１２月号
長野県PRキャラクター「アルクマ」

２０２０年１１月１７日

ⓒ長野県アルクマ

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、イベントが中止になる場合もございますので、予めご了承ください。

参加募集
掲載ページ

やまのうち モバイル グルメ スタンプラリー
2P 第10回志賀高原ナイス！フォトコンテスト
3P 志賀高原スノーシューハイキング
4P 上伊那魅力再発見ツアー
1P

開催日・期間

開催地

10月10日～1月31日
12月5日～5月9日
1月9日～3月28日
12月12日他

山ノ内町
山ノ内町
山ノ内町
上伊那8市町村

新着情報
5P

奇跡の「トロバス記念館」プレオープン

11月14日～30日

大町市

6P

八千穂高原スキー場 OPEN早ッ！！

11月27日～4月4日

佐久穂町

7P

HAKUBAVALLEY鹿島槍スキー場 オープン

12月5日～4月4日

大町市

8P

ブランシュたかやまスキーリゾートオープン

12月5日～4月4日

長和町

9P

新長坂ゴンドラリフト運行！

12月12日～5月9日

野沢温泉村

10P HAKUBAVALLEY爺ガ岳スキー場 オープン

12月19日～3月21日

大町市

11P なきやまスノーランド オープン

12月19日～3月28日

白馬村

HAKUBA VALLEY今季のトピックス
白馬村・小谷村

12P 白馬八方尾根スキー場、白馬岩岳スノーフィールド
栂池高原スキー場
13P さかえ倶楽部スキー場OPEN

12月19日～3月28日

栄村

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／山浦義晴／山口史靖／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

美術館
14P

令和2年度ギャラリー展
「河野文夫展 ―在りし日の記憶―」

15P 八ヶ岳山麓の野鳥写真展（仮題）

長野県信濃美術館
東山魁夷館コレクション展第Ⅴ期

9月29日～3月31日

飯山市

12月12日～3月25日 原村
11月26日～2月2日

長野県

17P SHIOJIRI WINE NIGHT 2020 online

11月28日

塩尻市

18P 2020.Azumino.光のページェント

12月5日～1月31日

安曇野市

16P

イベント

▼「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。
https://www.pref.nagano.lg.jp/tokyokanko/pressreleases/arukumatayori.html
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天龍村

観光総合サイト「さわやか信州旅.net」及びインバウンドサイト「Go！NAGANO」を統一し
世界に NAGANO を発信するグローバルサイトとして生まれ変わりました。
～とっておきのトリップアイデアを提案し、旅のプランをお手伝い～

https://www.go-nagano.net

参加募集

山ノ内町

やまのうち モバイル グルメ スタンプラリー

山ノ内町の町内対象飲食店をめぐり、お店に設置してあるQRコードをスマートフォンで読み取って
スタンプを集めると、抽選で180名様にオリジナルチタン製マグカップ、りんごで育った信州牛、志賀
高原ビール、キャンプグッズなど、素敵な賞品が当たります！

１ 日

時

10月10日（土）～2021年1月31日（日）まで

２ 会

場

山ノ内町内 対象飲食店

３ 内

容

step1・・・山ノ内町内の対象飲食店で美味しく食べよう！
※メニューの金額は関係ありません。

イベント詳細

Step2・・・お店に設置してあるQRコードを読み込んで、スタンプゲット！
※初回のみ利用登録が必要です。
Step3・・・集めたスタンプの数に応じて各賞に応募！抽選で豪華景品が当たります。
抽選に外れた方にもWチャンスが！

≪主
催≫
≪アクセス≫

お問合わせ先

山ノ内町観光商工課
[お車で]

上信越自動車道「信州中野IC」から約20分

[列車で]

長野電鉄長野線「湯田中駅」下車

山ノ内町観光商工課
〒381-0498下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
（住 所）
（電 話）
0269-33-1107
（FAX） 0269-33-1104
（ＵＲＬ）
http://www.kashiyo.com/yamanouchi_stamprally

●

参加募集

山ノ内町

第10回志賀高原ナイス！フォトコンテスト

楽しい思い出、素敵な風景、おいしい食事やかっこいいシーンなど
志賀高原で撮影したベストショットを応募しよう！
各受賞者には豪華副賞が盛りだくさんです！

１ 日

時

12月5日（土）～2021年5月9日（日）

２ 会

場

３ 内

容

志賀高原
各受賞者には、旅行券や宿泊券等、豪華副賞が盛りだくさん！
ぜひ応募して豪華景品を当てよう！応募者の中から抽選で200名様にオリジナル
Ｔシャツをプレゼント致します。
また、みんなが応募した写真をみんなで投票することもできます！
【応募方法】
•ご応募は専用応募フォーム（パソコン・スマートフォン）からのみできるものとします。
必要事項をもれなくご記入いただき、「写真（1枚）」を添付のうえ、ご応募ください。
•写真はJPG形式でパソコン・スマートフォンより5MB以内でお送りください。
•ウィンターシーズンに撮影された作品をご応募ください。
【応募期間】
12月5日（土）～2021年5月9日（日） 24：00送信分まで有効
※詳しくはキャンペーンサイトをご覧ください。

≪主
催≫
≪アクセス≫

志賀高原観光協会
[お車で] 上信越自動車道 「信州中野IC」から約40分
JR「長野駅」より急行バスで約70分
[列車で] 長野電鉄 「湯田中駅」よりバス約３５分「志賀高原山の駅」下車
●

お問合わせ先

志賀高原観光協会
〒381-0401長野県下高井郡山ノ内町志賀高原蓮池 志賀高原総合会館98内
（住 所）
0269-34-2404
（電 話）
（ＦＡＸ） 0269-34-2344
http://www.smartcross.jp/shigakogen/
（ＵＲＬ）
（その他） （志賀高原観光協会） http://www.shigakogen.gr.jp/

参加募集

山ノ内町

志賀高原スノーシューハイキング

スノーシューは、雪山が初めての人でも気軽に楽しめるアクティビティ。
まっさらな新雪の上を歩けば、澄み切った大自然との一体感を味わえ、森の中では動物の足跡を見
つけたり、運が良ければ野生動物に出会えるかも！？スキー・スノボだけじゃない冬の志賀高原の魅
力を再発見できます。

１ 日
２ 会

時
場

1月9日（土）～3月28日（日） 9時30分～14時30分
志賀高原

３ 内

容

①【プライベートガイド】お客様のご希望に合わせてガイドを派遣いたします。
〈実施日〉期間中 9：00～15：00までの時間帯で、ガイド1名につき2時間より承っております。
〈料金〉2時間13,000円、3時間16,000円、4時間19,000円、5時間22,000円 ガイド、保険込
〈レンタル〉スノーシュー、ポールセット1,500円（数に限りがございます。事前にご確認ください。）
②【旭山コース】山頂からは東に志賀高原の山々、西に北信五岳が楽しめます。
〈実施日〉期間中の土日祝日
〈料金〉大人4,500円・小学生3,500円 ガイド、保険、スノーシュー、ポール込
③【長池コース】長池の周りの原生林をめぐり、癒しの森で自然体験するやさしいコースです。
〈実施日〉期間中の土日祝日
〈料金〉大人4,500円・小学生3,500円 ガイド、保険、スノーシュー、ポール込
④【蓮池コース】蓮池周辺のゆるやかなコースで気軽にスノーシュー体験
〈実施日〉期間中の土日祝日
〈料金〉大人4,500円・小学生3,500円 ガイド、保険、スノーシュー、ポール込
⑤【東館山頂コース】ゴンドラで楽々東館山頂へ、パノラマの絶景が待っています。
〈実施日〉期間中の土曜日
〈料金〉大人9,000円・小学生7,000円 嬉しい昼食付、 ガイド、保険、スノーシュー、ポール込
⑥【横手山頂コース】標高2,307ｍ、雲の上の横手山頂で、ふかふかのパウダースノー体験。
〈実施日〉期間中の土曜日
〈料金〉大人9,000円・小学生7,000円 嬉しい昼食付、 ガイド、保険、スノーシュー、ポール込
⑦【焼額山頂コース】焼額山頂湿原は冬は大雪原に、幻想的な景色をお楽しみください。
〈実施日〉期間中の土曜日
〈料金〉大人9,000円・小学生・7,000円 嬉しい昼食付、ガイド、保険、スノーシュー、ポール込
■全てのコース1名様から参加可能です。ガイド1人につき、5名様までご案内致します。
■申し込みは参加希望日の1週間前までにお申込みください。
※内容は、気象状況等により予告なく変更する場合がございます。

≪主
催≫
≪アクセス≫

※時間はコースにより異なります。

志賀高原ガイド組合
[お車で] 上信越自動車道「信州中野ＩＣ」から約40分
[列車で] 長野電鉄「湯田中駅」より志賀高原行きバスで約30分「志賀高原山の駅」下車
ＪＲ「長野駅」より志賀高原急行バスで約70分「志賀高原山の駅」下車

お問合わせ先

志賀高原ガイド組合
〒381-0401下高井郡山ノ内町蓮池（志賀高原自然保護センター内）
（住 所）
0269-34-2133
（電 話）
（ＦＡＸ） 0269-34-2480
（ＵＲＬ）
http://shizenhogo-center.shigakogen.gr.jp
（E-ｍａｉｌ) shizenhogo-center＠shigakogen.gr.jp

●

参加募集

上伊那８市町村

上伊那魅力再発見ツアー

平成３０年１０月に地域連携DMOとして（一社）長野伊那谷観光局が設立され、官民一体となり観光
地域づくりに取り組んでいます。最近はコロナによるインバウンドが壊滅的な影響を受ける中、地域の
魅力を再発見するマイクロツーリズムが注目されています。上伊那には２つのアルプスやそこに育まれ
た歴史・文化があり、今回はこれまでの滞在プログラムワーキングや関連団体との連携によりあまり知ら
れていないところをピックアップ、感染対策に万全を期して実施するものです。
またGOTOトラベル事業活用等により参加しやすい価格になっていますので、是非この機会に「上伊
那の魅力」をご堪能下さい。

１ 内

容

□ハーブソルト作りと寒天ところてん突き体験
12月26日（土） 5,800円 /1月16日（土）9,600円
・近年、」セラピーとして注目を浴びているハーブソルトづくり体験
・農家シェフによる野菜たっぷりランチ
・天日干しと生寒天を使う寒天ところてん突き体験
□写真家・津野先生と行く冬の上伊那撮影ツアー
12月12日（土）・18日（金）・20日（日） /1月23日（土）
・プロの写真家・津野先生からの少人数による撮影指導と講評。
・冬ならではの上伊那を撮影
●詳細は、長野伊那谷観光局（0265-98-8451）まで

≪主
催≫
≪アクセス≫

長野伊那谷観光局 長野県知事登録旅行業 地域-618号
[お車で] 中央自動車道「伊那IC」から約10分
[列車で] JR 「伊那市駅」より徒歩１分

お問合わせ先

長野伊那谷観光局
〒396-0025 長野県伊那市荒井300-1 いなっせ3F
（住 所）
0265-98-8451
（電 話）
（ＦＡＸ） 0265-73-5867
（ＵＲＬ）
http//www.inadanikankou.jp/
（E-ｍａｉｌ) k-dmo@union-kamiina.jp

●

新着情報

大町市

奇跡の「トロバス記念館」プレオープン

2018年まで、立山黒部アルペンルート関電トンネルで運行していたトロバス（トロリーバス）の記念館
がプレオープンする事となりました。
一度は保存を断念し、15台全ての車輌が解体されたものと諦めていた「トロバス」。それが熱い思い
を持つ１人のファンの方と、解体せずにファンの思いに応えようとして下さった解体工場の皆さんの行
動により、何とか大町市で保存したいというチャンスをいただく事が出来ました。
クラウドファンディングによって、「トロバス」を里帰りさせようと応援してくださる皆様からいただいた
トロバスの姿を、ぜひご覧ください。

１ 日

時

プレオープン 11月14日（土)～11月30日（月）

２ 会

場

３ 内

容

立山黒部アルペンルート扇沢駅横 扇沢総合案内センター
トロリーバスはバスという名前を戴きながら、上空の架線から電気を取り動力として走
る鉄道の仲間とされているという珍しい乗り物です。日本で唯一のトロリーバスが、現
在も立山黒部アルペンルートで運行中（現在も立山山頂付近）。
トロリーバス関連の写真、貴重資料、映像などの展示などもしています。
*トロバス記念館の本格的なオープンは、来年の立山黒部アルペンルート全線開通
の日からとなります。

≪主
催≫
≪アクセス≫

長野県大町市
[お車で] 長野自動車道 安曇野インターから1時間
[列車で] JR 「信濃大町駅」より路線バスで約40分
JR「信濃大町駅」よりタクシーで約20～30分
JR「長野駅」より特急バスで約105分

お問合わせ先

長野県大町市産業観光部観光課
〒398-0002 長野県大町市大町3177
（住 所）
0261-23-4081
（電 話）
（ＦＡＸ） 0261-23-3378
https://kanko-omachi.gr.jp/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) kankou@city.omachi.nagano.jp

●

新着情報

佐久穂町

八千穂高原スキー場 OPEN早ッ！！

信州・北八ヶ岳の標高1830ｍに位置し豊富な自然雪と圧倒的な人工降雪で雪の心配いらず！
コンパクトながら8つの個性的なゲレンデと多彩なアトラクションで1日中飽きずに滑れます！
ゲレンデに隣接した5つの個性的なペンションでの宿泊型スキーも満喫！
（一部のペンションはスキーインが可能）

１ 日

時

11月27日（金)～2021年4月4日（日）

２ 会

場

八千穂高原スキー場

３ 入場料
４ 内

容

大人3500円／高校生・ミドル・シニア2500円／子供1500円
●初滑りキャンペーン！
OPEN日～12/25まではとってもお得な初滑り料金！
まだまだ他のスキー場がOPENしていない時期から
友達に差をつけるには絶好のチャンス！
更にキッズランドは12月中旬OPEN予定で同じく12/25までは
入場無料でそりや雪遊びが楽しめます！
ご家族やご友人と一足早くスキーや雪遊びを満喫しちゃおう！
●大変お得な団体割引あります。
●ゲレンデ貸し出しできます。

≪主
催≫
≪アクセス≫

八千穂高原スキー場
[お車で] 中部横断自動車道「八千穂高原IC」から約17分
中央自動車道「長坂IC」から約55分
[列車で] JR小海線 「八千穂駅」よりタクシー30分

お問合わせ先

八千穂高原スキー場
〒384-0703 長野県南佐久郡佐久穂町千代里2093
（住 所）
0267-88-3866
（電 話）
（ＦＡＸ） 0267-88-3969
（ＵＲＬ）
https://yachiho-kogen.com/ski/
（E-ｍａｉｌ) info@yachiho-kogen.com
（その他） facebook https://www.facebook.com/yachihoski/

●

新着情報

大町市

HAKUBAVALLEY鹿島槍スキー場

オープン

変化に富んだ地形で遊びつくせ！抜群のロケーションと充実の施設が魅力の白馬エリアの穴場ス
ポット。HAKUBAVALLEYでもっとも南に位置し安曇野ICからのアクセス抜群！
今シーズンOPENの『Tubers High』は日本最長のチュービング専用コース！！大人も満足の、スリ
ル満点新アクティビティをぜひ体験してください。

１ 日

時

営業期間：12月5日（土)～2021年4月4日（日）（予定）
営業時間：8時～16時30分 年末年始、三連休のみナイター営業あり（16時30分～21時）

２ 会

場

３ 入場料

HAKUBA VALLEY鹿島槍スキー場
リフト料金 1日券：大人4,000円 シニア・学割3,700円 小人（小・中学生）2,400円
※その他お得DAYやファミリー割りなど！詳しくは鹿島槍スキー場へお問い合わせ下さい。

４ 内

容

≪アクセス≫

【託児所】
完全予約制 対象年齢:２歳から６歳(未就学児)
【設置内容】 リフト8基
【スクール】 SAJ公認「鹿島槍スキー＆スノーボードスクール」 ☎0261-23-1411
JSBA公認 AZプロスノーボーディングスクール ☎0261-85-0305

[お車で]
[列車で]

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から約50分
ＪＲ大糸線 「信濃大町駅」よりシャトルバス約45分
中綱ゲレンデへはＪＲ大糸線 「簗場駅」徒歩10分
●

お問合わせ先

HAKUBA
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)
（その他）

VALLEY鹿島槍スキー場
〒398-0001 長野県大町市平ソデノ原20490-4
0261-23-1231
（ＦＡＸ） 0261-22-2065
https://www.kashimayari.net/
kashimayari@kashimayari.net
※天候によって営業期間が変更になる場合があります。

新着情報

長和町

ブランシュたかやまスキーリゾートオープン

今シーズンはここ数年続く暖冬対策としてスノーマシンを増強し、造雪能力が大幅に向上した事で
12月5日（土）にオープン予定です。またGoToキャンペーンでチケットやレンタル、レストランなどで
クーポンの利用が可能（一部では電子クーポンも可）。更に長和町とのタッグにより「CLEAN＆WHITE
キャンペーン」を実施。窓口で通常1日券を購入頂くと、1000円分の場内利用券が付いてきます。
*子供は700円分(数量限定) 場内はしっかりと感染防止対策を実施した上で、この冬は安心してお得
に泊まって、滑って『スキーヤーオンリー』のゲレンデをとことんお楽しみください。

１ 日

時

１２月５日（土)～２０２１年４月４日（日） ＜積雪状況によっては、営業期間変更の場合有＞

２ 会

場

ブランシュたかやまスキーリゾート

３ 入場料
４ 内

容

駐車場無料 ※リフト券、レストラン、レンタル、売店等別途
晴天率の高いこのエリアの中で、国内最大級のスキーヤーオンリーゲレンデのブラン
シュは、まさにスキーヤー天国！6本のリフト、9つのコースを誇り、最大斜度30度の本
格コースや、山頂からビギナーでも3.7KMのロングランが楽しめるコースも有する多彩
なレイアウト。ファミリーやシニア、エキスパートまで幅広いスタイルのスキーヤーに人
気です。

≪主
催≫
≪アクセス≫

ブランシュたかやまスキーリゾート
[お車で] 中央自動車道「諏訪南IC」から約45分
[列車で] JR 「茅野駅」より路線バス乗り継いで約７０分

お問合わせ先

ブランシュたかやまスキーリゾート
〒386-9691長野県小県郡長和町大門鷹山3652
（住 所）
0268-69-2232
（電 話）
（ＦＡＸ） 0268-69-2540
（ＵＲＬ）
http://www.blanche-ski.com
（E-ｍａｉｌ) info@blanche-ski.com

●

新着情報

野沢温泉村

新長坂ゴンドラリフト運行！

野沢温泉スキー場（所在地：長野県下高井郡野沢温泉村７６５３）は２０２０年のシーズンより長坂ゴン
ドラリフト・長坂センターハウスのリニューアルオープンを予定しております。
野沢温泉スキー場キャッチコピーは「ドンドン楽しくなる！～進化するスノーリゾート～」
これまでの伝統・文化・情緒を大切に守りつつ最新の設備とサービスでお客様を受け入れる準備を
進めております。

１ 日

時

１２月１２日（土)～２０２１年５月９日（日）

２ 会

場

野沢温泉スキー場

３ 入場料
４ 内

容

≪主
催≫
≪アクセス≫

８時30分～１６時30分

大人１日券５，２００円 ゴンドラリフト1回券大人2,500円
山麓の長坂エリアから、やまびこエリアまでを直線ルートで約8分で輸送可能。10人
乗りのゴンドラキャビンは高さ・幅ともに大きく、全面がガラス張りで開放的な設計と
なっております。乗車中は今まで以上に野沢温泉の絶景をお楽しみいただけます。
キャビン内は、高いクッション性のレザーシートを備え快適性・静粛性が整っており、
すべての皆様に進化を感じていただける仕様に。是非、世界一のスノーリゾートを目
指す野沢温泉でラグジュアリーな空中散歩をお楽しみください。

株式会社 野沢温泉
[お車で] 上信越自動車道「飯山IC」から約25分
[列車で] 北陸新幹線「飯山駅」より野沢温泉ライナー（直通バス２５分
または タクシーで約20分

お問合わせ先

株式会社
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

野沢温泉 営業課
長野県下高井郡野沢温泉村大字７６５３
0269-85-3166
（ＦＡＸ） 0269-85-2201
nozawaski.com
info@nozawaski.com

●

新着情報

大町市

HAKUBAVALLEY爺ガ岳スキー場

オープン

はじめの一歩は爺ガ岳で！大人気のトロイカと広く見通しの良い傾斜面はキッズファミリーやグルー
プに最適！キッズパークがリニューアル！入場料５００円でトロイカはもちろん、1日楽しく遊べます。
スクールは多彩なプログラムで初心者から、レベルに合わせたレッスンが受講できます。

１ 日

時

営業期間：12月19日（土)～2021年3月21日（日）（予定）
営業時間：8時30分～16時30分(シーズン通して）

２ 会

場

３ 入場料

HAKUBAVALLEY爺ガ岳スキー場
リフト料金：大人3,900円 小人（3歳～中学生）2,300円
キッズパーク入場料：1名500円
※シーズン券、シニア券、ファミリー券等あり。詳しくは爺ガ岳スキー場にお問い合わせください。

４ 内

容

≪アクセス≫

【設置内容】 リフト4基 ナイター営業なし
【スクール】 SAJ公認 爺ガ岳スキー学校 ☎0261-23-4355
SIA公認 Gスキーアカデミー ☎0261-23-7500
JSBA公認 岸正美スノーボードスクール ☎0261-22-3005

[お車で]
[列車で]

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から約45分
ＪＲ大糸線 「信濃大町駅」よりシャトルバスまたはタクシーで約15分
●

お問合わせ先

HAKUBAVALLEY爺ガ岳スキー場
〒398-0001 長野県大町市平4819
（住 所）
0261-22-0551
（電 話）
（ＦＡＸ） 0261-22-4811
（ＵＲＬ）
http://www.jiigatake.com/
（その他） ※天候によって営業期間が変更になる場合があります。

新着情報

白馬村

なきやまスノーランド

オープン

今シーズン、白馬八方尾根スキー場・名木山(なきやま）エリアが新しく生まれ変わります！
初心者や家族連れで楽しめる「なきやまスノーランド」が誕生。全長80mのドーム型ムービングベルトが
設置されるので雪の斜面も楽々移動！
ソリやストライダー等の遊び道具も充実！また、八方尾根スキースクールのインストラクターが迎えて
くれるラビ―パークでは、無料ワンポイントアドバイス付きで初めてのスキーも安心してはじめられま
す。お父さんはエキスパートコースで、お母さんと僕はスノーランドでわくわく雪遊び！
今年の冬は八方尾根スキー場名木山へGo！

１ 日

時

12月19日（土)～3月28日（日）

２ 会

場

「なきやまスノーランド」

３ 入場料
４ 内

容

≪アクセス≫

9時～１６時

大人1,000円 こども200円ほか
●イベント概要
12月18日 プレオープン（白馬村・小谷村・大町市の三市村居住者ご招待）
12月19日 オープニングイベント
毎月第4日曜日（12月27日、1月24日、2月28日、3月28日
宝探しやストライダーレースなど盛りだくさんのイベント開催
ラビーとイエティ、アルクマや村男も登場するよ！
※詳しくはHPで

[お車で]
[列車で]

長野自動車道「安曇野IC」から約60分 上信越自動車道「長野IC」から60分

JR 「白馬駅」より徒歩30分

または

JR「白馬駅」よりタクシーで約5分
HV及びｽｷｰ場ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ運行
●

お問合わせ先

白馬観光開発株式会社 八方営業所
長野県北安曇郡白馬村大字北城4251
（住 所）
0261-72-3280
（電 話）
（ＦＡＸ） 0261-72-5598
（ＵＲＬ）
http://www.nsd-hakuba.jp
（E-ｍａｉｌ) osamu.matsuzawa@nsd-hakuba.jp

新着情報

白馬村・小谷村

HAKUBA VALLEY今季のトピックス
白馬八方尾根スキー場
白馬岩岳スノーフィールド
栂池高原スキー場

栂池高原スキー場

白馬八方尾根スキー場

白馬岩岳スノーフィールド

■白馬八方尾根スキー場
日本最大級の規模を誇る国際山岳リゾート、白馬八方尾根スキー場では山麓の名木山エリアに「名木山スノーランド」が誕生し
ます。約80mのドーム付きムービングベルトを備え、各種ソリやふわふわ遊具で雪遊びを楽しめるほか、スキービギナー向けの
初心者斜面もあり、隣接するスキースクールのインストラクターによるワンポイントアドバイスも受けられて、安心してスキーデ
ビューもできます。
また、降雪機を増設して安定した積雪量を保ち、これまでより早くコースオープンし、長い期間滑走できるようになる予定です。
さらに、コロナ感染予防対策の一つとして、スタッフとの対面接客を極力減らすため、一部エリアでチケット窓口を廃止し、自動
券売機を設置します。
白馬八方尾根スキー場はSDGsに賛同し、今冬はスキー場全体の約50％のリフトを再生可能エネルギーで運行するなど、環境
を考慮したスキー場を目指しています。

■白馬岩岳スノーフィールド
過去に「絶景が見えるゲレンデ6選」にも選ばれた、眺望が人気の白馬岩岳スノーフィールドでは、今冬は「滑走する方」と「観
光利用の方」の両方が楽しめるエリアとして、さらに施設充実を図ってまいります。
スキー、スノーボードのお客様向けには、山頂から山麓までの約3300mのロングクルージングと岩岳の代名詞でもある地形遊
びコースをこれまでより早く、長い期間楽しめるように中腹の降雪機を増強いたします。また、昨年開始したVIPプログラム
「HAKUBA S-CLASS」をもっと気軽に利用いただけるようにリニューアルいたします。
観光利用の方には、絶景カフェ＆テラス「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR」の冬季営業を軸に、手ぶらで来てソリやストライ
ダー、スノーシューなどの雪の中のアクティビティを楽しめるほか、森の中で静寂の中、ゆっくりとくつろげるエリアを作ってまい
ります。また、今季より観光利用に限り、ペットのゴンドラ乗車を解禁いたします。冬の白馬はスキー、スノーボードのイメージが
強いのですが、春～秋のように一般観光で気軽に海外に来たような北アルプスの絶景などを楽しめるようなコンテンツを今後も
作ってまいります。

■栂池高原スキー場
パウダーエリアと国内屈指の大緩斜面などが人気の栂池高原スキー場は今季、60周年を迎えます。60周年を記念して、オリジ
ナルG-SHOCK腕時計を通常シーズン券購入者に抽選でプレゼント。
今季は降雪機の導入することで中腹から山頂までのコースに安定した降雪が可能となり、早いスキー場オープンと、これまでよ
り長い期間、山頂から中腹までのいわゆる“ゴンドラ回し”が可能となる予定です。
また、ゴンドラリフト乗り場チケットセンターを移設し、山麓にチケットセンター、売店、レンタルショップ、カフェが入った施設を新
設します。室内でリフト券を購入できるようになり、また自動券売機を導入することでチケットセンターの混雑を解消いたします。
さらにスキー場HPをリニューアルし、ライブカメラなどの導入でより分かりやすく、利用しやすくなります。

※上記全スキー場で新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底し、営業をいたします。

●

お問合わせ先

日本スキー場開発株式会社 企画営業部 齋藤
〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城6329‐1
（住 所）
0261‐72‐3150
（電 話）
（ＦＡＸ） 0261‐72‐4742
（E-ｍａｉｌ) kohei.saito@nsd-hakuba.jp

新着情報

栄村

さかえ倶楽部スキー場OPEN
平日極力非圧雪！
ビギナーから上級者まで多彩な９つのコースを用意しています。
レンタル用品も豊富に取り揃えております。
レストランでは名物『トマトつけ麺』に『食べ放題の野沢菜漬け』をご用意して、
皆様のお越しをお待ちしております。

日
会

時
場

お問合わせ先

12月19日（土)～3月28日（日）
さかえ倶楽部スキー場

8時45分～16時30分 ※土日祝8時30分～

栄村役場商工観光課企業係
〒389-2703 長野県下水内郡栄村大字北信2903
（住 所）
0269-87-3355
（電 話）
（ＦＡＸ） 0269-87-2280
（ＵＲＬ）
http://www.sakaeclub.jp/
（E-ｍａｉｌ) kankou@vill.sakae.nagano.jp

美術館

飯山市

令和2年度ギャラリー展

「河野文夫展 ―在りし日の記憶―」
河野文夫（1908－1991）は佐賀県で生まれ広島高等師範学校を卒業後、山好きが縁となって長野
県の美術教師となり、戦前から国内だけでなくヨーロッパの美術にも強い関心を寄せ、好奇心旺盛な
高校生たちに本格的な美術との出会いをもたらしました。また、彼自身も戦後の日本で次々と紹介さ
れる海外の美術に触発されながら自らの造形感覚を構築していきました。
教育者であると同時に優れた画家でもあり、校務のかたわら寸暇を惜しんで描き続け、響きあう色彩
と躍動感あふれる風景画をのこしています。今回ご遺族より寄贈いただいた油彩全37点を展観しま
す。ぜひご覧ください。

黄色い家

真湯の栗の木

１ 日

時

９月２９日(火)～２０２１年３月３１日(水)
９時３０分～１７時（入館は１６時30分まで）

２ 会

場

飯山市美術館 ロビー＆ギャラリー

初冬

３ 入場料

大人 300（200）円 小中学生 200（100）円
※（ ）内は20名以上の団体料金
※障がい者手帳をお持ちの方と付添いの方1名様無料

４ 内

河野文夫の力強い筆致と優れた色彩感覚で描かれた野沢温泉村や飯山などの身近
な風景画、ご遺族より寄贈いただいた油彩37点を展示。

容

≪主
催≫
≪アクセス≫

飯山市美術館
[お車で] 上信越自動車道「豊田飯山IC」から約１0分。
[列車で] JR 「飯山駅」より徒歩１０分、タクシーで約3分。
※レンタサイクル・レンタカー有り。

お問合わせ先

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

●

美術館

原村

八ヶ岳山麓の野鳥写真展（仮題）
日本野鳥の会諏訪支部を半世紀以上にわたって支え続けてきた林正敏さんの協力を得て、数多くの野鳥愛好
家・専門家の撮った八ヶ岳山麓と諏訪地域に生息する野鳥たちの生態と小鳥の生きた表情に迫ります。

ヒレンジャク

１ 日

時

タゲリ

１２月１２日（土）～2020年３月２５日(木）
年末年始休館 12月29日(火）～1月3日(日）
※新型コロナ感染症の影響により、開館状況の変更、イベントが延期、中止となる場合があります。

２ 会

場

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

３ 入場料

大人（高校生以上）510円、小中学生250円

≪主
催≫
≪アクセス≫

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）、原村、原村教育委員会
[お車で] 中央自動車道「諏訪南I.C」から7km、「小淵沢I.C」から14km
[列車で] JR中央線「茅野駅」よりバスまたはタクシーで25～60分
「富士見駅」よりタクシー約15分

お問合わせ先

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）
〒391-0115 諏訪郡原村17217-1611
（住 所）
0266-74-2701
（電 話）
（ＦＡＸ） 0266-74-2701
（ＵＲＬ）
https://yatsubi.com/
（E-ｍａｉｌ) yatsubi1@po19.lcv.ne.jp

美術館

長野県
長野県信濃美術館

東山魁夷館コレクション展第Ⅴ期

≪白馬の森≫、≪静唱≫など当館所蔵の「東山ブルー」を代表する本制作をはじめ、≪行く秋≫、
≪木枯らし舞う≫、≪夕紅≫など、秋色に彩られた、東山晩年の心象風景を描いた秀作を展観致しま
す。また、古都奈良を取材した連作「大和春秋」、ヨーロッパの古都を描いた「ドイツ・オーストリアの旅」
のスケッチ、習作も一堂にご覧いただきます。

≪白馬の森≫ 1972年

①展覧会
１ 日

時

11月26日（木)～2021年2月2日（火）

２ 会

場

長野県信濃美術館 東山魁夷館

9時～１7時（入館は16：30まで）

３ 入場料

大人500円 大学生300円 高校生以下無料

≪主
催≫
≪アクセス≫

長野県、 長野県信濃美術館
[お車で] 上信越道「長野I.C.」または「須坂長野東I.C.」から長野市街及び善光寺を目標に30分
（美術館に駐車場はございません。近隣の有料駐車場をご利用ください。公共交通機関でのご来場にご協力をお願いします。）

[列車で]

JR 「長野駅」善光寺口バス乗り場①から、アルピコ交通バス11・16・17で「善光寺北」下車。

バス進行方向の城山公園奥。善光寺東隣り。

お問合わせ先

長野県信濃美術館事務所 広報・マーケティング室
〒380-0917 長野県長野市大字稲葉字八幡田沖2413-11長野県南俣庁舎内
（住 所）
026-232-0052
（電 話）
（ＦＡＸ） 026-232-0050
（ＵＲＬ）
http://www.npsam.com
（E-ｍａｉｌ) npsam@npsam.com
（その他）

FB: http://www.facebook.com/npsam.kaii

イベント

塩尻市

SHIOJIRI WINE NIGHT 2020 online

塩尻ワインの魅力を市内ワイナリー関係者たちと共にお届けします。作り手の方々からどんなことが
語られるのか必見！日本全国どこでも手軽に見られるオンラインイベントです。もちろん視聴無料！
また、視聴者の中から抽選で、ワイン樽から作られたコースターと塩尻ワインのセットが当たるチャンス
も。
配信の最後には、まだどこにも出していないマル秘情報をサプライズ発表いたしますのでお見逃し
なく！！（ヒント：塩尻にある日本で唯一のぶどう園に関するニュースです！）

１ 日

時

１１月２８日（土） １７時３０分～

２ 会

場

塩尻市公式YouTube または 塩尻市観光課公式Facebook

３ 入場料
４ 内

容

視聴無料
塩尻市長や市内ワイナリー関係者より、塩尻ワインの魅力を存分にお届けします！
（2020ミス・ワイン日本大会受賞者の出演も予定しております。）
・塩尻市の紹介
・塩尻市のワイン振興に関する取り組み紹介
・ワインの疑問にお答えします
・ワイン作り手によるスペシャルトーク
・視聴者プレゼント企画
・塩尻にある日本唯一のぶどう園に関するサプライズ発表 等

お問合わせ先

長野県塩尻市観光課
〒399-0736 長野県塩尻市大門一番町12-2
（住 所）
0263-52-0786
（電 話）
（ＦＡＸ） 0263-53-3413
（ＵＲＬ）
https://www.city.shiojiri.lg.jp/
（E-ｍａｉｌ) kanko@city.shiojiri.lg.jp

●

イベント

安曇野市

2020.Azumino.光のページェント

「子ども達に夢を与えたい」と集まった市民有志によるイルミネーションイベント。
１０ｍのメインツリーをはじめ、あづみ野ガラス工房の作家たちによるガラスを使ったイルミネーション、
手づくりならではのユーモラスで温かい光が安曇野の夜を彩ります。

１ 日

時

12月5日（土)～１月31日（日）

２ 会

場

安曇野の里

３ 入場料
４ 内

容

１７時～２３時

無料
安曇野の里（約２ヘクタール）の敷地にイルミネーションを点灯。
幻想的な光の世界が広がります。
○大小さまざまなツリーと光のトンネル
○干支や、キャラクターのほか、ガラスを使ったイルミネーション など
※新型コロナウイルス感染症防止のため、マスクの着用、間隔をとってお楽しみください。

≪主
催≫
≪アクセス≫

Azumino.光のページェント実行委員会
[お車で] 長野自動車道「安曇野IC」から約10分
[列車で] JR大糸線大糸線「柏矢町駅」より徒歩25分

または

JR大糸線「豊科駅」よりタクシーで約10分

お問合わせ先

Azumino.光のページェント実行委員会 事務局
〒399-8201 長野県安曇野市豊科南穂高6780
（住 所）
0263-72-8568
（電 話）
（ＦＡＸ） 0263-72-8569
（ＵＲＬ）
http://azuminohikari.wix.com/azuminohikari
（E-ｍａｉｌ) village@topaz.ocn.ne.jp

●

