
開催日・期間 開催地

1P 5月～11月 須坂市

2P 6月5日～10月31日 山ノ内町

３P 5月1日～11月23日 小谷村

４P 7月11日 大町市

5P 5月22日～11月7日 栄村・木島平村

６P 6月5日～9月18日 飯山市

※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。

掲載ページ

須坂オープンガーデン

志賀高原ガイドトレッキング2021

塩の道ウォーク　スタンプラリー

信越自然郷おさんぽバスツアー

北アルプス山麓グランフォンド2021

秘境 秋山郷 カヤの平高原の旅

２０２１年５月１８日

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：山浦義晴/齊藤里絵/真瀬垣まり子/ 吉川悦治

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

ⓒ長野県アルクマ

長野県PRキャラクター「アルクマ」

月号6

新着情報

アルクマ便り

参加募集

アルクマ便り



P7 ～7月4日 原村

P8 6月19日～8月15日 長野県

P9 6月19日～8月15日 長野県

P10 5月29日～6月20日 宮田村

P11 6月11日～7月4日 東御市

P12 6月19日～9月26日 安曇野市

P13 7月11日 長野県

　▼「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

没後40年 「清水多嘉示　生命と構築性の絵画」第1期
清水多嘉示の青春とパリ—『滞欧作品展覧会』と未発表作品

レンゲツツジまつり

湯の丸高原　つつじ祭

つながる美術館
宮崎浩とランドスケープミュージアム（長野県立美術館）

長野県芸術監督団事業　東京2020 NIPPONフェスティバル
[共催プログラム]
信州・アート・リングス
～文化でつながる。文化を創る。そして美しい未来へ～
長野・スペシャルコンサート2021

信州安曇野田んぼアート

めぐりあいJAXA―ながのとながめ（長野県立美術館）

イベント

ⓒ長野県アルクマ

長野県PRキャラクター「アルクマ」

美術館
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長野県 
●つながる美術館  
宮崎浩とランドスケープミュージアム（長野県立美術館）/8P 
●めぐりあい JAXA―ながのとながめ（長野県立美術館）/9P 
●長野県芸術監督団事業 東京 2020 NIPPON フェスティバル 
[共催プログラム]信州・アート・リングス  
～文化でつながる。文化を創る。そして美しい未来へ～  
長野・スペシャルコンサート 2021/13P 
 

 
 
 

飯綱町 

須坂市 
●須坂オープンガーデン/1P 
 

https://www.go-nagano.net 

～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～  

 
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。 

麻績村 

原村 
●没後 40 年 「清水多嘉示 生命と構築性の絵画」第 1 期 
清水多嘉示の青春とパリ—『滞欧作品展覧会』と未発表作品 
（八ヶ岳美術館） /7P 

 

 豊丘村 

山ノ内町 
●志賀高原ガイドトレッキング 2021/2P 
 
 

安曇野市 
●信州安曇野田んぼアート/12P 
 
 

東御市 
●湯の丸高原つつじ祭り/11P 
 

大町市 
●北アルプス山麓グランフォンド 2021/4P 
 
 

宮田村 
●レンゲツツジまつり/10P 
 

小谷村 
●塩の道ウォーク スタンプラリー/3P 
 
 

飯山市 
●信越自然郷おさんぽバスツアー/6P 
 
 栄村・木島平村 

●秘境 秋山郷 カヤの平高原の旅/5P 
 
 



１ 日　時

※庭主さんのご都合により、開催期間や時刻等変更になる場合があります。

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] 長野電鉄 「須坂駅」下車

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）

（E-ｍａｉｌ) s-machidukuri@city.suzaka.nagano.jp

新着情報 須坂市

須坂オープンガーデン

　信州須坂オープンガーデンも１７年目を迎え、市内のオープンガーデンは標高300mから1,500mの
広範囲に分布しており、花の開花時期が異なり長く楽しむことができます。是非多くのお庭を訪れてい
ただき、心和む時間を感じて頂ければと思います。

５月～11月　９時頃～１６時頃

須坂市内

須坂市まちづくり課
〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528-1
　026-248-9007 026-248-9040

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、41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。

須坂市まちづくり課

上信越自動車道「須坂長野東IC」から約８分

●

mailto:s-machidukuri@city.suzaka.nagano.jp#


日　時

会　場

お問合わせ先 志賀高原ガイド組合

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://shizenhogo-center.shigakogen.gr.jp/guide.html

〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原蓮池　志賀高原自然保護センター内

0269-34-2133 0269-34-2480

　ユネスコエコパークに認定されている志賀高原。美しく自然豊かな登山、遊歩道をプロのガイドと共
に歩き、見て、楽しんで、新たな発見をしてみませんか。本格的な登山から気軽に楽しめるトレッキン
グまで様々なプランを体力、目的などに合わせてコーディネートいたします。世界が認めた志賀高原
を堪能し、気持ちのいい自然の中で癒されてください。

新着情報 山ノ内町

志賀高原ガイドトレッキング2021

６月５日（土）～１０月３１日（日）　９時３０分～１５時３０分までの時間帯

志賀高原



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「南小谷駅」より徒歩約10分（小谷村郷土館）

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.vill.otari.nagano.jp/kanko/pickup/2021shionomichi/

（E-ｍａｉｌ) kyokai@vill.otari.nagano.jp

参加募集 小谷村

塩の道ウォーク　スタンプラリー

　スタンプを集めながら塩の道を歩いて豪華賞品を当てよう！
　千国街道沿いにある３つの史料館「小谷村郷土館」「千国の庄史料館」「牛方宿」の3ヶ所（1ヶ所また
は２ヶ所でもOK）に入館し、チラシ裏面のスタンプ欄にスタンプ集めて応募すると豪華賞品を抽選でプ
レゼント。

５月１日（土）～１１月２３日（火）

小谷村内塩の道　千国越えコース　「小谷村郷土館」「千国の庄史料館」「牛方宿」

村営バスのご案内～南小谷駅から村内各所に村営バスが運行しています。塩の道
散策前後の移動にご利用ください。

各入館料　一般　大人300円　小中学生以下無料

千国街道沿いにある３つの史料館「小谷村郷土館」「千国の庄史料館」「牛方宿」の
3ヶ所（1ヶ所または2ヶ所でもOK）に入館し、ちらし裏面のスタンプ欄にスタンプを集め
て応募すると豪華賞品を抽選でプレゼント。はずれた方の中から抽選で小谷村内の
宿泊施設でご利用できる宿泊補助券10,000円分プレゼントのWチャンス。
「小谷村郷土館」「千国の庄史料館」「牛方宿」のいずれかの施設で３館共通券（５００
円）をご購入いただいた方、先着3,000名様に購入施設でオリジナルてぬぐいをプレ
ゼントします。

（一社）小谷村観光連盟

長野自動車道「安曇野IC」から約80分（小谷村郷土館）　

（一社）小谷村観光連盟
長野県北安曇郡小谷村大字中小谷丙１３１
0261-82-2233 0261-82-2242

「牛方宿」「小谷郷土館」 「千国の庄史料館」

●

https://www.vill.otari.nagano.jp/kanko/pickup/2021shionomichi/#
mailto:kyokai@vill.otari.nagano.jp#


１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線 「信濃大町駅」よりタクシーで約30分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.sanroku-ride.com/

（E-ｍａｉｌ) info@sanroku-ride.com

【参加資格】
○小学生以上の健康な男女で、本コースを指定時間内で完走できる方（ロングクラスは高校生
以上のみ）
○実行委員会の定めた参加規約、大会規則を遵守できる方
＊未成年者が参加する場合は、保護者の同意が必要です。
＊小学生が参加する場合は、成人の伴走が必要で、伴走者も参加申込みが必要です。
【参加申込み】スポーツエントリー（受付期間：2021/4/1～6/7）
【募集定員】550名<内スペシャル200名、スペシャルクラスソロ50名、ロングクラス200名、
（ミドル50名/ショート50名）>
定員になり次第締め切らせていただきます。
※詳細はHPをご覧ください。

北アルプス山麓グランフォンド実行委員会

長野自動車道「安曇野IC」から約50分（鹿島槍スポーツヴィレッジ）　

ルート：大町市・白馬村・小川村・長野市

■スペシャル（160㎞）クラス　　グループライド　10,900円/人・ソロライド　15,000円
　※ソロライドを新設　※スペシャルクラスは高校生以上
■ロング（130㎞）クラス/ミドル（90㎞）クラス/ショート（75㎞）クラス
　高校生以上　9,000円　小中学生　7,000円
【オプション】
■ミドル/ショートクラス限定　ガイド付グループライド（5名×4チーム）　参加費＋2,000円
　ルートや難易度に自信がない方に安心して参加してもらうために新設
※ 原則として前日（10日）受付。当日（11日）受付の場合は受付手数料1,000円支払い

合同会社木村プランニング
〒398-0004　長野県大町市常盤　合同会社木村プランニング内

050-3555-4906

参加募集 大町市

北アルプス山麓グランフォンド2021

　北アルプスの眺望をつなぐ、日本最高クラス難度の山岳ライドイベント。
タイムを競う大会ではなく、北アルプス山麓の自然と景観を、思い思いのペースで楽しみながら走るサ
イクリングイベントです。間近に見える壮大な山々や、仁科三湖、田園風景等の美しい風景を楽しみな
がら、各所に設けられたエイドステーションでは地元の特産をいただきながらたくさんのおもてなしを受
けることができます。また、165kmクラスは、2名～4名のグループライドを義務付けており、安全・ペース
配分などを考慮しながら仲間と一緒にゴールまで走り切るということで生まれる絆をこのイベントをきっ
かけに作り上げていっていただければと思います。日本一の山岳エリアでの激坂ライドにぜひチャレ
ンジしてみてください！

７月１１日（日）

スタート／ゴール：長野県大町市　鹿島槍スポーツヴィレッジ

●

http://www.sanroku-ride.com/#
mailto:info@sanroku-ride.com#


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR北陸新幹線（JR飯山線）飯山駅

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.morimiya-kanko.com/kayanodaira/

（E-ｍａｉｌ) toiawase@morimiya-kanko.com

（その他） 電話：0269-87-2736

森宮交通株式会社

上信越自動車道「豊田飯山IC」から約10分　

集合：北陸新幹線（JR飯山線）飯山駅　千曲川口バスターミナル４番乗り場

ツアー代金　9,800円～29,800円（コースにより異なる）

森宮交通株式会社
〒389-2702　長野県下水内郡栄村大字北信3457-1
0120-47-6300 0269-87-2575

コース一例
＜日帰りコース＞
・カヤの平高原から秋山郷へ残雪と新緑・紅葉の周遊ドライブ
・カヤの平高原根曲がりタケノコ収穫体験
・江戸の文人鈴木牧之「秋山記行」をめぐる旅
・山野草をめぐる夏山トレッキング
＜宿泊コース＞
・苗場山登山（登山中級）
秘境マタギの宿　マタギ体験とジビエ料理

・マイクロバス定員18～21名を最大12名募集とし、余裕を持った配席とします
・新型コロナウイルス感染防止策を十分に取り、日本旅行業協会をはじめ各業界の
ガイドラインを遵守した対応で運行します

参加募集 栄村・木島平村

秘境 秋山郷 カヤの平高原の旅

　苗場山の麓に伸びる谷あいの村、秋山郷。標高1400m以上の高原にひろがるブナの原生林、カヤ
の平高原。あまり人の手が入っていない美しい自然が広がるまさに秘境の地。「秘境秋山郷カヤの平
高原の旅」バスツアーでは、大自然の絶景と、ここでしか味わえない体験を楽しめます。全コース地元
ガイドが同行、お土産付です。

５月２２日（土)～１１月７日（日）　の土日祝を中心とした特定日　

訪問先：木島平村（カヤの平高原等）、栄村（秋山郷）

●

https://www.morimiya-kanko.com/kayanodaira/#
mailto:toiawase@morimiya-kanko.com#


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR北陸新幹線（JR飯山線）飯山駅　１階

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.shinetsu-shizenkyo.com/

（E-ｍａｉｌ) info@shinetsu-shizenkyo.com

◆6/5(土)発  　Fコース　斑尾高原ブナ林ハイキングと名湯・野沢温泉散策
◆/12(土)発　Gコース　野々海の水芭蕉と上ノ平ブナ林　旬の根曲がり竹ランチ
◆7/22(土)発　Hコース　カヤの平高原のニッコウキスゲとおごっそ御膳昼食
◆8/7(土)発　  Iコース　 涼風の笹ヶ峰ハイキング　苗名滝とモロコシ街道
◆9/18(土)発　Jコース　コスモス咲く黒姫高原　妙高トマト狩り＆トマトランチ

・バス定員を通常の半数にしてゆったり運行（12～14名）
・現地在住のスタッフが添乗員として同行
・昼食は地元で評判の名店へご案内
・新型コロナウイルス感染防止策を十分に取り、日本旅行業協会をはじめ各業界のガイド
ラインを遵守した対応で運行します
・緊急事態宣言またはそれに準じたものが行政から発出された際は、ツアーの中止を検討
させていただく場合があります
・感染拡大地域からのご参加はご遠慮ください

参加募集 飯山市

信越自然郷おさんぽバスツアー

　「信越自然郷（しんえつしぜんきょう）」は、北信地域と新潟県の一部にまたがる自然豊かな観光圏。
エリアの玄関口となる北陸新幹線飯山駅から、大自然をめぐるバスツアー「おさんぽバス」が運行して
います。アクセスが不便な景勝地へも、おさんぽバスを利用すれば気軽に訪問することができます。季
節ごとの花の名所や、地元の美味しいものを訪ねるコースが揃っています。大自然に佇み、思い切り
深呼吸をすれば、リフレッシュ間違いなしです。

６月５日（土)～９月１８日（土）　の土日特定日　

訪問先：信越自然郷エリア

一社)信州いいやま観光局　飯山駅観光案内所

上信越自動車道「豊田飯山IC」から約10分　

集合：北陸新幹線（JR飯山線）飯山駅出発

ツアー代金　10,000円～12,000円（コースにより異なる）

一社)信州いいやま観光局　飯山駅観光案内所
〒 389-2253長野県飯山市大字飯山772-6
0269-62-7000 0269-62-7003

●

https://www.shinetsu-shizenkyo.com/#
mailto:info@shinetsu-shizenkyo.com#


≪題不詳（ピアノと女性たち）≫1923-28年（Ｆ3/OP83）遺族蔵

１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] 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
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://yatsubi.com/

（E-ｍａｉｌ) yatsubi1@po19.lcv.ne.jp

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）、原村、原村教育委員会

中央自動車道「諏訪南IC」から7km、「小淵沢IC」から14km 

大人（高校生以上）510円、小中学生250円

美術館 原村

没後40年
「清水多嘉示　生命と構築性の絵画」第1期

　清水多嘉示の青春とパリ—『滞欧作品展覧会』と未発表作品

　原村出身の芸術家清水多嘉示の没後40年の節目に絵画展を開催いたします。画家として渡仏した
清水は、生涯を通して数多くの優れた絵画作品を残していました。清水多嘉示遺族により当館に寄託
されている清水多嘉示の絵画とともに、武蔵野美術大学によって調査研究が行われた、1.滞仏期の絵
画、　2.帰国後の油彩、　3.戦後のスケッチブック　を中心に、未公開作品を含む絵画を紹介、清水多
嘉示の画歴をたどります。　第1期では、1923年の渡仏から1928年の帰国までに描かれた絵画を中心
に100点以上の作品を公開いたします。清水多嘉示 滞仏期の輝かしい精華をお楽しみください。
　第２期　諏訪時代と帰国後の絵画　　９月１８日（土）～12月５日（日）

7月4日（日）まで
※新型コロナ感染症の影響により開館状況が変更となる場合がございます。

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

≪ギターと少女≫1925-26年（Ｆ20/OP397）　遺族蔵、八ヶ岳

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）
〒391-0115　諏訪郡原村17217-1611　
0266-74-2701　 0266-74-2701

◇講座　清水多嘉示の芸術
第2回　「フランス近代芸術と信州の芸術家たち　清水多嘉示の芸術を育んだ土壌」
講師：武井　敏（碌山美術館学芸員）
6月5日（土）　13：30～15：00　　　参加費：無料（入館料別途）　要予約
第３回　「清水多嘉示の人体デッサンと彫刻」
講師：黒川　弘毅（武蔵野美術大学教授）
6月12日（土）　13：30～15：00　　　参加費：無料（入館料別途）　要予約
※開催についてはコロナウイルス感染症の状況により延期、中止になる場合がございます。
　 ご確認の上、ご来場ください。

●

https://yatsubi.com/#
mailto:yatsubi1@po19.lcv.ne.jp#


①展覧会

１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[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

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.npsam.com

（E-ｍａｉｌ) npsam@npsam.com

（その他） FB: http://www.facebook.com/npsam.kaii

〒380-0917 長野県長野市箱清水1-4-4

026-232-0052 026-232-0050

長野県立美術館 広報・マーケティング室

長野県立美術館 本館 外観

６月１９日（土)～８月１５日（日）　　９時～１７時（入館は16：30まで）

長野県立美術館　展示室2

無料

長野県、長野県立美術館

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お願いします。）

美術館 長野県

つながる美術館
宮崎浩とランドスケープミュージアム

　公立美術館の黎明期にあたる1966年に開館し、2017年に半世紀余りの歴史を閉じた長野県信濃
美術館は、2021年4月、善光寺をはじめとする豊かな周囲の環境と調和する「ランドスケープ・ミュージ
アム」として新たに生まれ変わりました。設計を担当した建築家・宮崎浩は、周囲の環境と“つながる美
術館”をキーワードに設計を進め、県民をはじめ多くの関係者との対話を通じて、開かれた美術館の
完成を目指しました。本展では新たに生まれかわった長野県立美術館の歩み、その全貌を紹介しま
す。

http://www.npsam.com/
mailto:npsam@npsam.com


①展覧会

１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[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

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.npsam.com

（E-ｍａｉｌ) npsam@npsam.com

（その他） FB: http://www.facebook.com/npsam.kaii

美術館 長野県

　新美術館では、絵画や彫刻だけではなく、映像作品や写真といったジャンルについても積極的に
紹介していきます。新しい取り組みとなる本展では、近年、著しい技術進歩を遂げ、また多くの映像作
家、写真家のインスピレーションの源となっている宇宙観測技術をテーマに、宇宙航空研究開発機構
（JAXA）の人工衛星「だいち」が撮影した長野県の高精細画像を元にした映像作品を関連資料ととも
に展示します。宇宙から長野県を俯瞰する映像体験をお楽しみください。

めぐりあいJAXA―ながのとながめ

澤隆志≪めぐりあいJAXA≫

〒380-0917 長野県長野市箱清水1-4-4

026-232-0052 026-232-0050

長野県立美術館 広報・マーケティング室

６月１９日（土)～８月１５日（日）　　9時～１7時（入館は16：30まで）

長野県立美術館　展示室１

無料

長野県、長野県立美術館

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お願いします。）

http://www.npsam.com/
mailto:npsam@npsam.com


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR飯田線「宮田駅」下車タクシーで約１時間

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.vill.miyada.nagano.jp/

（E-ｍａｉｌ) sangyo@vill.miyada.nagano.jp

（その他） 宮田高原の近況は宮田村観光協会のFacebookにて随時更新

イベント 宮田村

レンゲツツジまつり

　例年大人気のレンゲツツジまつり。標高1650Mでのレンゲツツジ鑑賞は一味違います。あたりを見渡
せば国定公園に指定された中央アルプスや、南アルプス、また展望台からは伊那谷が一望できます。
高原にはいくつか木のブランコがあります。お子様だけでなく大人の方もご利用いただけます。
ハイジの気分が味わえるかもしれませんよ！！

５月２９日（土）～６月２０日（日）

宮田高原

宮田村

中央自動車道「駒ケ根IC」から約1時間　

宮田高原までは麓から約12ｋｍ（約40分）です。林道は舗装されていますが道幅が狭くなって
いますので、車の行き違い等ご注意下さい。

宮田村役場　産業振興推進室　商工観光係
〒399-4301　 長野県上伊那郡宮田村98番地
0265-85-5864 0265-85-4725

・レンゲツツジは、自由に鑑賞できます。
・ハイジの気分を満喫できる木のブランコなど
自然豊かな高原です。

●

https://www.vill.miyada.nagano.jp/#
mailto:sangyo@vill.miyada.nagano.jp#


　

１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] しなの鉄道 「田中駅」よりタクシー30分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://tomikan.jp/

（E-ｍａｉｌ) info@tomikan.jp

（一社）信州とうみ観光協会

上信越自動車道「小諸IC」または「東部湯の丸IC」から約15km　

無料（無料駐車場あり）

イベント 東御市

湯の丸高原　つつじ祭

　国の天然記念物に指定されている、湯の丸高原つつじ平のレンゲツツジ大群落。約60万株が山肌
を朱に染め上げる様子は圧巻です。見頃は6月中旬～７月初旬、レンゲツツジは第一ゲレンデのリフト
周辺やつつじ平を中心に咲いています。期間中は夏山リフトも運行しておりますので、つつじ平まで
気軽に登っていただくことができます。

６月１１日(金)～７月４日（日）　　

湯の丸高原

（一社）信州とうみ観光協会
〒389-0516 東御市田中279東御市観光情報ステーション

0268-62-7701 0268-62-7702

●夏山リフト運行スケジュール：６月１８日(金)～７月４日(日)　8：30～17:00
料金：大人　往復８００円、片道５００円
　　　　子ども往復５００円、片道３００円

●開花・見頃時期は今後の気候によっても開花・見頃時期は変わるため、開花状況
は観光協会ホームページ・ＦＢなどで更新予定です。

●

http://tomikan.jp/#
mailto:info@tomikan.jp#


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫ 信州安曇野田んぼアート実行委員会

≪アクセス≫ [お車で] 長野自動車道「安曇野IC」から約３分　

[列車で]

またはJR「柏矢町駅」よりタクシーで約10分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）

（E-ｍａｉｌ) kankokoryu@city.azumino.nagano.jp

JR 「穂高駅」よりあづみの周遊バス「安曇野スイス村」で下車　　

駐車場：安曇野スイス村駐車場をご利用ください。係員・警備員の指示に従ってください。

中学生以上300円（250円）小学生100円（70円）未就学児童無料　　（　　）内は団体料金

信州安曇野田んぼアート実行委員会事務局（安曇野市観光交流促進課）

〒 399-8281　長野県安曇野市豊科6000番地
0263-71-2000 0263-72-1340

※あづみ野周遊バスは時期により運行期間が異なりますので、

　ご注意ください。

【観覧期間・時間】
　　6月1９日（土）～８月３１日（火）　８：30～1８：00
　　9月１日（水）～9月2６日（日）　　８：30～17：00
　　　※会場に設置してある観覧展望台よりご覧いただけます。

　

イベント 安曇野市

信州安曇野田んぼアート

　田んぼをキャンバスに見立て、色の違う稲で巨大な絵や文字を描きだすアート作品「田んぼアー
ト」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今年のテーマは、長野県出身の力士「御嶽海関」。
高さ６ｍあまりの鑑賞展望台より約6,300㎡の田んぼに描かれた御嶽海の雄姿をご覧いただけます。北
アルプスと屋敷林を背景に安曇野ならではの田んぼアートをお楽しみください。見頃は、７月上旬～８
月中旬。時期により色合いの異なるアート絵柄が稲刈りまで鑑賞できます。

６月１９日（土)～９月２６日（日）　　

安曇野スイス村

●

※完成予想図です。

実際のデザインとは一部異なります。

mailto:kankokoryu@city.azumino.nagano.jp#


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「長野駅」東口より徒歩１０分　　

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.geijyutsukantokudan.jp/

（E-ｍａｉｌ) kenbun-geijutsu@snow.ocn.ne.jp

イベント 長野県

　長野県芸術監督の小林研一郎氏監修・指揮のもと、長野県下の音楽愛好家が結集し、音楽の力で
信州を一つにつなげる「長野・スペシャルコンサート2021」の開催が決まりましたのでお知らせいたし
ます。今回は長野県芸術監督団事業の5か年の集大成として、音をたてたり上演中の入退場が可能
など、通常の音楽コンサートのルールやマナーを緩和したどのような方々でも気楽に音楽を楽しめる
リラックスコンサートとして開催し、文化芸術が人と人をつなぐ長野県が目指す共生社会の象徴となる
コンサートを目指します。また、「東京2020 NIPPONフェスティバル」の共催プログラムとして実施し、オ
リンピック・パラリンピックに関わる全ての人へ長野県民が奏でる音楽でエールを送ります。

7月4日（日)　　開演15:00

スペシャルコンサート2021

長野県芸術監督団事業　東京2020 NIPPONフェスティバル[共催プログラム]
信州・アート・リングス　～文化でつながる。文化を創る。そして美しい未来へ～

長野・スペシャルコンサート2021

（一財）長野県文化振興事業団　芸術文化推進室
〒380-0928 長野県長野市若里1-1-4 県立長野図書館1階

０２６－２２３－２１１１ ０２６－２２３－２１１２

■出演
小林研一郎（指揮）、朝岡聡（司会）、瀬﨑明日香（ヴァイオリン）
長野・スペシャルコンサート2021オーケストラ
■曲目
ベルリオーズ：ローマの謝肉祭
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」全楽章
シベリウス：フィンランディア
【当事業はリラックスコンサートとして開催します】
音をたてたり上演中の出入りが可能など、一般的な音楽コンサートのルールや
マナーが緩和され、どのような方々でも安心して楽しむことができるコンサートです。

JR 「長野駅」東口より路線バス日赤線3分～文化会館入口下車5分　

（一財）長野県文化振興事業団、長野県

長野自動車道「長野IC」から約30分　

長野県県民文化会館（ホクト文化ホール）　大ホール

（駐車場の収容台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。）

一般1,000円　高校生以下500円

https://www.geijyutsukantokudan.jp/
mailto:kenbun-geijutsu@snow.ocn.ne.jp

