと酒井さんの温かな作品がどのようにコラボレーショ
ンするかも見所。
・出店、ミニコンサートなどの開催。
●その他のイベント概要
桜ウィーク（4/10～5/2）期間中での開催。※P16をご覧ください。

≪主

催≫

≪アクセス≫

お問合わせ先

小川アルプスラインＰＲ事業実行委員会
[お車で]
[列車で]

長野自動車道「長野IC」から約40分
JR 「長野駅」よりバス50分

小川村観光協会
〒381-3302 長野県上水内郡小川村大字高府8800-8
（住 所）
026-269-2323
（電 話）
（ＦＡＸ） 026-269-3578
http://kankou.ogawamura.jp/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) kankou@vill.ogawa.nagano.jp

●

イベント

安曇野市

SPRING FESTA

2017

春爛漫！色とりどりの20万本のチューリップが花を咲かせ、300匹の鯉のぼりが北アルプスの風に吹か
れて泳ぎます！
また500万本の菜の花も咲き誇ります。
花の咲く季節に合わせて、アクティビティやワークショップなどさまざまなイベントを開催！！

イメージ

１ 日

時

４月２２日（土)～５月２１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

大人410円 65歳以上210円 小中学生80円 幼児無料 ※駐車場1000台無料

４ 内

●ラフティング・カヤック体験（4/29～5/14土日祝日 当日受付 参加費500円・1000円）
池を使って本格的なラフティング・カヤックを体験！インストラクター講習を受け安心・安全に
楽しめます！
●本格アスレチック「フォレストアドベンチャー」（4/22～5/21土日祝日 当日受付 参加費500
円）
専用のギアを装着し、高さ２ｍの本格アスレチックに挑戦！
●キッズラグビーパーク(当日受付 参加無料） ※日程調整中、決まり次第ＨＰにてＵＰしま
す。
元日本代表選手と一緒にラグビーを楽しもう！
●松本山雅FCサッカーパーク（5/27 当日受付 参加無料）
長野県のJ2チームのマスコットとスタッフと一緒にサッカーを楽しもう！
●こどもの日イベント「ふれあい動物園」（5/3～5/5 参加無料）
ヤギやヒツジ、大きなカメなどいろいろな動物を触れ合おう！
●ワークショップ「デコルテミラー・フォトフレーム、ジェルキャンドル、クレヨン」
（5/3～5/7 参加費300円～800円）
●アルプスの風におよぐ鯉のぼり 300匹の鯉のぼりが北アルプスを背に泳ぎます。

≪主

容

催≫

≪アクセス≫

国営アルプスあづみの公園【堀金・穂高地区】
[お車で]
[列車で]

長野自動車道「安曇野IC」より車で約20分
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

国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区 管理センター
〒 399-8295 長野県安曇野市堀金烏川33-4
（住 所）
0263-71-5511
（電 話）
（ＦＡＸ） 0263-71-5512
http://www.azumino-koen.jp
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) https://www.azumino-koen.jp/contact/form.php?to=park

イベント

小布施町

千曲川リバーサイドパーク

千曲川堤防沿いは「桜堤」と呼ばれており、4月下旬から5月上旬にかけて、全長４ｋｍ、約600本の八
重桜「一葉」が咲き誇ります。また、小布施橋のたもとの広場には、桜のほかに赤いハナモモや黄色い
菜の花のじゅうたんが広がり、遠くは北信五岳が臨める大変美しいビュースポットです。
近年、観光に訪れる方々も増加し、春の小布施の新名所となっています。

１ 日

時

４月下旬～５月上旬 ≪千曲川ふれあい公園花まつりは、４月２９日（土）≫

２ 会

場

千曲川リバーサイドパーク
※駐車場がありませんので、お車の方は小布施ＰＡ等をご利用ください。

３ 内

容

「桜堤（さくらづつみ）」と呼ばれる千曲川堤防沿い（東岸）の道路には、全長4ｋｍにわ
たって約600本の八重桜が植えられています。例年、4月下旬から見頃を迎えます。
また、その中央に位置する小布施橋のたもとには、桜のほかにハナモモの赤色や菜
の花の黄色に彩られた広場があり、天気が良い日は、この場所から遠く北信五岳が
眺望できるという、大変美しいビュースポットです。
※4月29日は、地元の方々によるイベント「花まつり」も開催されます。
花まつりの日は、お花見シャトルが運行しますので、こちらもご利用ください。
詳しくは、下記の小布施町産業振興課(026-214-9104)までおたずねください。

≪アクセス≫

[お車で]

上信越自動車道 「小布施スマートIC」から、道の駅「オアシスおぶせ」に駐車
「お花見シャトル」バスで約5分

[列車で]

お問合わせ先

長野電鉄 「小布施駅」下車、徒歩20分または
周遊バス「おぶせロマン号」で約10分、
「小布施総合公園前」下車後、徒歩約15分

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

●

イベント

安曇野市

第34回早春賦まつり

安曇野に春の訪れを告げる「第34回早春賦まつり」が穂高川右岸の早春賦歌碑前で開催されます。
広大な北アルプスを背景に、市内小学生やコーラス部による合唱やアルパの演奏が行われ、最後に
は来場者の皆さんにも参加いただいて、会場全体での早春賦大合唱を行います。また、農産加工品
や安曇野のお土産の販売や数量限定でお菓子などの無料サービスも行います。
早春の爽やかな安曇野で日本を代表する叙情歌「早春賦」を一緒に歌いませんか♪

１ 日

時

４月２９日（土･祝） １０時～１１時２０分頃

２ 会

場

穂高川右岸早春賦歌碑前

３ 内

容

●イベント内容
・実行委員長、市長あいさつ
・特別来賓あいさつ
・市内小学校合唱
・芸術文化協会コーラス部合唱
・アルパクラブ演奏
・市歌合唱
・早春賦大合唱
●農産加工品・記念切手の販売、地ビールや野点のサービス(予定)

≪主

催≫

≪アクセス≫

早春賦まつり実行委員会
[列車で]
[お車で]

JR 大糸線「穂高駅」より徒歩約２０分
長野自動車道「安曇野IC」から約２０分
（※会場周辺に駐車場がございません。穂高駅や市役所穂高支所などから
無料シャトルバスをご利用ください。）

お問合わせ先

早春賦まつり実行委員会事務局（安曇野市役所 観光交流促進課）
〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地
（住 所）
0263-71-2000(代) （ＦＡＸ） 0263-72-1340
（電 話）
（E-ｍａｉｌ) kankokoryu@city.azumino.nagano.jp

●

イベント

軽井沢町

軽井沢若葉まつり

昭和４３年より毎年恒例となった『軽井沢若葉まつり』。GWには緑化木無償配布・野鳥観察の集い・
春の乗馬体験・渓流釣りなどの企画を予定しております。
また、ハーフマラソン・テニス・サイクリング・クラシックカーイベントなどのスポーツイベントも予定さ
れ、多彩な催しで新緑の軽井沢を満喫することができます。

１ 日

時

４月２９日（土・祝)～６月上旬

２ 会

場

町内各所

３ 入場料

イベントにより有料のものもあります。

４ 内

４月２９日（土・祝） 緑化木無償配布・実費即売会 会場：軽井沢町役場駐車場
※配布は、先着1,000名
5月3日（水・祝） 野鳥観察の集い（予約制）
春の乗馬体験
渓流釣りの集い
※上記のお問い合わせは、観光経済課（0267-45-8579）へ

容

5月２１日（日）

軽井沢ハーフマラソン2017 ※雨天決行
問合わせ先：軽井沢ハーフマラソン大会事務局
（信濃毎日新聞社事業部内）☎026-236-3371
大会ＨＰ：http://karuizawa-marathon.com/

その他、楽しいイベントを6月上旬まで多数予定しています。

≪主

催≫

≪アクセス≫

若葉まつり実行委員会
[お車で]
[列車で]

上信越自動車道「碓氷軽井沢ＩＣ」より25分
北陸新幹線「軽井沢駅」下車（東京より約70分）
※軽井沢駅までのアクセスとなります。

お問合わせ先

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

●

イベント

小谷村・白馬村・大町市

第38回

塩の道まつり

「塩の道まつり」は、例年ゴールデンウィークに北は小谷村から白馬村を経由して、南は大町市まで
を結んで行われる春の北アルプス山麓のウォーキングイベントです。
残雪の北アルプスの素晴らしい景色を楽しみながら、塩の道を歩くこの祭りに参加してみませんか。
往時を偲んだ昔の旅姿、ウォーキングを楽しんだり、写真を撮ったりと、楽しみ方は様々です。
この春は、ぜひ「北アルプス山麓 大町・白馬・小谷」へお越しください。

塩の道まつり概要
１ 日時・会場 ・小谷村 ５月３日（水・祝） ９時１０分出発（受付８時～）
・白馬村 ５月４日（木・祝） ９時１０分出発（受付８時～）
・大町市 ５月５日（金・祝）湖畔道中（受付８時～８時４０分）
山麓道中（集合７時４５分～８時）
２ 内

容

●コース
・小谷村 千国コース 約9 ㎞、受付場所 下里瀬基幹センター
・白馬村 歴史の道コース 約10.5㎞、受付場所 白馬クロスカントリー競技場
・大町市 湖畔道中 約10.5㎞、山麓道中 約10 ㎞、受付場所 JR信濃大町駅前
※大町市の山麓道中は事前申込制（定員100名）です。
●参加方法
・開催当日、現地の受付場所へお越しください。
※全コース参加は無料です。
※大町市の山麓道中は事前申込先着100名で締め切らせていただきます。山麓道中へ参加をご希
望の方は、大町市観光協会（0261-22-0190）までお電話でお申し込み下さい。
●その他
・塩の道まつり「とっておきデジタル写真館」
塩の道まつりの“とっておき”な写真をホームページで公開します。
詳しくは、塩の道まつりホームページ(http://shionomichi-matsuri.com/)をご覧下さい。
・糸魚川・塩の道起点祭り
5月2日(火)に塩の道の起点となる糸魚川から大糸線根知駅までを歩くイベントです。詳しくは、糸魚川市観
光案内所（電話023-553-1785）までお問い合わせください。
●アクセス
・小谷村〔列車で〕JR大糸線「南小谷駅」から無料シャトルバスで約10分
JR「長野駅」から栂池高原まで特急バスで約90分～栂池高原から無料シャトルバスで約20分
〔お車で〕長野自動車道「安曇野IC」から約90分・上信越自動車道「長野IC」から約90分
・白馬村〔列車で〕JR大糸線「白馬駅」から無料シャトルバスで約15分
JR「長野駅」からJR白馬駅まで特急バスで約60分、「白馬駅」から無料シャトルバスで約15分
〔お車で〕長野自動車道「安曇野IC」から約80分・上信越自動車道「長野IC」から約80分
・大町市〔列車で〕JR大糸線「信濃大町駅」下車徒歩1分
JR「長野駅」からJR「信濃大町駅」まで特急バスで約60分
〔お車で〕長野自動車道「安曇野IC」から約40分・上信越自動車道「長野IC」から約60分
●お問い合せ先
・小谷村観光連盟
（住所）〒399-9494 北安曇郡小谷村大字中小谷丙131
（電話）0261-82-2233 （ＦＡＸ）0261-22-2242
（Ｅメール）kyokai@otari.nagano.jp （ＵＲＬ）http://www.vill.otari.nagano.jp
・白馬村観光局
（住所）〒399-9301 北安曇郡白馬村大字北城7025
（電話）0261-72-7100 （ＦＡＸ）0261-72-6311
（Ｅメール）info@po.vill.hakuba.nagano.jp（ＵＲＬ）http://www.vill.hakuba.nagano.jp
・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
（Ｅメール）info@kankou-omachi.gr.jp（ＵＲＬ）http://www.kanko-omachi.gr.jp

≪主

催≫

大町・白馬・小谷塩の道祭り実行委員会

●

イベント

佐久市

第55回佐久鯉まつり

名産佐久鯉の振興と子ども達の健やかな成長を願ったまつりです。
３日より市内各所でスポーツイベントが行われ、４日に開催される「佐久鯉マラソン大会」では親子で
参加することができる「ファミリーの部」が人気。メインとなる５日は「千曲川スポーツ交流広場」で佐久
バルーンフェスティバルと併催し、「鯉拝領の儀・鯉車巡行」や「佐久鯉つかみ取り体験」、「鯉こくの無
料サービス」、「全長３９.５１ｍ巨大鯉のぼりの展示」など鯉に関連した催しが行われます。
本年は第５５回の開催を記念して、「鯉拝領の儀・鯉車巡行」の際に上田甲冑隊の方々にご参加い
ただく予定です。

１ 日

時

５月３日（水・祝）～５日（金・祝）

２ 会

場

千曲川スポーツ交流広場 佐久駒場公園 ほか
（※千曲川スポーツ広場（５日）へは佐久平駅等よりシャトルバスが運行されます）

３ 入場料

無料（一部有料イベントあり）

４ 内

●期間中イベント
【佐久鯉まつりスポーツイベント】 リトルシニア東北信大会(3～4日)、ソフトテニス大会
(3・5日)、佐久鯉マラソン大会(4日)、合氣道講演武会(5日)、剣道大会(5日)、弓道大
会(5日)、マレットゴルフ大会(5日)、テニス大会(5日)
【佐久鯉まつり行事】(5日) 開会式、鯉拝領の儀、鯉車巡行
【佐久鯉まつり特設ステージ催物】（5日） 佐久鯉太鼓演奏、伝統芸能披露、書道パ
フォーマンス、お笑いステージ（お楽しみ抽選会）、アイドルステージ（じゃんけん大会
あり）ほか
【その他】 鯉こくの無料サービス、39.51ｍ佐久鯉のぼり掲揚、佐久鯉つかみ取り体
験、金魚すくい、フリーマーケット、野点

≪主

容

催≫

≪アクセス≫

佐久鯉まつり実行委員会
[お車で]

中部横断自動車道「佐久中佐都IC」「佐久南IC」より車で5分（千曲川スポーツ交流広場）
上信越自動車道「佐久IC」「佐久平スマートIC」より車で15分（千曲川スポーツ交流広場）

[列車で]

ＪＲ「佐久平駅」より車で10分（千曲川スポーツ交流広場）
ＪＲ「佐久平駅」よりシャトルバス運行（約20分）

お問合わせ先

佐久鯉まつり実行委員会事務局（佐久市観光交流推進課内）
〒385-8501 佐久市中込3056
（住 所）
0267-62-3285
（電 話）
（ＦＡＸ） 0267-62-2269
http://www.sakukankou.jp/ （佐久市観光協会）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) info＠sakukankou.jp (佐久市観光協会）

●

イベント

佐久市

佐久バルーンフェスティバル2017
ＧＷの風物詩として定着している佐久の一大イベント「佐久バルーンフェスティバル」は今年で２５回
を数えます。熱気球ホンダグランプリの第２戦として競技が行われ、佐久の空を色とりどりの熱気球約
４０機がうめつくします。
子供たちに感動を！をテーマに熱気球係留体験や親子で楽しめるイベントを多数用意します。
４日の１９時から行われる「バルーンイリュ－ジョン」ではバーナーに照らしだされた熱気球が音楽に
合わせて点灯し、花火とコラボレーションする人気のイベントです。更に本年は25周年を記念し、ス
ケールアップした「記念祝賀花火」を打ち上げるなど、例年以上にイベントを盛り上げます。

１ 日

時

５月３日（水・祝）～５日（金・祝）

２ 会

場

千曲川スポーツ交流広場
（※千曲川スポーツ広場へは佐久平駅・佐久合同庁舎等よりシャトルバスが運行されます）

３ 入場料

無料（一部有料イベントあり）

４ 内

【スカイスポーツ】
競技フライト（6：15・15：00 5日は6：15のみ）、熱気球係留(各日8：30～10：30)、熱気球教室
【体験教室】
木工教室、ぐにゃぐにゃ凧作り教室、ニジマス釣り体験、魚のつかみ取り体験、魚の炭火焼体
験と試食、そば打ち体験、ターゲットナイン ほか
【3日・4日/トライアル・デモンストレーション】
プロライダーによるトライアル競技のデモンストレーション
【3日/キッズ・デー(一日を通し子どもが楽しめる企画あり)】
子ども写生大会、熱気球係留体験会(小学生以下無料)
【4日/19：00～19：30/バルーンイリュージョン】
大会名物の夜間係留イベント。「記念祝賀花火」の打上げあり
【4日/ハートフル・デー（誰もが楽しめる企画あり)】
身しょう者無料の熱気球イベント
【その他】
たけし軍団による特別ステージショー（大相撲元大関把瑠都さん参戦）、銀河連邦ヒーロー
ショー

容

≪主
催≫
≪アクセス≫

佐久バルーンフェスティバル組織委員会
[お車で] 中部横断自動車道「佐久中佐都IC」「佐久南IC」から車で5分
上信越自動車道「佐久IC」「佐久平スマートIC」から車で15分
[列車で] ＪＲ佐久平駅より車で10分
ＪＲ「佐久平駅」よりシャトルバス運行（約20分）

お問合わせ先

佐久バルーンフェスティバル組織委員会事務局（佐久市観光交流推進課内）

〒385-8501佐久市中込3056
0267-62-3285
（ＦＡＸ） 0267-62-2269
http://www.saku-balloon.jp/ （公式HP）
http://www.sakukankou.jp/ （佐久市観光協会）
（E-ｍａｉｌ) info＠sakukankou.jp (佐久市観光協会）
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ）

●

イベント

長野市

善光寺花回廊～ながの花フェスタ2017～

16回目を数える善光寺花回廊の今年のテーマは「花めぐり旅～春爛漫の門前へ～」。
花キャンバスやタペストリーガーデンなど、色鮮やかな花の絨毯が善光寺表参道を彩ります。
またハンギングバスケットやコンテナガーデンも随所に施され、まさに花の回廊です。
花いっぱいの善光寺表参道へお越しください。

１ 日

時

５月３日（水・祝)～５日（金・祝） ※３ 日午前中は製作中のため展示は午後からとなります

２ 会

場

長野市 中央通り、権堂アーケード及びごん堂広場、ながの東急前ほか

３ 内

容

●花キャンバス
チューリップの花びらなどで路上に絵を描くアートイベントです。
●タペストリーガーデン
ペチュニア、マリーゴールドなどの花鉢を使って絵柄を描きます。
●フラワーコンテスト
ハンギングバスケット、コンテナガーデン、ミニガーデンのコンテストです。
●フラワーガーデン
園芸家による趣向を凝らしたガーデン作品です。
展示場所：駅前広場、ながの東急前、もんぜんぷら座前、ホテルJALシティ前

≪主

催≫

≪アクセス≫

善光寺花回廊実行委員会
[お車で]

上信越道「長野IC」から約40分
（期間中は渋滞が予想されますので、なるべく公共交通機関をご利用ください）

[列車で]

お問合わせ先

JR 「長野駅」善光寺口より徒歩10分～20分

善光寺花回廊実行委員会
〒380-0841長野県長野市大門町48-2 SHINKOJI西棟205
（住 所）
090-5443-5632
（電 話）
（ＦＡＸ） 026-214-2567
http://www.nagano-saijiki.jp/hanakairou
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) chuodori@nagano.email.ne.jp

●

イベント

小諸市

浅間山開き

日本百名山「浅間山」は、安山岩質の複合火山で標高2,568ｍ。
登山コースは、天狗温泉から入山する「火山館コース」と高峰高原車坂峠から入山する「黒斑（くろ
ふ）コース」の2コースがあり、様々な景色をお楽しみいただけます。
本格的な登山シーズンを告げる「浅間山開き」は、山の平穏と登山者の安全を祈願し、参加者全員
で記念登山を行います。

１ 日

時

５月７日（日)

２ 会

場

浅間山登山口（天狗温泉 浅間山荘前）

４ 内

容

●登山受付 ： 午前８時より ※事前申込不要。
・当日会場にお集まりください。
●浅間山開き式典
・大浅間火煙太鼓の演奏
●記念登山
・しめ縄切り、お神酒の振る舞い、護符プレゼント
・登山所要時間 片道約3時間40分 、往復約6時間
・3月2日現在、噴火警戒レベル2で賽の河原分岐から前掛山方面は進入できません。
●その他
・豚汁サービス、特産品など露店販売もあります。
※記念登山は噴火警戒レベルにより目的地が変わります。

≪主

催≫

≪アクセス≫

お問合わせ先

８時～

小諸市観光協会
[お車で]
[列車で]

上信越自動車道「小諸ＩＣ」から約25分
しなの鉄道・ＪＲ小海線「小諸駅」より臨時バス（有料）を運行
※事前に小諸市観光協会へお問合せください。

小諸市観光協会
〒384-0025 長野県小諸市相生町１−１−１（小諸駅舎内）
（住 所）
0267-22-1234
（電 話）
（ＦＡＸ） 0267-25-3380
http://komoro.in/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) office@kanko.komoro.org

●

イベント

安曇野市

信州安曇野北アルプスパノラマ銀座山岳フェスタ2017

昨年に引き続き、世界に誇る環境を有する北アルプスの魅力を体感するイベントを安曇野で開催し
ます。
5月13日・14日に安曇野スイス村において山岳に関連した各種講座やアウトドアショップ・メーカーに
よる展示販売などのイベントを行います。山に関わる広範な方々にご協力いただき、様々な角度から
「山」の楽しさ、厳しさをお伝えします。ぜひお出かけください。

１ 日

時

５月１３日（土)～１４日（日）

１０時～１７時

２ 会

場

安曇野スイス村サンモリッツ （長野県安曇野市豊科南穂高3800-1）
※無料駐車場あり

３ 入場料

入場無料

４ 内

【大ホール】
・アウトドア用品展示即売会
・ボルダリング体験 ※小中学生対象
・プレゼント抽選会
【エントランス】
・My 山 Style（登山愛好家や遭対協などの登山装備の展示）
・北アルプス人気投票
【中ホール】
・各種講座（天気、登山用具、写真、レスキューなど）※予定
・映画上映 など

≪主

容

催≫

≪アクセス≫

安曇野市山岳観光推進実行委員会
[お車で]
[列車で]

長野自動車道「安曇野IC」から車で約5分
大糸線「豊科駅」よりタクシーで約10分
●

お問合わせ先

安曇野市観光交流促進課 ブランド推進担当
〒399-8281 安曇野市豊科6000番地
（住 所）
0263-71-2000
（電 話）
（ＦＡＸ） 0263-72-1340
（E-ｍａｉｌ) kankokoryu@city.azumino.nagano.jp

イベント

伊那市

みはらし五月まつり

「秋は実りのみはらしまつり」と並びみはらしファーム２大イベント！
みはらしまつりでは、お馴染みの「福足し抽選会」「一貫目ゲーム」
「クイズラリー“みはらしクエスト”」「ちびっこ餅つき」ほかイベントや物販が盛りだくさん！！

１日 時

５月２１日（日）

９時～１６時

２会 場

はびろ農業公園 みはらしファーム

３内 容

・一貫目ゲーム（野菜の重量当て：約３．７5kg） ※無料
・ちびっこ餅つき ※無料
・みはらし○×クイズ ※無料
・福足し抽選会
・アスパラ釣り
・だちょうの卵重量当て ※無料
・みはらしクエスト（スタンプラリー） ※無料
・ローメン、ソースカツ丼など伊那のB級グルメ販売
・静岡県牧之原市よりお茶などの物産展
※各イベントは変更になる場合があります。

≪主 催≫
≪アクセス≫

はびろ農業公園 みはらしファーム
[お車で] 中央自動車道「伊那IC」から旧権兵衛峠方面へ約３㎞ 約5分
[列車で] JR飯田線「伊那市駅」よりタクシーで約15分

お問合わせ先

みはらしファーム公園事務所（担当：高岡）
（住 所） 〒399-4501 伊那市西箕輪3447-2
（電 話） 0265-74-1807
（ＦＡＸ） 0265-74-1808
（ＵＲＬ） http://miharashi-farm.com
（E-ｍａｉｌ) miharasi@dia.janis.or.jp

●

イベント

第51回 貞逸祭・白馬連峰開山祭
「貞逸祭・白馬連峰開山祭」は北アルプス白馬連峰の山開きを告げる歴史ある山岳イベントです。
当日は地元ガイド「白馬山案内人組合」と白馬大雪渓まで行くトレッキングツアー（有料）や、残雪の
白馬三山を縦走する中上級者限定の白馬三山縦走登山ツアー（有料）もあわせて開催いたします。
残雪の谷間に咲く山野草を観察し、全長2.5km幅100mに及ぶ日本三大雪渓へのトレッキングは他の
エリアでは味わえません。さらに雪渓では春スキーやスノボーも楽しめます。（用具は各自持参）
参加者には限定記念ピンバッジ（非売品）をプレゼント。トレッキング後には猿倉荘前にて恒例の山菜
豚汁、山菜の天ぷら等のふるまいの他、アウトドアメーカー等のブース出展も開催予定。また、イベン
ト当日は白馬村のゆるキャラ「ヴィクトワール・シュヴァルブラン・村男III世」も参加致します！！
１日

時

５月２７日（土） 開山祭・大雪渓トレッキング ７時３０分～８時１５分（受付時間）
５月２７日（土）～２８日（日） 白馬三山縦走登山ツアー 1泊2日（中上級者限定！）

２会

場

白馬村猿倉駐車場（白馬岳登山口）
※猿倉荘の駐車場には限りがございますので、当日は白馬駅発猿倉行きの
臨時バスをご利用下さい（有料）。

３参加費

大雪渓トレッキングツアー 1名1,000円（中学生以下無料）
12名限定！白馬三山縦走登山ツアー 1泊2日 19,800円（※参加条件有り）

白馬村

４内

容

≪主 催≫
≪アクセス≫

お問合わせ先

●貞逸祭・白馬連峰開山祭（安全祈願祭）
場 所：白馬村猿倉駐車場（白馬岳登山口）
内 容：オープニング「アルプホルン演奏」
安全祈願祭 ・トレッキング出発式 ・ふるまい等
●白馬山案内人と行く大雪渓記念トレッキングツアー
・日本三大雪渓の一つ、白馬大雪渓まで地元のベテラン登山ガイド集団『白馬山
案内人』が皆様を安全にご案内致します。
また、雪渓ではスキーやスノーボードも楽しめます。（用具持参）
・開催日：5月27日（土）
・トレッキングコース ※Ａ，Ｂコースからお好きなコースをお選び下さい。
Ａコース： 通常コース
※初めて参加する方や体力に自信のない方、ゆっくりと登りたい方にオススメ！
Ｂコース： 健脚コース
※経験者でもっと遠くまで登りたい方、休憩時間が少なくても良い方にオススメ！
・参加費／1,000円（中学生以下無料）要予約 ※当日申し込みは出来ません。
（ガイド料・記念ピンバッジ・保険代・ふるまい含む）
・定員 400名（予定）
・注意事項
※スキー滑走希望の方は、用具は各自で準備し全て自己責任でお願いします。
●貞逸祭記念特別企画 12名限定！白馬三山縦走ツアー
貞逸祭を記念して白馬のシンボルである白馬岳・杓子岳・白馬鑓ヶ岳を縦走する
上級者向けの本格登山ツアーです。
・開催日：5月27日(土)～28日（日）1泊2日ツアー
・参加費：19,800円
（宿泊費1泊2食、ガイド料、記念ピンバッジ、消費税）
・募集人員：12名(※最少催行： 7名)
■参加条件
※本コースは上級健脚者向けコースの為、参加条件を満たされた方のみ参加可能
です。詳しくは白馬村観光局ＨＰをご覧下さい。
※70歳以上の方のご参加はご遠慮下さい。
（ガイドとマンツーマンの個人登山ツアーをお勧め致します。）

白馬村観光局
[お車で] 中央自動車道 「安曇野IC」からＲ148号線を
大町・白馬方面へ約50分
[列車で] ＪＲ大糸線 「白馬駅」より猿倉荘行き臨時バスをご利用下さい。
白馬村観光局
（住 所） 〒399-9301 北安曇郡白馬村大字北城 7025
（電 話） 0261-72-7100
（ＦＡＸ） 0261-72-6311
（ＵＲＬ） http://www.vill.hakuba.nagano.jp/
（E-ｍａｉｌ) info@po.vill.hakuba.nagano.jp
（その他）

時間帯等の詳細は白馬村観光局HPをご覧下さい。

●

イベント

大町市

大町観光草競馬

大町市常盤にある仏崎観音寺が馬の息災を守護する寺として知られていたことから、昔からこの地では
奉納草競馬が行われてきました。
残雪の北アルプスをバックに繰り広げられる、人馬一体となった白熱のレースを是非ご観戦ください！

１ 日

時

５月２８日（日）

２ 会

場

大町市常盤 高瀬川 観音橋付近の河川敷（大町市運動公園そば）

３ 内

容

・県内外から集まる多数のサラブレッドの迫力ある疾走が間近で見られ、かわいい子
供騎手が乗ったポニーのレースもあります。
・１周約500ｍのコースで行われます。
・お昼休憩時（12：00～13：00）には、ポニーの乗馬体験ができます。
※小雨決行

≪主

催≫

≪アクセス≫

お問合わせ先

９時～１５時（予定）

大町市観光草競馬実行委員会
[お車で]
[列車で]

長野自動車道「安曇野IC」から約40分
JR 「信濃大町駅」よりタクシーで約5分

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

●

イベント

上田市

信州国際音楽村公園

春のばらまつり

信州国際音楽村公園の見晴らしの良い丘の斜面に、イングリッシュローズを中心としたバラ園が広がりま
す。
期間中は、信州国際音楽村公園バラの会特製肥料・草花苗・バラのミニブーケ等の販売を行います。
バラ栽培その他園芸相談もお受けしますので気軽に声をかけてください。
また、年間を通したバラの育て方講座も開催していますので、ぜひ御参加下さい。

１ 日

時

６月３日（土)～１１日（日）

９時３０分～１６時

２ 会

場

信州国際音楽村公園（長野県上田市生田2937-1）

３ 入場料

無料

４ 内

「バラの会特製バラ用肥料」の販売
草花苗・バラのミニブーケ等の販売
バラ栽培その他園芸相談
バラの育て方講座（初級）
①6月10日(日) 9:30～12:00(受付9:00～)植え付け方・花後の処理
②8月19日(土) 9:30～12:00(受付9:00～)夏季管理(剪定・施肥)
③平成30年3月3日(土)13:30～16:00(受付13:00～)冬季管理(剪定・施肥・誘引)
参加費：１人１回５００円(事前申込不要・３回分一括払いは1,200円)

≪主

容

催≫

信州国際音楽村公園バラの会
上信越自動車道「上田菅平IC」「東部湯の丸IC」から約２５分
JR 「上田駅」よりタクシーで約２０分
しなの鉄道「大屋駅」よりタクシーで約１０分

≪アクセス≫

[お車で]
[列車で]

お問合わせ先

信州国際音楽村
〒386-0411 長野県上田市生田2937-1
（住 所）
0268-42-3436
（電 話）
（ＦＡＸ） 0268-42-3948
http://www.ongakumura.jp (信州国際音楽村)
（ＵＲＬ）

●

信州国際音楽村公園バラの会
（その他） 大平 連絡先 携帯090-4152-6584 ℡0268-24-3832
金子 連絡先 ℡0268-42-5021

イベント

大町市

第60回針ノ木岳慎太郎祭（夏山開き）

毎年6月第1日曜日に開催される「針ノ木岳慎太郎祭」。今年は第60回を数えます。
日本の近代登山の先駆者として語り継がれる百瀬慎太郎の業績を讃え、登山シーズンの安全を祈念
し開山祭を兼ねて針ノ木大雪渓で祭典、記念登山や植物観察を行います。

１ 日

時

６月４（日） （小雨決行）

２ 会

場

受付：アルペンルート扇沢駅車両ゲート脇から針ノ木登山道を30分程登った
慎太郎祭登山口にて

閉会式 16時予定

7：30～8：20 ※時間厳守・当日受付

３ 参加費

2,000円（保険料・記念バッジ・山の歌集・おしるこ含む）

４ 内

【日程】 ： 9：30より針ノ木大雪渓において祭典を挙行
その後、希望者は針ノ木峠への記念登山、または植物観察
（現地にて班分けを行い、リーダーの指示に従って行動していただきます）
16：00閉会式予定
【装備及び携帯品】：登山靴・長袖シャツ・長ズボン・雨具・防寒具・手袋・替くつ・くつ下
・携帯トイレ・水筒・昼食・サングラス・帽子・アイゼン（4本爪可）・ピッケル（ストック類）
【その他】 ： 受付場所が扇沢駅から登山口に変更になりました。
登山口から先は登山装備が必要です。
特に記念登山に参加される場合は、装備に不備があると参加できません。
登山のルールとマナーを守り安全に実施できるようご協力ください。
※注意事項など詳しくは事務局の大町市観光協会へお問い合わせください。

≪主

容

催≫

≪アクセス≫

お問合わせ先

針ノ木岳慎太郎祭実行委員会
[お車で]
[列車で]

長野自動車道「安曇野IC」より約1時間
JR 「信濃大町駅」より路線バスで約40分「扇沢駅前」下車
JR北陸新幹線「長野駅」より特急バス105分

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

●

イベント

大町市

立山黒部アルペンルート

佐々成政武者行列

戦国時代、富山城主の佐々成政は徳川家康に援軍を求めて冬の立山を自ら越えたとされ、その武者行
列を公募のエキストラにより再現します。
今年は富山市から出発した富山隊と大町市からの一行が室堂で合流し、合同イベントを行います。

１ 日

時

６月１０日（土）
室堂雪の大谷会場にて富山市との合同イベント１２時～１２時３０分
黒部ダムイベント１４時５分～野口大姥堂１５時５０分～大町温泉郷到着式１６時３０分

２ 会

場

室堂～黒部ダム～野口大姥堂～大町温泉郷

３ 入場料

※交通費 扇沢駅⇔黒部ダム2,570円、扇沢駅⇔室堂9,050円

４ 内

合同イベントの内容は、富山市・大町市両隊の挨拶、記念品贈呈交換、大姥尊像の
受け渡し、記念撮影、鏡開き、お酒の振る舞いなどを予定しています。その後大町隊
は黒部ダムで撮影会、野口大姥堂で大姥尊像奉納をして、大町温泉郷にて到着式
を行います。

容

※エキストラの応募は大町市公式観光サイト「信濃大町なび」から申込用紙をダウン
ロード、あるいは応募フォームからできます。
佐々成政、腰元ほか計１０名。応募締切は５月１０日（水）

≪主

催≫

≪アクセス≫

大町市イベント実行委員会
[お車で]
[列車で]

長野自動車道「安曇野IC」から車で約50分
JR 「信濃大町駅」より路線バスで約20分「大町温泉郷」下車

JR北陸新幹線 「長野駅」より特急バスで約80分
お問合わせ先

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

●

イベント

大町市

木崎湖湖水開き 地引き網と水上トレッキング

木崎湖は北アルプスの麓に静かに水をたたえる天然湖で、釣りも盛んです。周辺には、塩の道（千
国街道）・森城址・信濃木崎夏期大学などがあり、温泉地でもあります。
新緑の中、地引き網にチャレンジ。湖畔を５ｋｍほど歩いた後は、湖上をモーターボートで爽快にお
散歩！昼食時に木崎湖鍋の振る舞いがあります。

１ 日

時

６月１８日（日） 受付：８時～８時３０分（木崎湖キャンプ場） 解散：１３時３０分 （予定）

２ 会

場

木崎湖周辺（木崎湖キャンプ場 集合・解散）

３ 参加費

参加費 ：中学生以上1,000円／小学生500円（保険料含）

４ 内

【募集人員】：80名（小学生以上：定員になり次第締め切ります）
※小学生は保護者同伴でお願いします
【持ち物】：昼食、飲み物、雨具、軍手
【歩行距離】：約5㎞
【申し込み方法】：大町市観光協会にお電話等でお申し込みください。
参加者全員のお名前、ご住所、電話番号、年齢をお知らせください。
※小雨決行
※サンダル履きでのご参加は、脱げやすく危険ですのでおやめください

≪主

容

催≫

≪アクセス≫

大町市イベント実行委員会
[お車で]
[列車で]

長野自動車道「安曇野IC」から約40分
JR大糸線「信濃木崎駅」又は「稲尾駅」より徒歩約15分
●

お問合わせ先

大町市観光協会
〒398-0002 長野県大町市大町3200
（住 所）
0261-00-0190
（電 話）
（ＦＡＸ） 0261-22-5593
http://www.kanko-omachi.gr.jp/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) info@kanko-omachi.gr.jp

イベント

大町市

黒部ダム

観光放水

黒部ダムの名物といえば観光放水。下流の黒部峡谷の自然景観に配慮しながら、毎年決まった期
間と時間に一定の放水が行われています。毎秒10t以上も霧状になって放水される様子はずっと見て
いても飽きません。
水が生み出す景色の変化も黒部ダムの一つの魅力となっています。

１ 日

時

６月２６日（月）～１０月１５日（日）

黒部ダム放水期間

・6/26～7/31 6：00～17：30 ・8/1～9/10 6：30～17：00 ・9/11～10/15 7：00～16：30

２ 会

場

黒部ダムえん堤

３ 入場料

交通費として、 扇沢駅⇔黒部ダム 2,570円（往復）

４ 内

黒部ダムを訪れるなら観光放水の期間中は要チェックです。
放水期間中に旅すると思い出も倍増することでしょう。
オススメの時間は虹がかかる午前中。

容

2016年に新展望広場下に新たに造られたレインボーテラスから観ると、手が届きそう
な距離で観光放水を体感することができます。ダム自体が迫ってくるかのような迫力
の風景が目の前に広がります。

≪アクセス≫

お問合わせ先

[お車で]
[列車で]

長野自動車道「安曇野IC」から約70分
JR 「信濃大町駅」より路線バスで約40分「扇沢駅前」下車
JR 「長野駅」より特急バスで約105分「扇沢駅前」下車

くろよん総合予約センター
〒398-0001 長野県大町市平
（住 所）
0261-22-0804
（電 話）
http://www.alpen-route.com/
（ＵＲＬ）

●

