
開催日・期間 開催地

P1～
P2

8月21日～11月21日 大町市

P3 6月14日～9月11日 安曇野市

P4 3月25日～9月28日 飯山市

P5 ～9月12日 原村

P6 ～9月12日 原村

※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

北アルプス国際芸術祭2020-2021
会期変更のお知らせ

安曇野市山岳環境整備に係るクラウドファンディングを
実施します！

短編アニメーション作品「COSMOS―光との約束―」
（八ヶ岳美術館）

高橋まゆみ人形館
春のテーマ展「想いを紡ぐ 言の葉」

廃材アーティストKouyaのからくりオブジェ展
（八ヶ岳美術館）

２０２１年７月２０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8

新着情報

アルクマ便り

開催変更情報

美術館・博物館

アルクマ便り



P7 7月5日～9月5日 富士見町

P8 7月22日～10月3日 須坂市

P9 7月31日～9月25日 野沢温泉村

P10 8月7日 山ノ内町七夕　スカイランタン

　▼「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

富士見町2大リゾート無料キャンペーン

信州須坂健康スムージーフェス2021

ナイトゴンドラツアー

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」
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富士見町 
●富士見町 2 大リゾート無料キャンペーン/7P 
 

飯綱町 

8 

1

0  
 

安曇野市 
●安曇野市山岳環境整備に係る 
クラウドファンディングを 
実施します！/3P 

 

山ノ内町 
●七夕 スカイランタン/10P 

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 
●廃材アーティスト Kouya のからくりオブジェ展/5P 
●短編アニメーション作品「COSMOS―光との約束―」/6P 

 豊丘村 

大町市 
●北アルプス国際芸術祭 2020-2021 
会期変更のお知らせ/1～2P 

 
 
 

須坂市 
●信州須坂健康スムージーフェス 2021/8P 

野沢温泉村 
●ナイトゴンドラツアー/9P 

飯山市 
●高橋まゆみ人形館  
春のテーマ展「想いを紡ぐ 言の葉」 /4P 



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 「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「信濃大町駅」下車

●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]、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]、、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]、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]　11の国と地域から38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

長野自動車道「安曇野IC」から約30分　

前売り販売：一般2,000円、16歳～18歳1,000円　（10/1まで）
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　　　　現在発売中！

開催変更情報 大町市

北アルプス国際芸術祭2020-2021
会期変更のお知らせ

　7月号で開催情報を掲載しました「北アルプス国際芸術祭2020-2021」につきまして、次頁のとおり開
催会期を変更することを決定いたしました。
　関係各位に、大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

　引き続き、新型コロナウイルス感染症への感染防止対策を徹底する中での開催に向け、全力を挙げ
て取り組んで参りますので、大勢の方々にご来場いただけますよう、特段のご理解とご協力をお願いい
たします。

１． 会期の延長
8月21日（土）～10月10日（日） ⇒ 変更後会期：8月21日（土）～11月21日（日）
　
２． 会期の内容
●パフォーマンス会期　　　8月21日（土）～10月　3日（日）
※パフォーマンスのみ鑑賞できる期間です。
8/21(土)　川俣正プロデュースによる音楽プロジェクト　「3日満月×歌島昌智スペ
シャルライブ」
8/28(土)、29(日)　倉迫康史(たちかわ創造舎)　「白秋／赤鳥」
9/4(土)、5(日)　串田和美　「月夜のファウスト-独り芝居バージョン-」
9/11(土)　藤巻亮太　「SPECIAL LIVE in 北アルプス国際芸術祭2020-2021」
9/20(月・祝)　和田永＋Nicos Orchest-Lab　「ELECTRONICOS FANTASTICOS!電
磁森林劇場」
10/2(土)、3(日)　マームとジプシー×ミナ ペルホネン　「Letter」

●アート会期　　　　　  10月　2日（土）～11月21日（日）　51日間
※アート作品を全て鑑賞できます。作品鑑賞パスポートの有効期間になります。

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)



お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

https://shinano-omachi.jp

info@shinano-omachi.jp

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
0261-85-0133 0261-23-4304

開催変更情報 大町市

●

https://shinano-omachi.jp/#
mailto:info@shinano-omachi.jp#


１ 日　時

２ 内　容

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） furusato-tax.jp/gcf/1242

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

新着情報 安曇野市

　安曇野市では、山岳環境整備のため、ふるさと納税制度を利用したクラウドファンディングを実施し
ています。
　このプロジェクトは、燕岳から蝶ヶ岳までの北アルプスパノラマ銀座における環境整備活用のために
開始し、クラウドファンディングは今後継続的に行なっていきます。
　今回は第一弾として、燕岳テント場の公衆トイレを環境配慮型のトイレに改修するための資金を募っ
ており、目標金額は500万円で、募集期間は6月14日～9月11日までとなります。
　おひとりでも多くの皆さまにご賛同いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

６月14日（月)～９月11日（土）

安曇野市山岳環境整備に係るクラウドファンディングを実施します！

安曇野市商工観光部観光交流促進課
長野県安曇野市豊科6000番地
0263-71-2055 0263-72-1340

◆プロジェクト名： 一緒につくろう・まもろう 北アルプスパノラマ銀座100年プロジェクト
　　　　　　　　　 【第1弾】燕岳テント場トイレを環境配慮型トイレにしたい！
◆募集額： 500万円
◆期間：2021年6月14日～2021年9月11日
◆寄附金の使い道：燕岳テント場公衆トイレの改修
◆お礼の品
寄付金額の合計
10,000円未満…お礼状+信州安曇野北アルプスパノラマ銀座MAP
10,000円以上50,000円未満…信州安曇野　オリジナル木札クーポンor信州安曇野
オリジナルMYボトル
50,000円以上　…　信州安曇野　オリジナル木札クーポン＆信州安曇野オリジナル
MYボトル
※オリジナル木札クーポンは北アルプスの山小屋テント場の1泊無料券として利用可能
・利用期間：　令和4年シーズン
・対象施設：　燕山荘・大天荘・常念小屋・蝶ヶ岳ヒュッテ・大滝山荘
　　　　　　　　（令和3年6月現在）

●

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]

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

（E-ｍａｉｌ) info@ningyoukan.net

0269-67-0139 0269-67-0141

北陸新幹線「飯山駅」より徒歩約20分

JR飯山線「 北飯山駅」より徒歩約5分

▼会期中のイベント
『あなたの“言の葉(ことのは)”を紡いでみませんか 』
皆様からの「言の葉（ことのは）」を募集しています。
応募作品は会期中、パネル展示スペースに展示し、また選ばれた優秀作品は、高橋
まゆみ作品のキャプションを揮毫する伊藤良男さんにご協力いただき、色紙にてプレ
ゼントいたします！是非、みなさまも言の葉（ことのは）を紡いでみませんか。
詳しくはコチラ　→　https://www.ningyoukan.net/info/info-762/

高橋まゆみ人形館

上信越道豊田飯山ICより約15分

※水曜日は定休日です。

高橋まゆみ人形館 入館料　一般620円　小中学生410円

高橋まゆみ人形館
389-2253 長野県飯山市飯山2941-1

美術館・博物館 飯山市

高橋まゆみ人形館
春のテーマ展「想いを紡ぐ 言の葉」

3月25日（木)～9月28日（火）　　１０時～１６時

高橋まゆみ人形館

　高橋まゆみの創作人形には、作家本人が「言葉の力」「言葉の深さ」を追求しながら、人形たちに添
えた言葉（言の葉）があります。当たり前だと思っていた日常が大きく変わり、不安や困難に直面した、
こんな時だからこそ、より響く優しく強い言葉。
　現在開催中の企画展では、創作人形とともに高橋まゆみの「言の葉」（ことのは）に着目し、作品を展
示しております。コロナウィルスに立ち向かい動き始めた今、温かく勇気づけられる高橋まゆみの創作
人形と「言の葉」の世界を、どうぞご覧ください。
　また併設のcafé花あかりでは、今飯山で話題の「SABASKI」の金華サバ缶を使用した「金華サバのサ
バ缶ドッグ」をご提供しています。鑑賞後やランチに是非、お召し上がりください。

●

mailto:info@ningyoukan.net#


「空中深海魚」 手作り教室「小人のオブジェ」

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

美術館 原村

廃材アーティストKouyaのからくりオブジェ展

　廃材に新たな命を吹き込み、独自の世界を現出させるアーティストKouya
　その作品は金属板や歯車、ネジなどを材料にしながらも、あたたかく、またユーモアに満ちています。そ
れは作家が廃材という素材にまつわる「物語」や「歴史」に価値を見出し、夢のある作品へ再構築しようとし
ているからではないでしょうか。
　9年ぶりに八ヶ岳美術館で開催する本展では、Kouyaの代表作である大型の動く金属からくりオブジェ「空
中深海魚」や、流木のオブジェランプなど人気作品が再集結するほか、ドラム缶やイカリを材料とした、鐘が
なる「月」のからくりオブジェ」などの新作も登場します。

９月１２日（日）まで
※２企画展同時開催-短編アニメーション作品「COSMOS-光との約束-」展

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

《会期中イベント》

「手作り教室」
 Kouyaさんと屋外でエアコンの銅パイプなどの廃材と自然素材から、メルヘンチックな「小人のオブジェ」を作りま
す。
日時：8月7日（土）①10：00～12:00、②14：00～16:00の2回開催
参加費：3,000円（入館料別途）
定員：各回10名ずつ
対象：小学校高学年以上（工具を使った細かい作業となりますので、小学生の場合は保護者の同伴が必要です）
※要予約
※追加開催がある場合、ホームページでお知らせいたします。
※イベントのご予約はいずれも　八ヶ岳美術館 0266 -74-2701　まで。

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

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

●

「月のオブジェ」

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


映画《COSMOS～光との約束～》のポスター 　　　　　 井上直久「イバラードステーションへ」

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

美術館 原村

短編アニメーション作品「COSMOS―光との約束―」

　近清武監督が企画・脚本・監督し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
た展覧会。合唱曲COSMOSの作詞作曲者のミマスさんの言葉と共にこの曲に込められたメッセージを紹
介、さらに制作資料であるシナリオや絵コンテ、大型ディスプレイによる予告編映像、3DCG による名場面
やその解説、画家 井上直久の絵画も特別展示、本映像の源泉となった想像世界に迫ります。
 宇宙や心にも存在する「光と闇」を、「科学」と「心」の視点で、みつめることができるとしたら...、それは自ら
の光 （光との約束）に気づく旅になるのかもしれません。（脚本･監督近清武）

９月１２日（日）まで
２企画展同時開催-廃材アーティストKouyaのからくりオブジェ展

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

《会期中イベント》

■上映会と近清監督のお話（約60分）
　上映料金1,000円（入館料別途）要予約
　　7/25（日）14：30～
　　8/ 5（木 ）13：00～
　　8/21（土）15：00～
　　9/ 5（日 ）14：30～
　※イベントのご予約はいずれも　八ヶ岳美術館 0266 -74-2701　まで。

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

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

●

https://yatsubi.com/#
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１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

富士見高原リゾート：中央自動車「小淵沢IC」から約10分

[列車で] 富士見パノラマリゾート：JR 「富士見駅」よりタクシーで10分

無料シャトルバス運行（富士見駅発：10時　富士見パノラマ発：15時）

富士見高原リゾート：JR「小淵沢駅」よりタクシーで15分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）  https://www.town.fujimi.lg.jp/page/semenoyuukyaku.html

（E-ｍａｉｌ) kankou@town.fujimi.lg.jp

イベント 富士見町

　７月５日～９月５日まで長野県民を対象に富士見町の２大リゾート施設「富士見パノラマリゾート」「富士
見高原リゾート」を無料で楽しめるキャンペーンを実施します。南アルプス入笠山登山や季節の山野草
が人気の富士見パノラマリゾートではゴンドラ往復が無料！日本３高峰を望む創造の森彫刻公園からの
絶景や色とりどりの花が楽しめる富士見高原リゾートでは天空カートが無料！大自然の中で眺望や季
節の花々をお楽しみください。

7月5日（月)～９月5日（日）　　営業時間は各施設により異なります

富士見パノラマリゾート、　富士見高原リゾート

富士見町産業課商工観光係

富士見町2大リゾート無料キャンペーン

富士見パノラマリゾート、富士見高原リゾートの無料開放
【対象】長野県在住者（住民票がある方）
　　　　 長野県富士見町に別荘がある方
【対象メニュー】
・富士見パノラマリゾート
　ゴンドラ往復券無料
・富士見高原リゾート
　天空カート無料（園内散策券付き）
　展望リフトも利用可（７月22日～8月15日は毎日運行、以降土日運行）
【利用の方法】
チラシに添付されているクーポン券に必要事項を記入していただき、身分証と一緒にチケット窓
口にご提示ください。長野県富士見町に別荘がある方は納税証もご提示ください。
クーポン券１枚で５名様まで有効です。
対象施設以外では利用できません。
発熱や咳など体調不良の方はご来場をお控えいただきますようお願いいたします。
●その他のイベント概要
期間中、割引クーポン券の配布（先着）やスタンプラリーなどの町内周遊企画も実施します。

富士見町産業課商工観光係

富士見パノラマリゾート：中央自動車道「諏訪南IC」から約10分　

〒399-0292　長野県諏訪郡富士見町落合10777
0266-62-9342 0266-62-4481

●
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１ 日　時

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
(事務局：須坂市役所健康づくり課)
（住 所）
（電 話）
（E-ｍａｉｌ) s-kenkodukuri@city.suzaka.nagano.jp

信州須坂健康スムージー推進協議会

「須坂長野東IC」から須坂市街地まで約２0分　

●須坂市内の飲食店舗でスムージーを飲んで素敵な商品をゲットしよう！
●参加店舗：【キャステロ ドラゴーネ】【スイーツマーケットカフェ】【Hair&Café ID】
【ちよか盛進堂】【kitchen FUTARIYA】【旧小田切家住宅 CAFÉ KOH】
【JAKE 須坂温泉 古城荘】【盛進堂 駅前店】【御菓子処 つたや本店】【金箱】
【升田屋】【田中本家博物館 喫茶「龍潜」】【福寿の湯温泉 福寿荘】
【ケーキ茶房 みやび】【食育キッチン野味ー】【湯っ蔵んど「蔵カフェ」】
【時空の杜】【ファミリーマート 須坂相之島店】
●協賛店舗：【テスコム】【アスザックフーズ】【沼目越瓜の会】
【そのさとブルーベリー農園】【鈴木養蜂場】【信州須坂フルーツブルワリー】

信州須坂健康スムージー推進協議会

長野県須坂市大字須坂1528-1
026-248-9018

イベント 須坂市

信州須坂健康スムージーフェス2021

　★須坂の飲食店をまわるスタンプラリー★
　須坂のスムージー取り扱い店舗を2ヶ所まわって、素敵な商品をゲットしよう！
　2種類のスタンプを集めると先着300名様に信州須坂スムージードレッシングまたはオリジナルトート
バックをプレゼント。
　さらにアンケートに答えると地元の特産品などが当たるなダブルチャンス、インスタグラムに投稿する
と参加店舗の商品が当たるトリプルチャンスがあります♪

7月22日（祝・木)～10月3日（日）　

須坂市内飲食店

●

mailto:s-kenkodukuri@city.suzaka.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 北陸新幹線「飯山駅」より野沢温泉直通バス

「NOZAWAONSEN LINER」に乗り換えて約25分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://nozawaski.com/

（E-ｍａｉｌ) info@nozawaski.com

※注意事項　山頂は気温が低いため、羽織るものを1枚お持ちいただくと安心です。

大人：3000円　子ども：2000円　（ゴンドラ往復・ドリンク券付き、ガイド料含む）

野沢温泉村

ナイトゴンドラツアー

　新しくなった長坂ゴンドラに乗って、夜の空中散歩♪
　野沢温泉村の夜景など昼間とは全く違った世界をお楽しみください。
　標高1,400mに位置するやまびこ駅周辺では、満点の星空を観察。
　天体望遠鏡を使用した、ガイドツアーも行います。
　レストランでは、ナイトゴンドラ限定のフードメニューをご用意しております！
　山のひんやりとした風を感じながらの星空観察やガーデン散策。
　夏の思い出にぜひご参加ください☆

7月31日（土)～9月25日（土）
毎週土曜日※8/8、8/11～14、9/19も開催いたします。
上り　19：30～20：00　下り　21：00～21：30

野沢温泉スキー場

「野沢温泉中央ターミナル」下車徒歩約10分

株式会社野沢温泉　営業課
〒389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷7653
0269-85-3166 0269-85-2201

イベント

●イベント概要　夜のゴンドラ運行。山頂駅での星空観察や、レストランでお食事もお
楽しみ頂けます。
なお、お宿にお泊りの方は観光協会前にて無料シャトルバスの運行も行います。
豪雨・雷等、悪天候時は中止となる場合もございますので予めご了承ください。

株式会社野沢温泉（野沢温泉スキー場）

上信越自動車道「豊田飯山IC」から約25分　

●
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１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容
　先着140名様がLEDライトの入った風船を紙で覆い、紐、重り、持ち手、

　願い事を書いた短冊を付けて飛ばします。（手を離した時に5ｍ～10ｍ飛ばせます）

　イベント終了後に回収できる環境に優しいランタンを使用します。

　火を使わないため、お子様でも安心してご参加いただけます。

●SDGs「持続可能な開発」の取組として、下高井農林高校と共益会のご協力で

　町内の放置竹林を活用して、バンブーキャンドルを作成して会場などに設置します。

●WEBフォームよりお申し込みください。

　右側のQRコードからアクセスができます。

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「長野駅」よりタクシーで約60分

長野電鉄「湯田中駅」より役場へ徒歩約6分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） www.town.yamanouchi.nagano.jp

（E-ｍａｉｌ) kanko@town.yamanouchi.lg.jp

0269-33-1107

山ノ内町観光商工課インバウンド推進係

上信越自動車道「中野IC」から約20分　

イベントへお申込みの方のみご乗車できる無料シャトルバスが役場から出ます。

※会場周辺に駐車場の用意はございません。

山ノ内町役場観光商工課
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1

0269-33-1104

●イベント概要

イベント 山ノ内町

七夕　スカイランタン

　新型コロナウイルスが感染拡大するなか、早期終息と来場者の皆様の願いを込めたランタンと花火
を打ち上げます。会場にはSDGsの理念に基づいた取組の一環として制作したバンブーキャンドルや
竹キャンドルが彩を添えます。なかなか旅行に行けない時期ですが、あなたの想いを乗せたランタン
に夜空を旅してもらい、地上からキラキラした空を見上げましょう。

８月７日（土）　　受付：19時20分～

やまびこ広場　イベント広場

●
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