アルクマ便り

７月号
長野県PRキャラクター「アルクマ」

２０２１年６月１５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。
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掲載ページ

開催日・期間

開催地
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北アルプス国際芸術祭2020-2021
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8月21日～10月10日

大町市
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今年の高ボッチは面白い！

～12月下旬

塩尻市
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やまのうち さくらんぼ狩り

6月中旬～7月上旬

山ノ内町

7月27日～29日

大町市

8月10日（申込締切）

野沢温泉村

10月17日

大町市

５P KASHIMAYARI SDGS CAMP

参加募集
6P

野沢温泉のざわな蕪四季會社

７P 第38回大町アルプスマラソン

美術館・博物館
8P

廃材アーティスト Kouyaのからくりオブジェ展
同時開催 星×歌×アニメ 「COSMOS～光との約束～」展 7月10日～9月12日
（八ヶ岳美術館）

原村

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：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PRキャラクター「アルクマ」
ⓒ長野県アルクマ

イベント
9P

安曇野サイクルロゲイニング

4月1日～12月12日

10P

スイーツ＆温泉入浴付きレンタサイクルプラン
GO!GO!千曲川サイクリング

6月12日～10月31日 飯山市

安曇野市

11P 野沢温泉スキー場 Green season

7月3日～10月31日

野沢温泉村

12P 須坂祇園祭（笠鉾巡行）

7月21日～25日

須坂市

13P 第３４回須坂みんなの花火大会

7月25日

須坂市

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

新着情報

大町市

北アルプス国際芸術祭2020-2021

8月21日（土）～10月10日（日）

松本秋則_アキノリウムinOMACHI

メインビジュアル

目_信濃大町実景舎

新着情報

大町市

北アルプス国際芸術祭2020-2021

新型コロナウイルスの影響により１年の延期を経て、今年2021年8月21（土）～10月10日（日）【51日
間】で開催します。大町市の豊かな自然と誇るべき歴史・文化とマッチした現代アート作品に触れてい
ただき、非日常的な空間における、気持ちの安らぎを皆様にご提供いたします。
来場される皆様の安全・安心を最優先に感染防止対策を徹底する中で開催をいたします。

１ 日

時

８月２１日（土)～１０月１０日（日） 【51日間】

２ 会

場

大町市 （源流エリア／仁科三湖エリア／市街地エリア／東山エリア／ダムエリア)

３ 入場料

４ 内

容

≪主
催≫
≪アクセス≫

１０時～１７時

前売り販売：一般2,000円、16歳～18歳1,000円
期間中：一般3,000円、16歳～18歳1,500円
※中学生（15歳以下)以下無料
各種プレイガイドで発売中
●北アルプス山麓の空間とアートが融合
５つのエリアに分かれてアート作品を展示。
・源流エリア：大町温泉郷を中心に、源流エリアの魅力を引出していきます。
・市街地エリア：まちなかの路地を歩きながら楽しむスペースです。
・仁科三湖エリア：北アルプスの湧水が流れ込む湖畔の景色をお楽しみ下さい。
・東山エリア：里山の風景と北アルプスの展望、両方が楽しめるエリアです。
・ダムエリア：当地域が誇る、雄大なダム周辺でアート作品を展開。
●参加アーティスト
青島左門[日本]、淺井真至[日本]、淺井裕介[日本]、麻倉美術部[日本]、アンマルサ
イハン・ナムスライジャフ[モンゴル]、磯辺行久[日本]、エカテリーナ・ムロムツェワ[ロシ
ア]、エマ・マリグ[チリ／フランス]、蠣崎誓[日本]、川俣正[日本]、カン・ヒジュン(姜希
俊)[韓国]、菊池良太[日本]、木村崇人[日本]、串田和美[日本]、倉迫康史(たちかわ
創造舎)[日本]、コタケマン[日本]、ジミー・リャオ(幾米)[台湾]、シルパ・グプタ[イン
ド]、杉原信幸[日本]、地村洋平[日本]、ドナルド・ワッスワ[ウガンダ]、トム・ミュラー
[オーストラリア]、ニコラ・ダロ[フランス]、原倫太郎＋原游[日本]、平田五郎[日本]、藤
巻亮太[日本]、布施知子[日本]、ポウラ・ニチョ・クメズ[グアテマラ]、本郷毅史[日本]、
マームとジプシー ✕ ミナ ぺルホネン[日本]、マーリア・ヴィルッカラ[フィンランド]、松
本秋則[日本]、マナル・アルドワイヤン[サウジアラビア]、宮永愛子[日本]、ミラ・ヴァー
テラ[フィンランド]、目[日本]、持田敦子[日本]、ヨウ・ウェンフー(游文富)[台湾]、リー・
ホンボー(李洪波)[中国]、和田永+Nicos Orchest-Lab[日本]、渡邊のり子[日本] 14
の国と地域から41組のアーティストが参加予定。

北アルプス国際芸術祭実行委員会
[お車で] 長野自動車道「安曇野IC」から約30分
[列車で] JR 「信濃大町駅」より下車すぐ または
JR「長野駅」より雷鳥ライナーで約60分

お問合わせ先

北アルプス国際芸術祭実行委員会事務局
〒398-8601 長野県大町市大町3887番地
（住 所）
0261-85-0133
（電 話）
（ＦＡＸ） 0261-23-4304
https://shinano-omachi.jp
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) info@shinano-omachi.jp

●

新着情報

塩尻市

今年の高ボッチは面白い！

アニメやドラマのロケ地にも取り上げられ、アウトドアブームの高まりによってますます注目を集める塩
尻市の高ボッチ高原！
本年度は、新管理棟や、テントタープエリアがオープンしたり、調理が体験できるようになったりと大
幅にリニューアルしました！
さらに通信設備等も充実！
高ボッチ高原に来て、きれいな空気を胸いっぱい吸い込んでください！

１ 日

時

～12月上旬（市道高ボッチ線の冬期閉鎖まで）

２ 会

場

高ボッチ高原第2駐車場

３ 入場料

入場は無料（体験メニューなどは有料）

４ 内

１：管理棟「でいだらボッチ館」がオープン。観光情報発信や、自然保護やアウトドア活用の拠
点として運用していきます。高原で行われる季節ごとの自然観察イベントもここを主な会場とし
て行っていきます。
２：キャンプが可能なテント・タープエリア（最大20張ほどのテントが設置可能）、オートサイトエリ
ア（3台分）がオープン！
３：でいだらボッチ館の開館日に限り、塩尻市内のコーヒー専門店とコラボして作った高ボッチ
高原オリジナルブレンドのコーヒードリップ体験（1,000円）や、高ボッチオリジナルスープパスタ
「ボッチ飯」調理体験（2,000円）ができます。どちらも、レンタルセットには調理器具に加えて、
簡単に組み立て可能なイスやテーブルも含まれていますので、ゆったりとアウトドアクッキング
をお楽しみいただけます。
４：ライブカメラを設置！山頂の様子がどこにいても確認可能！
５：フリーWi-Fiを整備！アウトドアワーケーションやSNSへのアクセスにご活用ください！
６：株式会社エイアンドエフと高ボッチのロゴマークを共同制作！ロゴをあしらったスチールカッ
プやボトル等オリジナルグッズも制作しました！
７：自然環境保護事業にもこれまで以上に努めて取り組んでまいります！

容

≪主
催≫
≪アクセス≫

（一社）塩尻市観光協会
[お車で] 長野自動車道「塩尻IC」から約30分
[列車で] JR中央線 「塩尻駅」よりタクシーで約40分
●

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） 0263-53-3417
（E-ｍａｉｌ) kanko@city.shiojiri.lg.jp

新着情報

山ノ内町

やまのうち

さくらんぼ狩り

農産物栽培に適した環境と「志賀高原ユネスコエコパーク」の清流に育まれた山ノ内町の農産物は、
全国で高い評価をいただいております。6月中旬から7月上旬まで、さくらんぼ狩りを楽しめます。山ノ
内町のくだもの狩りは観光農園ではなく、市場等へ生食用に出荷している農家さんと契約し、ご案内さ
せていただきます。主な品種は「佐藤錦」「高砂」「春夏錦」などで、みずみずしい初夏の味をお腹いっ
ぱい味わっていただけます。

１ 日

時

6月中旬～7月上旬

２ 会

場

町内の契約農園

３ 参加費
４ 内

容

≪主
催≫
≪アクセス≫

30分食べ放題
大人1,800円/小学生1,100円 団体（15名以上） 大人1,600円/小学生1,000円
●観光農園ではありませんので、必ず前日までにご予約をお願いします。
受付時間 午前９時から午後５時
ご予約はお電話またはメールで「希望日」「人数」「連絡先」をお伝えください。
●受入担当者が農園をお探しし、お客様に「農園の連絡先」「時間」「場所」を伝えます。
集合場所：道の駅 北信州やまのうち・セブンイレブン北志賀夜間瀬店・前坂チェーン脱
着所等
●農家と集合場所で合流後に農園へ向かい、くだもの狩りをお楽しみください。

山ノ内町グリーン・ツーリズム協議会（山ノ内町観光連盟内）
[お車で] 上信越自動車道 「信州中野IC」から 12km 約20分～30分（集合場所まで）
[列車で] 長野電鉄長野線 「湯田中駅」下車 タクシーで5分～10分（集合場所まで）
※送迎はありませんので、自家用車・タクシーをご利用ください。
●

お問合わせ先

山ノ内町グリーン・ツーリズム協議会（山ノ内町観光連盟内）
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
（住 所）
0269-33-2138
（電 話）
（ＦＡＸ） 0269-33-4655
（ＵＲＬ）
https://www.info-yamanouchi.net/
（E-ｍａｉｌ) renmei@info-yamanouchi.net

新着情報

大町市

KASHIMAYARI

SDGS

CAMP

お子様だけで楽しむ、サマーキャンプ！
１０年後、２０年後、現在と変わらずアウトドアのフィールドを楽しめる環境を守る為に、SDGｓの目標を
持って取り組みます。遊びを通して体験し、学び、実践しましょう。
今自分にできることを始めることが未来への第一歩。

日
会

時
場

お問合わせ先

７月２７日（火)～２９日（木）
鹿島槍スポーツヴィレッジ

１泊２日プラン/２泊３日プラン

鹿島槍スポーツヴィレッジ
〒398-0001 長野県大町市平20490-4
（住 所）
0261-23-1231
（電 話）
（ＦＡＸ） 0261-22-2065
（E-ｍａｉｌ) chihiro-sakuragi@kashimayari.net
（その他） 担当：桜木

参加募集

野沢温泉村

野沢温泉のざわな蕪四季會社

野沢菜の「蕪主」になりませんか？
お申込みいただいたあなたは野沢菜の蕪主。野沢菜のふるさと野沢温泉で漬け込んだ野沢菜を宅
配します。野沢菜の四季を通じて野沢温泉をお楽しみいただければ幸いです。

１ 日

時

２ 参加費
３ 内

容

お申込み締切日：8月10日（火）
1口：6,000円、2口：7,000円、3口:8,000円
●蕪券、蕪四季思情（年4回）の送付。
9月上旬 「一番間引き菜」と蕪主配陶（蕪の絵の小皿）の送付。
11月1日 蕪主総会
12月・1月 野沢菜漬け送付（1口：1ｋｇ、2口：2ｋｇ、3口：3ｋｇ）
2021年8月10日（火）までにお申込みください。
※蕪主特典は2022年1月の発送をもって終了となります。
引き続き翌年もご希望の場合は新たにお申込みが必要です。

≪主
催≫
≪アクセス≫

野沢温泉観光協会
[お車で] 上信越自動車道「豊田飯山IC」から約30分
[列車で] JR「飯山駅」より野沢温泉ライナー(直通バス）で約25分

お問合わせ先

野沢温泉観光協会
〒389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9780-4
（住 所）
0269-85-3155
（電 話）
（ＦＡＸ） 0269-85-3883
（ＵＲＬ）
http://nozawakanko.jp
（E-ｍａｉｌ) info@nozawakanko.jp

●

参加募集

大町市

第38回大町アルプスマラソン

【日本の屋根を走ろう】を合言葉に3000ｍ級の山々が連なる北アルプスの麓を走る第38回大町
アルプスマラソン。
北アルプスの大自然を背景に、のどかな田園風景や仁科三湖を走るコースが魅力です。
ただいま、参加受付を行っています。

１ 日

時

10月17日（日）

午前8時50分スタート

※雨天決行

２ 会

場

大町市運動公園陸上競技場（スタート・フィニッシュ）
大町市運動公園付属長距離競走路（日本陸連公認コース）

３ 参加費

フルマラソン：7,000円,ハーフマラソン：5,000円,3km（小学校1年～一般）：2,000円

４ 内

【参加定員】フルマラソン600人、ハーフマラソン600人、3㎞400人
（定員になり次第締切）
【参加資格】小学生以上で健康な方ならどなたでも参加できます。
【完走証・参加賞】種目別の完走者にタイム記載の証書を当日発行。参加者にオリジ
ナルスポーツタオルを進呈。
【申込期間】6月14日（月）～8月22日（日） 郵便振替は8月16日（月）まで
【申込方法A】大会ホームページからの申込み 申込締切日：2021年8月22日（日）
【申込方法B】振替用紙による申込み 申込締切日：2021年8月16日（月）消印有効
※新型コロナウイルス感染防止マニュアルに基づいて実施します。
詳細はＨＰをごらんください。

容

≪主
催≫
≪アクセス≫

お問合わせ先

大町アルプスマラソン実行委員会
[お車で] 長野自動車道「安曇野IC」から約30分
[列車で] JR大糸線 「信濃大町駅」からタクシーで約５分

大町アルプスマラソン実行委員会
（所在地） 〒398-0004 長野県大町市常盤5638-44（大町市体育協会内）
0261-22-7664
（電 話）
（ＦＡＸ） 0261-85-5788
（ＵＲＬ）
http://www.omachi-sports.com/alps-marathon/
（その他） 平日9:00～17:00 FAXは24時間受付

●

美術館

原村

廃材アーティスト

Kouyaのからくりオブジェ展
同時開催

星×歌×アニメ

「COSMOS～光との約束～」展

廃材アーティスト髙橋耕也の展覧会。
髙橋耕也は、金属板や流木、歯車、ネジやバネなど見向きもされない廃材に新たな生命を吹き込み、
動くオブジェに生まれ変わらせます。八ヶ岳美術館で9年ぶりとなる本展では、新作を含め人気の代表
作もやってきます。ユニークな建築空間の中、今回はどのような世界が広がるのでしょうか。この夏、八ヶ
岳美術館で大人も子どももユーモラスな目をみはる異体験を！

１ 日

時

7月10日(土）～9月12日（日） -２企画展同時開催※7月5日(月）～7月9日（金）展示替え休館

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

４ 内

＜同時開催企画展＞
「星× 歌×アニメ 《COSMOS〜光との約束〜》」展
合唱曲《COSMOS》に出会った近清武監督の手によりアニメ化された、短編アニメーション映画
《COSMOS〜光との約束〜》 の完成を記念し、合唱曲の作詞・作曲者ミマスさんの言葉ととも
に、
この曲に込められたメッセージを紹介、さらにアニメーション映画のシナリオや絵コンテなどの
制作資料、メイキング風景や大型ディスプレイによる予告編映像などを展示します。
※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。

容

≪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IC」から7km、「小淵沢IC」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

●

イベント

安曇野市

安曇野サイクルロゲイニング
3密を避けて自然、風をカラダいっぱいに感じて楽しむサイクリングは、今の観光スタイルにぴった
り。サイクリングを存分に楽しみながら、美味しいものを食べたり、観光スポット・景色をゲーム感覚でま
われるイベント「安曇野サイクルロゲイニング」を好評開催中です。自転車はマイ自転車やレンタサイク
ル、シェアサイクルなど何でもOK！また、期間中なら何度でもチャレンジできます。
参加費無料で安曇野を満喫、さわやかな風を全身で浴びてカラダ・ココロをリフレッシュ。
いっぱい楽しんでさらに豪華賞品までゲットできるかも。
たくさんの方のご参加をお待ちしています。

１日

時

４月１日（木)～１２月１２日（日）

２会

場

安曇野市内

３内

容

★遊び方★
サイクルロゲイニングは「地図をもとにチェックポイントの得点を集めるサイクリングゲーム」
です。
①専用の地図をもらう
②作戦タイム
③チェックポイントを目指そう！
④写真を撮影
地図に載ってる見本と同じ写真を撮って得点をゲットしよう。
料理を食べたりお買い物をしたらさらに得点をゲットできます。
⑤得点集計＆写真チェック
安曇野市観光情報センターで撮った写真をチェック。得点を集計します。
⑥アンケートに答えてランキング＆抽選部門にエントリー
安曇野ならではの素敵な賞品をゲットしよう！
⑦期間中、何度でもチャレンジできます
地図は、安曇野市観光協会ホームページからダウンロードできるほか、安曇野市観光情報
センターやチェックポイントとなっている観光施設・お店から入手できます。
https://www.azumino-e-tabi.net/

≪主
催≫
≪アクセス≫

安曇野市観光協会
[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 「穂高駅」より徒歩1分
●

お問合わせ先

安曇野市観光情報センター
〒399-8303 長野県安曇野市穂高5952-3
（住 所）
0263-82-9363
（電 話）
（ＦＡＸ） 0263-87-9361
（ＵＲＬ）
https://www.azumino-e-tabi.net/
（E-ｍａｉｌ) hotaka@atlas.plala.or.jp

イベント

飯山市

スイーツ＆温泉入浴付きレンタサイクルプラン

GO!GO!千曲川サイクリング

JR飯山駅からワンウェイの自転車旅！
今シーズンは、飯山コースに、森宮野原(栄村)と野沢温泉コースを新たに追加、2021年GO!GO!
千曲川サイクリングは、体力に合わせて3コースからお選びいただけます。
全コースのスタートはJR飯山駅1F信越自然郷アクティビティセンター。
クロスバイクまたはシティサイクルをレンタルして、ご希望コースのドリンク＆スイーツと温泉を堪能しま
しょ♪帰路は各コースの返却施設に自転車を預けて、ゆったり公共交通機関で！

１ 日

時

６月１２日（土）～１０月３１日（日）

２ 会

場

JR飯山駅1F 信越自然郷アクティビティセンター

３ 参加料
４ 内

容

大人3,500円、小学生2,800 円
ドリンク・スイーツチケットと温泉入浴券、乗り捨て料金が含まれたお得なワンウェイ
レンタサイクルプラン。飯山・野沢温泉・栄村の3コースからお選びいただけます。
□料金に含まれるもの…レンタサイクル（シティもしくはクロス）、ヘルメットレンタル、
スイーツ＆ドリンクチケット、温泉入浴チケット、レンタサイクル乗捨料金、修理保証金
※帰路の公共交通機関の交通費は別途ご負担をお願いいたします。
□WEBサイト、若しくはお電話にてレンタサイクルをご予約、希望のコースをお知らせ
ください。

≪主
催≫
≪アクセス≫

信州いいやま観光局 信越自然郷アクティビティセンター
[お車で] 上信越道「豊田飯山IC」から約10分
[列車で] JR 「飯山駅」1F

お問合わせ先

信越自然郷アクティビティセンター
〒 389-2253長野県飯山市大字飯山772-6
（住 所）
0269-62-7001
（電 話）
（ＦＡＸ） 0269-62-7003
（ＵＲＬ）
https://shinetsu-activity.jp/
（E-ｍａｉｌ) info@shinetsu-activity.jp

●

イベント

野沢温泉村

野沢温泉スキー場 Green season
野沢温泉村の温泉街から上ノ平高原まで空中散歩！昨年冬に完成した「新長坂ゴンドラ」は７月３日
（土）～１０月３１日（日）まで毎日運行いたします！毛無山に広がる上ノ平高原一帯はブナの原生林を
ご覧頂けます。今シーズンよりリニューアルオープンする「上ノ平ピクニックガーデン」では【心地よい空
間の中、目と心に優しいやすらぎの時間】をコンセプトに、普段あまり見ることができない５００種以上の
高山植物をお楽しみ頂けます。７月３１日（土）～９月２５日（土）までの毎週土曜日はナイトゴンドラツ
アーも開催。標高１３００mにある「スタカ湖キャンプ場」は施設が充実！手ぶらでキャンプ・ＢＢＱ・アク
ティビティを楽しみください！

１ 日

時

７月３日（土)～１０月３１日（日）

２ 会

場

野沢温泉スキー場

９時３０分～１６時

※駐車場無料。工事のため駐車場の一部を規制しております。また、工事車輌等が通りますので気を付
けてご利用ください。

３ 入場料

ゴンドラリフト往復1回券 大人2,500円 子ども1,500円

４ 内

●営業内容
2020年冬に完成した新長坂ゴンドラリフトの夏季運行。今シーズンからリニューアルオープンし
た「上ノ平ピクニックガーデン」は【心地よい空間の中、目と心に優しいやすらぎの時間】をコン
セプトに「ロックガーデン」「フィールドガーデン」の2エリアとなり、季節ごとに楽しめる高山植物
やお花の品種は約500種以上です。山頂レストランでは、季節の野菜を使用した地産地消の
オリジナルメニューを中心に、ほぼすべてのメニューがテイクアウトOK。また、標高1,300ｍにあ
る「スタカ湖キャンプ場」は手ぶらでキャンプやバーベキューが楽しめ、アクティビティ等の施設
も充実しております。
●その他のイベント概要
・ナイトゴンドラツアー 7/31(土)～9/25(土)までの毎週土曜日開催
※8/8、8/11～13、9/19も開催いたします。
・やまびこまつり 8/11(水)～8/15(日)
長坂ゴンドラ山頂駅前にて「かき氷・わたあめ・焼き鳥」等の屋台を出展いたします。

容

≪主
催≫
≪アクセス≫

野沢温泉スキー場
[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」より野沢温泉村直通バス
「NOZAWAONSEN LINER」に乗り換えて約25分
野沢温泉中央ターミナル下車徒歩約10分でゴンドラ乗場

お問合わせ先

株式会社野沢温泉(野沢温泉スキー場)
〒389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷7653
（住 所）
0269-85-3166
（電 話）
（ＦＡＸ） 0269-85-2201
（ＵＲＬ）
https://nozawaski.com/
（E-ｍａｉｌ) info@nozawaski.com

●

イベント

須坂市

須坂祇園祭（笠鉾巡行）

毎年7月21日～7月25日、長野県須坂市で『須坂祇園祭（笠鉾巡行）』が行なわれます。須坂の祇園
祭は、初日の「天王おろし」といい、華麗な大神輿が担ぎ出され市内を巡行します。この笠鉾は全部で
11基あり、京都の山鉾と並び全国で2ケ所しかないといわれています。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、中止となる場合があります。

１ 日

時

７月２１日（水)～２５日（日）

※７月２１日8時〜、７月２５日19時30分〜

２ 会

場

３ 内

容

墨坂神社芝宮周辺
21日 天王おろし 笠鉾行列
(午前８時 芝宮を出発します)
市内を巡行後、神輿は芝宮の「御旅所」に安置され、笠鉾は会館に戻ります。
25日 天王あげ 灯籠行列
(午後19時30分 御旅所前を出発します)
灯籠行列と神輿が、夜の須坂のまちに祇園祭の終わりを告げます。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となる場合があります。

≪主
催≫
≪アクセス≫

墨坂神社芝宮
[お車で] 上信越自動車道須坂長野東ICから5km（15分）
[列車で] 長野電鉄須坂駅から徒歩7分
●

お問合わせ先

実行委員会事務局（笠鉾会館ドリームホール）
〒382-0081 長野県須坂市大字須坂410-1笠鉾会館
（住 所）
026-246-7100
（電 話）
（ＦＡＸ） 026-246-3001
（ＵＲＬ）
https://www.culture-suzaka.or.jp/kasaboko/index.html
（E-ｍａｉｌ) kasaboko@culture-suzaka.or.jp

イベント

須坂市

第３４回須坂みんなの花火大会

須坂の夜を彩る夏の風物詩。新型コロナウイルス感染防止対策として、市内某所（会場は非公開）で
無観客にて開催します。当日はテレビやインターネットでの生中継を行います。住民の元気づくり、コ
ロナ撲滅や医療現場の方々への感謝の気持ちを込めて開催いたします。

１ 日

時

７月２５日（日) 花火打ち上げ２０時～

２ 会

場

３ 内

容

市内某所、非公開
今年で34回目を迎える「須坂みんなの花火大会」。
新型コロナウイルス感染防止対策として、市内某所（会場は非公開）で無観客にて開
催します。
当日はテレビやインターネットでの生中継を行います。
住民の元気づくり、コロナ撲滅や医療現場の方々への感謝の気持ちを込めて開催い
たします。

●

お問合わせ先

実行委員会事務局（須坂市商工会議所）
〒382-0091 長野県須坂市立町1278-1番地
（住 所）
026-245-0031
（電 話）
（ＦＡＸ） 026-245-5096
（ＵＲＬ）
http://www.suzaka.or.jp/
（E-ｍａｉｌ) cci@suzaka.or.jp

