アルクマ便り
アルクマ便り

6 月号
長野県PRキャラクター「アルクマ」

２０１７年５月１６日

ⓒ長野県アルクマ

掲載ページ

開催日・期間

開催地

5月27日、7月29日
8月26日、9月23日

東御市

6月10日
6月17日
6月18日
8月5日

安曇野市
須坂市

参加募集
1P ろくもんワイントレインでいく TOMI WINEモニターツアー
2P
3P
4P
5P
6P

新玉ねぎ収穫体験
五味池破風高原ハイキング レンゲツツジ＆ワラビ狩り
峰の原高原 フラワーウォーク
夏やさいの収穫と秋やさい・赤そばの種まき
北信州木島平村 田舎暮らし体験住宅利用者募集

須坂市
箕輪町
4～6/7～9/10～12/1～3月 木島平村

新着情報
7P 中央アルプス杜の隠れ宿 李澄香（トキスミカ）オープン 4月28日～

駒ヶ根市

美術館(博物館）
8P 企画展「上諏訪温泉ものがたり―いで湯の町の歴史と文化―」4月29日～8月27日

諏訪市

▼「アルクマ便り」は毎月第3または第4水曜日、ホームページにアップします。カラーでご覧いただけます。
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）

長野県PRキャラクター「アルクマ」
ⓒ長野県アルクマ

掲載ページ

開催日・期間

開催地

イベント
9P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P

｢しあわせな景色を切り取る｣額縁屋タクラマカンの仕事

5月16日～6月11日
高遠「しんわの丘ローズガーデン」バラ祭り
5月27日～6月18日
須坂オープンガーデンウォーク
6月2～3日
第29回いけだまち ひろつカミツレ花まつり
6月3～4日
ランドネピクニック2017 in まつもと
6月3～4日
キッズプレイパーク
6月3日～7月2日
信州安曇野あやめまつり（第33回）
6月9～19日
第25回夢農場ラベンダー祭り
6月10日～7月17日
第1回中央アルプス・ヒルクライム2017
6月10・11日
第20回安曇野玉ねぎ祭り
6月10～11日
19･20P 白馬Alps花三昧２０１７
7月1日～8月31日
21P 「恋をつなぐ芸術祭(アートフェス)～FM長野合コン大作戦～」 6月24日
22P 信濃大町若一王子祭り～子ども流鏑馬と舞台曳き揃え～ 7月22・23日
23P 第64回高ボッチ高原観光草競馬大会
8月6日

中川村
伊那市
須坂市
池田町
松本市
安曇野市
安曇野市
池田町
宮田村・駒ヶ根市
安曇野市
白馬村
大町市
大町市
塩尻市

銀座ＮＡＧＡＮＯ（信州首都圏総合活動拠点）
東京都中央区銀座5-6-5 TEL：03-6274-6015 FAX：03-6274-6557 担当：小山浩一／保科宗継／山口史靖／吉川悦治

http://www.ginza-nagano.jp/ E-mail: ginza-nagano@pref.nagano.lg.jp

木島平村
●北 信 州 木 島 平 村 田 舎 暮 らし 体 験 住 宅 利 用
者募集/6P

６月号

野沢温泉 村
飯山市
栄村
木島平村

小谷村

信濃町

白馬村
●白馬 Alps 花三昧/19・20P

飯綱町

大町市
●「恋をつなぐ芸術祭(アートフェス)
～FM 長野合コン大作戦～/21P
●信濃大町若一王子祭り～子ども流
鏑馬と舞台曳き揃え～/22P

中野市

山ノ内町

小布施町

白馬村

高山村

長野市

小川村

須坂市
●五味池破風高原ハイキングレンゲツツジ＆
ワラビ狩り/3P
●峰の原高原フラワーウォーク/4P
●須坂オープンガーデンウォーク/11P

須坂市

池田町
●第 29 回いけだまちひろつカミツ
レ花まつり/12P
●第 25 回夢農場ラベンダー祭り
/16P

大町市

千曲市

坂城町

生坂村

松川村

安曇野市
●新玉ねぎ収穫体験/2P
●キッズプレイパーク/14P
●信州安曇野あやめまつり/15P
●第 20 回安曇野玉ねぎ祭り
/18P

東御市
●ろくもんワイントレインでいく TOMI WINE
モニターツアー/1P

麻績村

池田町

筑北 村

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
●ランドネピクニック 2017
in まつもと/13P

松本市

松本市

佐久市

岡谷 市

山形村

長和町
佐久穂町

朝日村

下諏訪町

塩尻市

小海町
岡谷市
諏訪市

木祖村

北相木村
茅野市
南相木村
南牧村

辰野町
原村

川上村

箕輪町
木曽町

富士見町

南箕輪村

伊那 市

王滝村
上松町

塩尻市
●第 64 回高ボッチ高原観光草競馬大会/23P
諏訪市
●企画展「上諏訪温泉ものがたり－いで湯の町の歴史と文化」/8P

宮田 村
駒ヶ根市

大桑村

箕輪町
●夏やさいの収穫と秋やさい・赤そばの種まき/5P

飯島町
中川村

伊那市
●高遠「しんわの丘ローズガーデン」バラ祭り/10P

南木曽町
高森町

松川町
大鹿村

豊丘 村
喬木村
飯田市

阿智村

泰阜村
阿南町

売木村
根羽村

駒ヶ根市
●中央アルプス杜の隠れ宿李澄香（トキスミカ）オープン/7P
中川村
●「しあわせな景色を切り取る」額縁屋タクラマカンの仕事/9P

下條村
平谷村

宮田村・駒ヶ根市
●第 1 回中央アルプス・ヒルクライム 2017/17P

天龍村

参加募集

東御市
ろくもんワイントレイン（乗車券・指定席プラン）でいく

TOMI

WINE

モニターツアー

話題のろくもんワイントレインから始まる東御ワイン物語。ワインはもちろん東御の魅力が満載のモニ
ターツアーを4回行います。
モニターなので8名様と少人数のツアーですが、どの回も東御をたっぷり楽しめるツアーとなっていま
す。
ぜひご参加いただき、サポーターとしてご意見をお願いいたします！

１ 日

２ 会

時

場

①５月２７日（土)～２８日（日）

②７月２９日（土）～３０日（日）

③８月２６日（土）～２７日（日）

④９月２３日（土）～２４日（日）

しなの鉄道 軽井沢駅改札口前 集合（１６時４０分）

３ 参加費

１名：２０，０００円（お申込みは２名様以上でお願いいたします）

４ 内

●行程
１日目：ろくもん3号の1号車に乗車して田中駅へ
（※ろくもん3号1号車は乗車券・指定券のみ、ワインは別途となります）
2日目：ジャンボタクシーで東御市内を移動
●日程
第1回 5月27日（土）～28日（日）
「ワインを楽しみ旧北国街道「海野宿」を訪ねる旅」
第2回 7月29日（土）～30日（日）
「シニアソムリエがいるレストランでワインと食事を楽しみワイナリーを訪ねる旅」
第3回 8月26日（土）～27日（日）
「ワインを楽しみ、国登録有形文化財「児玉家住宅」を訪ねる旅」
第4回 9月23日（土）～24日（日）
「ワインを楽しみ、江戸時代の大力士「スーパースター雷電」を訪ねる旅」
●定員：８名
●申込締切 各回10日前
●申込先：下記のJTB中部 上田支店までお申込みください。

容

≪主
催≫
≪アクセス≫

東御市雇用創造協議会
[列車で] JR・しなの鉄道「軽井沢駅」下車

お問合わせ先 株式会社JTB中部 上田支店
（お申込み先） （住 所）
〒386-0025 長野県上田市天神1-8-2
0268-22-2343
（電 話）
（ＦＡＸ） 0268-25-2041
https://opt.jtb.co.jp/kokunai_opt/products/products.aspx?products=1049192
（ＵＲＬ）

●

参加募集

安曇野市

新玉ねぎ収穫体験

豊科特産の玉ねぎを畑から直接堀り取りお持ち帰り！！お1人様10kg入りの袋に詰め放題でお持ち
帰りいただけます。
（※20kgお持ち帰り希望の方はプラス1,000円となります。）

１ 日

時

6月10日（土)

２ 会

場

ビレッジ安曇野

３ 参加費
４ 内

容

１3時～１5時

参加費：1300円
【日程】
ビレッジ安曇野13：00集合……日程説明⇒⇒マイクロﾊﾞｽで玉ねぎ畑に移動……
長靴に履き替え、ネットを受け取り玉ねぎ収穫体験⇒⇒15：00解散
●参加費に含まれるもの：玉ねぎ代、ガイド代、保険代含む
●募集定員：20名（最少催行人員5名）
●申し込み期限：6月2日（金）

≪主
催≫
≪アクセス≫

ビレッジ安曇野
[お車で] 長野自動車道「安曇野IC」から約7分
[列車で] JR 「柏矢町駅」より徒歩約15分
JR「穂高駅」よりタクシーで約10分

お問合わせ先

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

●

参加募集

須坂市

五味池破風高原 ハイキング レンゲツツジ＆ワラビ狩り

6月中旬から下旬にかけて県下最大規模のレンゲツツジ大群衆が一斉に咲き誇ります。大地を真紅
に染める様子は見事で天気がよければ北アルプスや北信五岳、善光寺平への眺めも壮観です。
また大池周辺にはワラビもたくさん生え、ワラビ狩りも楽しめます。

１ 日

時

6月17日（土)

９時～１２時 ※集合８時４０分

２ 会

場

五味池破風高原 ※集合場所：五味池破風高原・第一駐車場
※雨天決行（雨具を持参ください）

３ 参加費
４ 内

容

≪主
催≫
≪アクセス≫

お問合わせ先

１，０００円(おやき付・環境協力金含)
【定員】３０名
【歩程】約３．５ｋｍ(３時間)
【募集締め切り日】６月１４日(水) ※定員に達し次第、募集締め切り
【コース】第一駐車場＝＝ふれあい広場・・・遊歩道・・・大池(レンゲツツジの大群落と
ワラビ狩・休憩４０分)・・・ふれあい広場＝＝第一駐車場(解散)

須坂市観光協会
[お車で] 上信越自動車道「須坂長野東IC」から約50分
[列車で] 長野電鉄 「須坂駅」下車、タクシーで約50分

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

●

参加募集

須坂市

峰の原高原

フラワーウォーク

標高1,500ｍ、高冷地独特の季節感を感じ、夏にかけて花々が咲き始めます。
各ペンションオーナーが心をこめて手作りしたオープンガーデンをご案内しますので、ゆっくりお過
ごしください。
また1日限りの峰の原高原ペンション村のレストラン「高原食堂」でのランチも楽しみのひとつです！

１ 日

時

6月18日（日)

９時～１１時30分 ※集合８時４５分

２ 会

場

峰の原高原内 ※集合場所＝峰の原高原こもれびホール(旧集会所)
※雨天決行（雨具を持参ください）

３ 入場料
４ 内

容

２，０００円(高原食堂ランチ付)
【定員】２０名
【歩程】約４ｋｍ(２時間３０分)
【募集締め切り日】６月１５日(木) ※定員に達し次第、募集締め切り
【コース】峰の原高原こもれびホール９：００・・・高原遊歩道・・・ベニバナイチヤク群生
地・・・ペンションオープンガーデン(3軒程度)・・・峰の原高原こもれびホール１１：３０
※1日限りの高原食堂ランチ終了後、解散になります。

≪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」から約35分
[列車で] 長野電鉄 「須坂駅」下車、タクシーで約40分

お問合わせ先

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

●

参加募集

箕輪町

夏やさいの収穫と秋やさい・赤そばの種まき

みのわ町の自然を感じながら、夏やさいの収穫と秋野菜の種まきが楽しめるダブルで楽しい農業体
験イベント！
伊那谷の絶景を見ながら、地元の農家さんたちとの畑しごとを楽しみましょう。畑の後は、田舎のおも
てなしがたくさん詰まった「土手お茶会」。
あま～いとうもろこしを生のままでまるかじりしたり、農家さんと交流します。
美人の湯「ながたの湯」の入浴券とうれしいおみやげつき！
野菜の収穫とルビー色の赤そばの花を見に、次回（９月２４日）も遊びに来てね！

１ 日

時

８月５日（土）

９時３０分～１３時３０分

２ 会

場

箕輪町東箕輪
交流施設ぷらプラ（直売所にこりこ北側）集合
自家用車にて移動（バス利用可）

３ 入場料

料金 大人2,800円 子ども1,300円

４ 内

●イベント概要
・夏やさいの収穫体験
・秋やさいとルビー色の花が咲く赤そばの種まき
・土手お茶会（地元農家さんとの美味しい交流会）
・美人の湯「ながたの湯」の入浴券＆おみやげつき

容

●定員 20名
（7月28日 締切 定員になり次第締め切り）

≪主
催≫
≪アクセス≫

箕輪町グリーンツーリズム推進協議会
[お車で] 中央自動車道「伊北ＩＣ］下車 5分
[列車で] JR飯田線「伊那松島駅」下車
[高速バスで]中央高速バス「中央道箕輪」下車

お問合わせ先

みのわ温泉ながた荘（㈱みのわ振興公社）
〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪3733-18
（住 所）
0265-79-2682
（電 話）
（ＦＡＸ） 0265-79-0338
（ＵＲＬ）
http://minowa-gt.jp/
（E-ｍａｉｌ) http://minowa-gt.jp/call.html 内のお問い合わせより

●

参加募集

木島平村

北信州木島平村田舎暮らし体験住宅利用者募集

北信州木島平村では、移住に関心がある、または、将来的に移住を検討したい皆さん向けに、田舎
暮らし体験住宅を整備しました。この住宅で田舎暮らしの体験をおこなう中で農作業体験や地域行事
へ参加することでより具体的に移住について検討いただくきっかけとなればと考えています。
利用いただける方は、村外に住所を置き、村の空き家バンクへ登録できる方です。
利用期間は、3日から30日間で春夏秋冬各期間で1回のみ利用いただけます。
定員は4名で、利用料は1泊3,000円/棟です。調理家電や食器等は揃っています。皆さんのご利用
をお待ちしています。

１ 利用期間

春（４～６月）・夏（７～９月）・秋（10～12月）・冬（1～3月）の期間それぞれ1回利用可能
※1回の利用は、連続3日間～30日間とします。

２ 住

所

３ 利用料
４ 内

容

長野県下高井郡木島平村大字往郷1701番地（庚区）
1泊3,000円/棟、リネンが必要な場合500円/式
●申込方法：
木島平村役場へお電話で仮予約をいただき、村から郵送される申込書の提出により
決定となります。
●申込条件：
村外に住所があり、村の空き家バンクへ登録いただける方。
●利用方法：
利用定員は4名となっています。ペットとのご利用はご遠慮いただきます。
施設内は禁煙で生活体験自炊施設です。日常の清掃は利用者様で願います。
生活家電、調理家電、食器や寝具は4名様分は用意してあります。
食材、入浴用品、洗面用具などは利用者様で用意願います。
施設には、電話とwifiの施設はありません。携帯電話をご持参ください。
※詳細は、木島平村 産業企画室 移住定住推進係（０２６９－８２－３１１１）までお問
合わせください。
●

≪アクセス≫

[お車で]
[列車で]

上信越自動車道「豊田飯山IC」から約15分
JR 「飯山駅」よりバスまたはタクシーで10分

お問合わせ先

木島平村
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

産業企画室 移住定住推進係
〒389-2392 長野県下高井郡木島平村大字往郷973‐1
0269‐82‐3111
（ＦＡＸ） 0269‐82‐4121
http://www.kijimadaira.jp/docs/2017031000020/
sangyo@kijimadaira.jp

新着情報

駒ヶ根市
中央アルプス杜の隠れ宿

季澄香（トキスミカ）オープン！

株式会社三河湾リゾートリンクスは、昨年8月に駒ヶ根市第3セクターより譲り受けた「駒ヶ根ビューホ
テル四季」をリニューアルし、「中央アルプス杜の隠れ宿 季澄香（トキスミカ）」として新たなスタートを切
りました。
清流のせせらぎ、深い森の香り、やわらかな木漏れ陽、幻想的に灯される庭園。
ここは「非日常を極めたワンランク上の 2人のための和モダン隠れ宿」をコンセプトに誕生する大人
に向けた癒しの宿。
日本の伝統とアジアンテイストを融合した「隠れ宿」がここに誕生します。

１ 日

時

２ 所在地
３ 内

容

4月28日（金）オープン
駒ヶ根市赤穂4-172
●特徴
客室は全部で８室、すべて形が異なりどこの部屋からでも庭園が望め、夜には庭園
のかがり火とライトアップが滞在を演出する。また、お風呂は全室信楽焼きの湯船を
特注し用意し、半露天風呂とそのつながりに、ウッドデッキがあり、外の風や香りを感
じることができる。宿のテーマは「香り」。チェックインの際ロビーにて、地元駒ヶ根に工
場のある「ガイアＮＰ」のアロマオイルでしゃんぷなど香りの演出をします。また、お料
理は創作懐石料理として随所に花をあしらい目でも楽しめる。
●4/28オープン記念15％OFF！上質な隠れ宿モニター体験プラン（4月28日(金)〜6
月30日(金)までの期間限定）
オープンを記念し、多くのお客様に「杜の隠れ宿 季澄香（トキスミカ）」をご利用い
ただき、今後さらなるお客様満足度向上のためモニター体験として、今回期間限定に
て15％割引で販売いたします。

中央自動車道「駒ヶ根IC」から約5分
JR 「駒ヶ根駅」よりタクシーで約15分 または
路線バスにて約15分（菅の台停留所下車）

≪アクセス≫

[お車で]
[列車で]

お問合わせ先

駒ヶ根リンクスグループ ホテル旅館代表
〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂4-172
（住 所）
0265-83-7888
（電 話）
（ＦＡＸ） 0265-83-0777
https://tokisumika.com/
（ＵＲＬ）

●

博物館

諏訪市
企画展「上諏訪温泉ものがたり─いで湯の町の歴史と文化─」

諏訪市には全国有数の湧出量を誇る上諏訪温泉があります。その豊かな自然の恵みを諏訪の人々
は古くから利用し、この土地ならではの温泉文化を築いてきました。そんな上諏訪温泉と人々のかかわ
りをさまざまな資料からご紹介します。

諏訪湖中から湧き出る温泉（昭和21年頃）

１ 日

時

４月２９日（土・祝)～８月２７日（日）

２ 会

場

諏訪市博物館

温泉旅館で使われていたはっぴ（戦後）

温泉に浸かっていた縄文土器と
石器（縄文時代草創期）

９時～１７時

（※無料駐車場有 大型バス7台、普通車60台）
３ 入場料

一般300円 小・中学生150円（団体20名以上 一般200円 小・中学生100円）

４ 内

●会期中イベント
・ウォーキング「上諏訪温泉ゆかりの史跡を歩こう！」
江戸時代から知られた「上諏訪四湯」や町のあちこちにある温泉施設を歩いてめぐりま
す。※入浴はしません
日 時 5月27日（土）9:00～12:00
コース 小和田地区→精進湯跡→虫湯跡→湯の脇地区→高島城
定 員 20名
参加費 無料
申 込 4月29日（土・祝）より電話にて（0266-52-7080）
・講演会「上諏訪温泉と日本の温泉文化」
上諏訪温泉の湯をめぐるさまざまな風景から、江戸時代の温泉文化を多角的に検証
し、地域の人々にとって温泉とは何であったのかを考えます。
講 師 伊藤 克己氏（日本温泉文化研究会代表）
日 時 7月1日（土）13:30～15:00
会 場 博物館学習室
参加費・申込み 不要、当日会場へ
・展示解説
日 時 5月13日（土）、8月19日（土）13:30～14:00
申込み 不要、当日会場へ（要入館料）

容

≪主
催≫
≪アクセス≫

諏訪市博物館
[お車で] 中央高速「諏訪IC」から約５分
[列車で] JR 「上諏訪駅」よりバスで約３０分（「上社」下車）または
JR「茅野駅」よりタクシーで約１５分
●

お問合わせ先

諏訪市博物館
〒 392-0015 長野県諏訪市中洲171-2
（住 所）
0266-52-7080
（電 話）
（ＦＡＸ） 0266-52-6990
（ＵＲＬ）
http://www.city.suwa.lg.jp/scm/
（E-ｍａｉｌ) suwamu@city.suwa.lg.jp

イベント

中川村

｢しあわせな景色を切り取る｣額縁屋タクラマカンの仕事

中川村に若きアーティストたちが集まるきっかけとなった、伊那谷一の不思議空間、額縁屋｢タクラマ
カン｣。一歩足を踏み入れると個性的な額たちに加えレトロな棚や看板、昭和テイストの硝子、国籍不
明の雑貨などが所狭しと並んでいます。額縁サンプルと額装された絵画が飾られたいわゆる｢額縁屋｣
の風景はそこにはなく、ただならぬアーティストのアトリエに来たかのような錯覚に陥ります。
店主のフレーマー（額装家）松島拓良は、この地にタクラマカンを開業して２０年。古材を主な素材と
したハイセンスな額装とその丁寧な仕事で名を広め、多くのアーティストのパートナー的存在でもあり
ます。また店舗の空間プロデュースの分野でも活躍しています。この企画は松島フレーマーとしての
新たな境地をご紹介いたします。どうぞご一緒に幸せな景色をお楽しみください。

１ 日

時

5月16日（火)～6月11日（日）

9時～１６時 営業日：火・木・土・日曜日・祝日

２ 会

場

アンフォルメル中川村美術館 アトリエ棟

３ 入場料

一般３００円 小中高生100円

４ 内

フレーマー（額装家）松島拓良の額縁の世界展
○解体された民家から出る古材などを使い、オリジナルの額縁を制作し続ける松島
拓良の個展。空間プロデュースのプロフェッショナルでもある彼が、美術館全体で額
縁の世界を表現しています。
○額縁に入ってもらい写真撮影をしていただけます。伊那谷の絶景をバックに是非。
美術館スタッフがお撮りいたします。

容

≪主
催≫
≪アクセス≫

アンフォルメル中川村美術館
[お車で] 中央自動車道「松川IC」から約30分
[列車で] JR飯田線 「伊那大島駅」よりタクシーで約20分

お問合わせ先

中川村観光協会
〒399-3001 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
（ＵＲＬ）
http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/
（E-ｍａｉｌ) shokan@vill.nagano-nakagawa.lg.jp

●

イベント

伊那市

高遠「しんわの丘ローズガーデン」バラ祭り

「自然と調和した、新しいカタチのローズガーデン」は、平成19年6月1日にグランドオープンし、今年
10周年を迎えます。
約8,800㎡の敷地に、赤・黄・白・ピンクなど、約220種、約1,800本のバラをご覧いただけます。
高台にある園からは、眼下の町並みと、遠くに中央アルプスを望むことができます。

１ 日

時

５月２７日（土)～６月１８日（日）

２ 会

場

高遠しんわの丘 ローズガーデン

３ 入場料
４ 内

容

９時～１６時

・300円 ・団体（15名様以上）/200円 ・小中学生/150円
●オープニング式 ５月２７日（土）10時～
信州高遠藩鉄砲隊砲術演武
●10周年記念セレモニー6月3日(土）9時～
プレゼント抽選会、伊那市消防音楽隊ミニコンサート
・バラ苗木、バラにちなんだ商品の販売／売店／バラの育て方相談（期間中毎日）
・喫茶「麓のバラ茶屋」祭り期間中営業
・バラの鉢植え講習会（5/31・6/7・6/14 1日2回／10時～・14時～）
・竹とんぼ作り教室（6/10 9：30～11：30）
・フラメンコショー（6/11 10時～・14時～ 雨天中止）
※イベントの内容は変更になる場合があります。

≪主

催≫

高遠「しんわの丘ローズガーデン」バラ祭り実行委員会
中央自動車道「伊那IC」から、15km 30分
JR飯田線「伊那市駅」よりJRバスで約25分高遠駅下車、
タクシーで約5分（徒歩約30分）

≪アクセス≫

[お車で]
[列車で]

お問合わせ先

伊那市役所 高遠町総合支所 商工観光部 高遠長谷商工観光課
〒396-0292 伊那市高遠町西高遠1806番地
（住 所）
0265-94-2556
（電 話）
（ＦＡＸ） 0265-94-3697
http://inashi-kankoukyoukai.jp/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) t-kkk@inacity.jp

●

イベント

須坂市

須坂オープンガーデンウォーク

須坂市では市民の方が丹精込めたお庭を無料で2日間限定で公開しています。須坂市西部方面を
地元ガイドがご案内しながら、それぞれ愛情たっぷりの素敵なお庭巡りを見学します。
その季節のお花を見ながら楽しい時間を過ごしてみませんか。

１ 日

時

6月2日（金)～３日（土）

８時３０分～１４時 ※集合８時１５分

２ 会

場

須坂市内 ※集合場所＝長野電鉄 村山駅(駐車場あります)
※雨天決行（雨具を持参ください）

３ 参加費
４ 内

容

≪主
催≫
≪アクセス≫

２，０００円(昼食・ポット苗付)
【定員】２０名
【歩程】約６ｋｍ(５時間３０分)
【募集締め切り日】５月３１日(水) ※定員に達し次第、募集締め切り
【コース】村山駅前８：３０・・・黒岩邸・・・中村邸・・・伊藤邸・・・内藤邸・・・松井邸
==バス＝＝小林邸・・・市内食事施設＝＝バス＝＝村山駅前１４：００

須坂市観光協会
[お車で] 上信越自動車道「須坂長野東IC」から約８分
[列車で] 長野電鉄 「村山駅」下車、集合場所
●

お問合わせ先

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

イベント

池田町

第29回いけだまちひろつカミツレ花まつり

カモミールの花が満開を迎えるのは6月初旬。大峰高原の一角にあるカミツレ畑はあたり一面真っ白
な花で覆われます。アジアで初めてビオホテルの認証を受けた「八寿恵荘」。木のぬくもりを感じなが
らお泊りには最適な場所です。
今年で29回目を迎える「カミツレ花まつり」、たくさんの企画を用意して皆さんのお越しをお待ちして
います。

１ 日

時

6月3日（土）・4日（日） 10時～16時

２ 会

場

３ 内

容

広津カミツレの里 八寿恵荘
●イベント概要
カミツレエキス100％の入浴剤をたっぷり入れた「華密恋の湯」を体験できるほか、2日
間にわたりさまざまな企画を用意しました。
・華密恋の湯入浴10：00～16：00（200円 通常500円 タオルはご持参ください）
・八寿恵荘スぺシャルランチ＆カフェ開催 花祭期間限定のスペシャルメニューで
す。
・ガイドと歩く大峰の山 池田町ガイドマスターと大峰の山を1時間ほど歩きます。
参加無料（11：00～ 13：00～ 先着10名 華密恋の湯入浴券付）
・カモミール刈り取り体験 有機JAS認定圃場で満開のカモミール刈り取る体験です。
参加無料（10：00～15：30 1束お土産付き）
・アロママッサージ 500円（15分）随時受付
ハンド＆ヘッドマッサージトリートンメント（華密恋製品使用）リラックス効果抜群です。
・キャンドル作り体験 800円（製作時間30分）グラデーショングラスキャンドルを作りま
す。
他、華密恋製品の販売、パン・シフォンケーキ、手作りお弁当、お惣菜、地酒などの
売店も出店します。

≪主
催≫
≪アクセス≫

カミツレ研究所・八寿恵荘
[お車で] 長野自動車道「安曇野IC」から県道51号線経由約35分
[列車で] JR 「信濃松川駅」よりタクシー15分
●

お問合わせ先

カミツレ研究所
〒399-8604 長野県北安曇郡池田町広津4098
（住 所）
0261-62-9222
（電 話）
（ＦＡＸ） 0261-62-9223

イベント

松本市

ランドネピクニック2017 in まつもと

山へ行きたい。自然の中で気持ちよく過ごしたい。そんな思いを応援する都市型アウトドアイベント
「ランドネピクニック」が4年ぶりに開催決定！場所は北アルプスをはじめ、名だたる美しい峰々のふも
とに位置する長野県松本市。
信州の大自然を感じながら、山歩きからピクニックまで、幅広いアウトドアに触れられるステージイベ
ント、ワークショップ、お買い物ブースを用意してお待ちしております。

写真は横浜会場のイメージです。

１ 日

時

6月3日（土)～４日（日）

１日目 １１時～１９時/２日目 11時～16時（予定）

２ 会

場

長野県松本市あがたの森公園平和ひろば
（※注意事項～会場内駐車場は数に限りがあり、すぐに埋まってしまう可能性がございます。
近隣のコインパーキング等をご利用くださいますようお願いいたします。）

３ 入場料

入場無料

４ 内

●イベント概要
ワークショップ（ワンバーナークッキング、ハンモックリフレクソロジー体験）やイベントが盛りだく
さん！
①ナワコレ×ランドネ アウトドアファッションショー ＊6月3日（土）開催予定
まつもと発信のファッションフェス「ナワコレ」と「ランドネ」がコラボし、アウトドアファッションショー
を開催します！
②Irish Music Party ＊6月3日（土）開催予定
本場アイルランドの音楽のあり方に刺激を受けたミュージシャンたちがはじめた、音と食の複合
イベント。全国、海外で活躍する、今をときめくアイリッシュバンドメンバーが大集結したスペ
シャルなラインナップでお届けします。
③ランドネ山大学 ＊6月4日（日）開催予定
上高地トレッキング ※詳細後日発表！
最新情報はＷＥＢをチェック！www.ei-publishing.co.jp/out/randonneepicnic2017/

容

≪主
催≫
≪アクセス≫

ランドネピクニック2017inまつもと実行委員会
[お車で] 長野自動車道「松本IC」から20分、長野自動車道「塩尻ＩＣ」から27分
[列車で] JR 「松本駅」より徒歩20分 またはJR「松本駅」よりタクシーで約5分、
松本周遊バス（タウンスニーカー）東コース「旧松本高校」下車

お問合わせ先

松本市観光温泉課（平日９：００～１７：００）
〒 長野県松本市大手3-8-13 5階
（住 所）
0263-34-8307
（電 話）
（ＦＡＸ） 0263-34-3049
（E-ｍａｉｌ) kankou@city.matsumoto.lg.jp

●

イベント

安曇野市

キッズプレイパーク

カラフルな2万球のボールプールや段ボール迷路、クライミングウォール、積木などが登場！
梅雨の時期でも屋内で思い切り遊ぶことができます。

１ 日

時

6月3日（土)～7月2日（日）

9時30分～17時(6月)、～18時(7月)

２ 会

場

国営アルプスあづみの公園【堀金・穂高地区】 あづみの学校
※駐車場1000台無料

３ 入場料

参加料無料 別途入園料必要【大人410円、小中学生80円、65歳以上210円 幼児無料】

４ 内

●ボールプール
約2万球のカラフルなボールで思いっきり遊べます
●段ボール迷路
大きな迷路が登場!ボールにたどり着けるかドキドキです。
●積み木で遊ぼう
手にやさしい白木の積木8000ピース登場！
●クライミングウォール
高さ2.4m、全長4.2ｍのクライミングウォールが登場！
幼児向けの初心者コースもございます

容

≪主
催≫
≪アクセス≫

お問合わせ先

国営アルプスあづみの公園【堀金・穂高地区】
[お車で] 長野自動車道 安曇野ICより車で約20分
[列車で] JR大糸線 豊科駅または穂高駅よりタクシーで約15分

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

安曇野市

信州安曇野あやめまつり（第33回）
広大な北アルプスを背景に多種多様な花菖蒲が咲き誇る明科あやめ公園・龍門渕公園で
「第33回信州安曇野あやめまつり」を開催します。
今年も、期間中の土日を中心に大人から子どもまで楽しめる多彩な催しが行われます。
メインイベント開催日にはにじますのつかみどりや各種ステージイベント、大ビンゴ大会等が行われ
ます。

１
２
３
４

期
間
会
場
入場料
内
容

≪主 催≫
≪アクセス≫

お問合わせ先

６月９日（金）～１９日（月）
安曇野市明科 あやめ公園・龍門渕公園
無料
▼５月２７日（土）
・安曇野ロゲイニング 2017
▼６月１０日（土）
・にじますカップ カヌースラローム大会
▼６月１１日（日）
あやめ深緑ウォーキング(有料）
▼６月１７日（土）
・交流芸能発表会
・安曇野太鼓まつり
▼６月１８日（日）【メインイベント】
・にじますのつかみどり
・大ビンゴ大会
・ステージイベント
▼あやめまつり期間中は、 フォトコンテスト、あやめ俳句吟行会、ミニコンサート、臨時売店
ほか、盛り沢山のイベントを予定しています。

あやめまつり実行委員会
[お車で] 長野道「安曇野ＩＣ」から15分
[列車で] JR篠ノ井線「明科駅」から徒歩7分
安曇野市商工観光部観光交流促進課
（住 所） 〒399-8281 安曇野市豊科6000番地
（電 話） 0263-71-2000
（ＦＡＸ） 0263-71-5000
（ＵＲＬ） http://www.city.azumino.nagano.jp
（E-ｍａｉｌ) kankokoryu@city.azumino.nagano.jp

●

イベント

池田町

第25回夢農場ラベンダー祭り

春は山桜、初夏はカモミール、ラベンダーと季節の移り変わりをお花で楽しめる場所です。
4haある花畑は紫色に染まり、香りを楽しみながらの散策もおすすめ。場内にある売店には素敵な
グッツがたくさんそろっています。お祭り期間中限定の催しも企画されているので、ぜひお出かけくだ
さい。

１ 日

時

6月10日（土）～7月17日（祝・月）

２ 会

場

夢農場

8時～17時

３ 入場料

無料

４ 内

ラベンダーの摘み取り体験 1カップ500円 （雨天中止）
ラベンダースティックづくり体験 (※有料)
アロマクラフト教室 (※有料）
ラベンダーソフトクリームの販売
花苗の販売、ラベンダー入りのパン（お祭り期間限定）の販売
詳しくはhttp://www.yume-farm.co.jp/yumefarmHP/で発信していきます。

容

≪主
催≫
≪アクセス≫

夢農場
[お車で]
[列車で]

長野自動車道「安曇野IC」から約40分
JR 「信濃松川駅」よりタクシー約20分
（平日は池田町営バスを運行中。※本数が少ないので、ご注意ください。）

お問合わせ先

夢農場
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

〒399-8605長野県北安曇郡池田町陸郷7454-6
0261-62-5510
（ＦＡＸ） 0261-62-9710
http://www.yume-farm.co.jp/yumefarmHP/
yumefarm@cocoa.ocn.ne.jp

●

イベント

宮田村・駒ヶ根市

第1回 中央アルプス・ヒルクライム2017
昨年のプレ大会を経て、信州の名峰に、２つのヒルクライムが誕生！
今年は、宮田高原と駒ヶ根高原の２つのステージで熱い戦いが繰り広げられます。
宮田高原ステージでは、JBCFヒルクライムと同じコース設計。また、駒ヶ根高原ステージは、通常専用バス
の通行以外許可されていない県道75号線を特別解放。
表彰式は、残雪が美しい中央アルプス千畳敷カールで開催されます。

１ 日

時

宮田高原ステージ

６月１０日（土）

駒ヶ根高原ステージ ６月１１日（日）
２ 会

場

宮田高原（宮田村）及び駒ヶ根高原（駒ヶ根市）
※スタート場所 宮田高原ステージ：宮田村総合公園（上伊那郡宮田村1926−9）
駒ヶ根高原ステージ：駒ヶ根ファームス前（駒ヶ根市赤穂759-447）

３ 参加費

各ステージ 10,500円

４ 内

●中央アルプス・ヒルクライム～宮田高原ステージ～6月10日(土)
・高低差:890m
・距離:10.7km
・平均斜度：8.6％
・参加資格:中学生以上
●中央アルプス・ヒルクライム～駒ヶ根高原ステージ～6月11日(日)
・高低差:833m
・距離:10.3km
・平均斜度：8.3％
・参加資格:中学生以上
●定員
各ステージ ：400名
●申込方法
ローソンドゥスポーツ、スポーツエントリー、ランネットのいずれかによりオンライン申
込み
●申込締切
5月22日（月）

容

ダブルエントリー 18,000円

※いずれも駐車券付き

≪主催≫

中央アルプス・ヒルクライム大会実行委員会

≪アクセス≫

[お車で] 中央自動車道「駒ヶ根IC」から約5分
[列車で] 宮田会場：JR 「宮田駅」よりタクシーで約10分
駒ヶ根会場：JR 「駒ヶ根駅」よりタクシー又は路線バスにて約15分

お問合わせ先

中央アルプス・ヒルクライム大会事務局駒ヶ根オフィス
（住 所）

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂759-489（中央アルプス観光㈱内）

（電 話） 0265-83-3107
（ＵＲＬ） http://japanalps-hillclimb.com/

●

イベント

安曇野市

第20回安曇野玉ねぎ祭り

安曇野市では、毎年恒例の集落営農組合等による「安曇野玉ねぎ祭り」を開催します。
北アルプスの清冽な水と豊穣な安曇野の大地で育った甘く新鮮な玉ねぎです。新玉ねぎの収穫体
験ができます。また、畑や直売所ではネット袋入りの直売も行います。
なお、各会場とも準備しました玉ねぎが無くなり次第、終了とさせていただきます。

１ 日

時

６月10日（土)～１１日（日）

８時～１７時

２ 会

場

安曇野市内17会場（プラザ安曇野、湯多里山の神、その他市内のほ場等）
総合案内所（会場案内のみ）：安曇野市役所本庁舎（安曇野市豊科6000番地）
※注意事項 収穫体験ではハサミ持参、農作業のできる服装、履物でお越しください

３ 入場料
４ 内

容

直売・収穫体験ともに、20㎏（ネット袋詰）１袋1,800円（税込）
●安曇野産の甘くて新鮮な玉ねぎの直売と収穫体験をお楽しみください。
●直売：20㎏(ネット袋詰）1袋1,800円
○収穫体験：20㎏ 袋のヒモで閉められる状態で1袋1,800円
（詰め過ぎると、キズがつき腐りやすくなりますのでご注意ください。）
※各会場統一価格です。「玉ねぎ祭り」開催の2日間のみの価格です。
※各会場とも豊富に玉ねぎをご用意していますが、終了した際はご容赦ください。
※一部10日（土）のみ開催の会場や直売のみの会場があります。
※会場等、詳しくは安曇野市のホームページをご覧ください。

≪主
催≫
≪アクセス≫

安曇野玉ねぎ祭り実行委員会
[お車で] 長野自動車道「安曇野IC」から、市内各会場まで５分～20分
[列車で] JR 篠ノ井線「田沢駅」より各会場までタクシーで10分～20分
JR 大糸線 「豊科駅」より各会場までタクシーで10分～20分
●

お問合わせ先

安曇野市役所 農林部農政課 マーケティング担当
〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地
（住 所）
0263-71-2430
（電 話）
（ＦＡＸ） 0263-71-2507
（ＵＲＬ）
http://www.city.azumino.nagano.jp
（E-ｍａｉｌ) nousei@city.azumino.nagano.jp

イベント

白馬村

白馬Alps花三昧2017
～花いっぱい、夏の白馬山麓～
白馬山麓の夏の一大イベント「白馬Alps花三昧」が、今年も7月1日～8月31日まで開催されます。
今年は新たに２会場が仲間入りし全１２会場にて色とりどりの花々がお客様をお待ちしております。
期間中は、主会場を結ぶシャトルバス「花三昧バス」も運行され、地元ガイドによるトレッキングツアー
や来場者を楽しませるイベントも盛り沢山！
涼やかな北アルプスに咲く気品に満ちた佇まいの高山植物、雪解けの沢や水辺にひっそりと咲く山
野草など、その多彩な表情は見るものを飽きさせません。
ぜひ村全体がお花畑となる百花繚乱の夏の白馬へお越し下さい。
１ 日

時

7月1日（土 )～8月31日（木）

２ 会

場

白馬山麓エリア全12会場（白馬村・小谷村）

３ 入場料

入場料は各会場により異なります。

４ 内

《花三昧メイン会場》
①白馬五竜高山植物園
五竜岳から白馬岳の北アルプスを一望できるロケーションの高山植物園。園内にはヒマラヤの青いケシや
エーデルワイスなど世界の高山植物をはじめ、高山植物の女王・コマクサの群生など約３００種類以上２００
万株もの高山植物に気軽に出会う事が出来ます。さらに足を伸ばせば「アルプス平自然遊歩道」や「小遠
見山」までの登山・トレッキングも楽しめます。
②八方尾根自然研究路
中部山岳国立公園でもある八方尾根は約３５０種類の貴重な高山植物が楽しめ、ファミリーや初心者でも
無理なく山岳ハイキングが楽しめる人気のトレッキングコース。パワースポットとしても有名な神秘的な八方
池や目の前に広がる白馬三山の絶景は圧巻です。
③白馬岩岳ゆり園＆春・秋の森マウンテンビュー
標高1,289ｍの山頂エリアにゴンドラリフト「ノア」で昇ると、目の前に飛び込んでくるのは天空に開ける一面
のゆり園と360°の北アルプスの絶景！白馬山麓一帯を見渡せる大パノラマが広がっています。また、山
頂には人気急上昇中のMTBコースやワンワン広場も完備していますのでペットと一緒に絶景を楽しむ事も
出来ます。
《NEW会場》
①北尾根高原
八方尾根の中腹、標高１２００mに位置する北尾根高原。リフト１本で気軽に行く事が出来、高原では、北ア
ルプスの絶景を満喫する事が出来ます。
②白馬森のわさび農園
北アルプスと反対側の東山山麓（標高７５０ｍ）に位置するわさび農園は北アルプスの絶景を眺める事が出
来る観光農園です。農園内に北アルプスの伏流水が湧き上がり、美味しいわさびを育てます。夏には農園
内にホタルが舞い、キャンプサイトも完備しています。
《白馬山麓の「花の名所」7会場》
・姫川源流自然探勝園・Ｈａｋｕｂａ４７あじさいの小径・木流川 詩の小徑・白馬せせらぎの里・白馬大雪渓・
栂池自然園・白馬コルチナイングリッシュガーデン
《トレッキングツアー》
花三昧のメイン会場では、地元ガイド・白馬マイスターによる「五竜アルプスネイチャー」、「八方ネイチャー
ウォーク」、「白馬岩岳ネイチャーウォーク」、「白馬大雪渓ネイチャーウォーク」などのトレッキングツアーが
開催されます。

容

＊詳細についての問い合わせ先は各会場ごとに異なります。イベントに関する詳しい内容は、右記公式サ
イトよりご覧ください。
※花三昧期間中は各メイン会場を結ぶ「花三昧バス」が毎日運行
乗車券料金『1日フリーバスチケット』
●白馬会場 大人700円、小人350円
●小谷会場 大人1,000円、小人500円
花三昧バスチケット提示で村内の指定温泉施設の割引が受けられます。

≪主

催≫

≪アクセス≫

白馬花三昧実行委員会
[お車で]

長野自動車道「安曇野IC」から約５０分
関越・上信越自動車道「長野IC」から約５０分

[列車で]

JR大糸線 「白馬駅」下車 又はJR「長野駅」より特急バスで約６０分
JR「白馬駅」よりタクシーで各会場まで約５～１５分

お問合わせ先

白馬村観光局
（住 所）

〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城7025

（電 話）

0261－72－7100

（ＵＲＬ）

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

（ＦＡＸ） 0261－72－6311

（E-ｍａｉｌ) info@po.vill.hakuba.nagano.jp

●

イベント

大町市

「恋をつなぐ芸術祭(アートフェス)～FM長野合コン大作戦～」
長野エフエム株式会社と行う合コン企画第６回目です。今回は６月４日より開催中の「北ア
ルプス国際芸術祭」を体験しながら、合コン企画も楽しめるおすすめの企画。例年好評を博
すビュッフェも健在！
男女各５０人全員と話すチャンスがあるのも本企画の魅力です。パーソナリティーが司会を
務めて場を盛り上げます。
いつもとはちょっと違う雰囲気の大町市で恋をつなぐ芸術祭（アートフェス）に参加してみま
せんか。

１ 日

時

6月24日（土）14時～19時

２ 会

場

大町市くろよんロイヤルホテル 他（芸術祭作品鑑賞）
男/７０００円、女性/３５００円
（芸術祭パスポート・食事＆飲み物含 ※アルコール別）

３ 参加費
４ 内

容

≪主
催≫
≪アクセス≫

■募集人数
男女各50名（合計100名）
※応募多数の場合は抽選となります
■締め切り 平成２９年６月１４日（水）
※ご当選の方には、後日詳しい案内をお送りします。
■その他 MＣ：ダイナマイトマンダム（タレント）、唐木さやか（タレント）
※ＦＭ長野「ラジモ」（月～木 16:00～18:55）木曜パーソナリティ
■注意事項
◇お申し込みは参加者本人が1名ずつそれぞれ行なってください。
◇お友達と一緒に参加をご希望の方は、応募フォームにお友達のお名前をお書きく
ださい。（抽選となった場合に配慮させていただきます）
◇「どんな人が申し込んでいるのか」「今どのくらいの申し込みがあるか」などのご質
問にはお答えできませんのでご了承ください。
◇参加者はスマートカジュアルを心がけてください。
■問合せ FM長野・長野支社 TEL.026-224-6088 （平日10:00～18:00）
※ご宿泊については、くろよんロイヤルホテル TEL.0261-22-1530 まで、お気軽に
お問合わせください。
■応募フォーム https://www.fmnagano.co.jp/whatfmn/goukon-artfes/
【主催】大町市定住促進協働会議 【共催】長野エフエム放送株式会社
長野自動車道「安曇野IC」から約35分
[お車で]
[列車で]
JR 「信濃大町駅」よりタクシーで約15分
〒398-0001 長野県大町市平2020（くろよんロイヤルホテル）

お問合わせ先

大町市まちづくり交流課定住促進係
〒398-8601 長野県大町市大町3887番地
（住 所）
0261-21-1210
（電 話）
（ＦＡＸ） 0261-23-4304
（ＵＲＬ）
http://www.city.omachi.nagano.jp/teiju/
（E-ｍａｉｌ)
teijuu@city.omachi.nagano.jp
（その他）

本件に関する問合せはFM長野・長野支社へ

●

イベント

大町市

信濃大町若一王子祭り～子ども流鏑馬と舞台曳き揃え～

700年余りの伝統を持ち、2日間行われる若一王子神社の例大祭は、全国でも数少ない10騎の子ど
も流鏑馬や、6台の舞台（山車）の曳き揃え、稚児行列などでにぎわいます。
流鏑馬は、鎌倉の鶴岡八幡宮、京都の加茂神社と並ぶ日本3大流鏑馬の1つで、全国でも珍しい子
ども（ボボ）が射手を務める行事です。
舞台曳き揃えの夜は、6町の舞台を回って「開運帖」に判子を集めることもできます。

１ 日

時

7月22日（土）15時30分～21時頃（予定）・23日（日）13時～21時頃（予定）

２ 会

場

若一王子神社、大町市内本通り

３ 内

容

・稚児行列、浦安の舞、若王刀争奪剣道奉納試合、流鏑馬太鼓奉納など
・6町ごとの伝統の舞台曳き揃え、舞台囃子の演奏と共演
・10騎の子ども流鏑馬
・舞台や流鏑馬を間近で見て楽しめます。※観覧無料です。
・市内本通りは歩行者天国になります。
（時間・区間に制限があります。係員の指示に従ってください。）
※それぞれの日で開催内容が異なるため、詳しくは大町市観光協会までお問い合わ
せください。

≪アクセス≫

[お車で]
[列車で]

長野自動車道 「安曇野IC」から約40分
JR「北大町駅」より徒歩約10分
JR長野新幹線「長野駅」より特急バスで約1時間

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
（ＵＲＬ）
http://www.kanko-omachi.gr.jp

●

イベント

塩尻市

第64回高ボッチ高原観光草競馬大会

日本一標高の高い競馬場で行われる草競馬大会。県内外から100頭あまりの競走馬やポニーが集
まり、レースが繰り広げられます。

１日 時

８月６日（日） ９時～１４時３０分

２会 場
３内 容

塩尻市高ボッチ高原
今年は８月６日（日）に開催。
日本一標高の高い競馬場で行われる本大会には、県内外から100頭あまりの競走
馬やポニーが集まり、間近を駆け抜ける迫力満点の競走馬のレースや、愛嬌たっぷ
りポニーのレースをはじめ、動物ふれあいコーナーや高ボッチ周辺散策もお楽しみ
いただけます。
高ボッチ高原は標高１６００ｍ。競馬場にほど近い、「三大標高に愛を誓うビューポイ
ント」に立てば、富士山・南アルプス・中央アルプス・御嶽山・乗鞍岳・北アルプス・
八ヶ岳連峰の山々を360°一望できます。
※三大標高とは日本山岳標高トップスリー（富士山（3776ｍ）、北岳（3193ｍ）、奥穂
高岳（3190ｍ）、間ノ岳（3190ｍ））のこと。
爽やかな高ボッチ高原で夏のひと時をお楽しみください。

≪主 催≫
≪アクセス≫

高ボッチ草競馬大会実行委員会
[お車で] 中央道「塩尻IC」から約２５分（高ボッチスカイライン）
[列車で] ＪＲ「塩尻駅」下車、シャトルバスあり

お問合わせ先

高ボッチ草競馬実行委員会
（住 所） 〒399-0736 塩尻市大門一番町１２番２号
（電 話） 0263-54-0886
（ＦＡＸ） 0263-52-3413
（ＵＲＬ） http://www.tokimeguri.jp/
（E-ｍａｉｌ) kanko@city.shiojiri.lg.jp

●

