
開催日・期間 開催地

１ｐ 11月3日 安曇野市

２ｐ 11月26日 安曇野市
３ｐ 11月26日 安曇野市

４ｐ 10月31日 伊那市

５ｐ 11月1日 売木村

６ｐ 11月7日 長野市

７ｐ 11月8日 須坂市

８ｐ 11月9日～15日 須坂市

９ｐ 11月14日、15日 豊丘村

１０ｐ 11月14日、15日 安曇野市

１１ｐ 11月11日～30日 安曇野市

１２ｐ 11月23日 大町市

１３ｐ 11月23日 東御市

１４ｐ 11月23日 長野市

１５ｐ 12月4日～6日 安曇野市

１６ｐ 12月5日 山ノ内町

１７ｐ 2016年1月7日 小諸市

１８ｐ

安曇野市

御影新田 道祖神祭り

Winter Illumination　光の森のページェント 11月7日～2016年
　　　　　　　　　1月１１日

掲載ページ

信州特産　野沢菜漬け体験

簡単野菜の飾り切り

潮沢歴史探訪

　▼「アルクマ便り」は毎月第3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）

※掲載ページ内容のお問合わせは、各ページの≪お問合わせ先≫までお願いいたします。

第110回 長野えびす講 大煙火大会

安曇野 神竹灯（かみあかり）

第25回 海野宿ふれあい祭

志賀高原　統一初滑り・スキー場開き祭

髙遠城址もみじ祭り

千曲川リバーサイド 健康ウォーク

１１月限定！紅葉茶席

第28回 とよおかまつり

第3回 信州安曇野 新そばと食の感謝祭  農林業祭2015

安曇野はそばの郷　新そば祭り

仁科神明宮新嘗祭

秋色感謝祭＆新米まつり

エコール･ド･まつしろ倶楽部　秋の遊学文化祭

月号1
２０１５ 年１０月２０日

参加募集

アルクマ

長野県PRキャラクターアルクマ便り 1アルクマ便り

イベント

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：熊谷晃／竹鼻栄二／赤羽久美子／岩下春夫

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



  

 

 

  

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

王滝村 

高山村 

山ノ内町 

野沢温泉村 

 

小川村 

松川村 

小谷村 

 

東御市 

原村 

富士見町 

川上村 

小海町 

南相木村 

南牧村 

北相木村 

南箕輪村 

高森町 

飯島町 

中川村 

箕輪町 

辰野町 

大桑村 

上松町 

南木曽町 

大鹿村 

下條村 

天龍村 

喬木村 

平谷村 阿南町 

松川町 

飯山市 

長野市 

小諸市 

須坂市 

 

駒ヶ根市 

坂城町 

白馬村 

御代田町 

軽井沢町 

木祖村 

根羽村 
売木村 

茅野市 
諏訪市 

朝日村 

岡谷市 

下諏訪町 

泰阜村 

生坂村 

千曲市 

飯田市 

小布施町 

佐久市 

中野市 

 

塩尻市 

青木村 

 

栄村 

木島平村 

長和町 

安曇野市 

筑北村 

木曽町 

大町市 

阿智村 

上田市 

伊那市 

池田町 

宮田村 

麻績村 

信濃町 

松本市 

立科町 

須坂市 
●千曲川リバーサイド健康ウォーク/7Ｐ 
●１１月限定！紅葉茶席/8Ｐ 
 

松本市 

長野市 
●エコール･ド･まつしろ倶楽部 

秋の遊学文化祭/6Ｐ 
●第 110 回 長野えびす講 大煙火大会/14Ｐ 

 
豊丘村 

安曇野市 
●潮沢歴史探訪/１Ｐ 
●簡単野菜の飾り切り/2Ｐ 
●信州特産 野沢菜漬け体験/3Ｐ 
●信州安曇野新そばと食の感謝祭 

同時開催 農林業祭 2015/10Ｐ 
●安曇野はそばの郷 

新そば祭り/11Ｐ 
●安曇野  

神竹灯（かみあかり）/15Ｐ 
●Winter Illumination  

光の森のページェント/18Ｐ 
 
 

月号 

東御市 
●第 25 回 海野宿ふれあい祭/13P 

伊那市 
●髙遠城址もみじ祭り/4Ｐ 
 

飯綱町 

大町市 
●仁科神明宮新嘗祭/12Ｐ 
 

佐久穂町 

山形村 

11

豊丘村 
●第 28 回 とよおかまつり/9Ｐ 
 

売木村 
●秋色感謝祭＆新米まつり/5Ｐ 

山ノ内町 
●志賀高原 
統一初滑り・スキー場開き祭/16Ｐ 
 

小諸市 
●御影新田 道祖神祭り/17Ｐ 
 

岡谷市 



１ 日　　 時

２ 場　　 所

３ 参 加 料

４ 日　　 程

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03.plala.or.jp

JR大糸線 「穂高駅」下車

一般社団法人　安曇野市観光協会

長野自動車道 「安曇野IC」から約15分（潮神明宮の駐車場）
一般社団法人　安曇野市観光協会

▼JR穂高駅前集合９：００　出発９：２０→潮神明宮駐車場（マイカーの方の集合場所）
　 ９：４６→旧第２白坂トンネル駐車場９：５６
▼旧第２白坂ﾄﾝﾈﾙ駐車場 １０：００ → 柏尾御嶽神社 → 鬼首神社 → 大日堂
　　→ 潮沢信号所跡 → 漆久保トンネル → ケヤキの森公園 → １３：００ 東平庵
　　(お小昼・休憩） → 三五山トンネル → １４：３０ 潮神明宮駐車場（マイカーの方
　　解散） → １４：４５ JR明科駅到着・解散
※参加費に含まれるもの：ガイド代、昼食代、バス代
※募集定員：２０名（最少催行人員４名）
■お申込み期限：１０月２６日（月）但し、満員になり次第締め切りとなります。

参加募集 安曇野市

潮沢
うしおざわ

歴史探訪

１1月３日（火）　９時～１４時４５分

　潮沢は八面大王の奥さんのもみじ鬼人の伝説の舞台。
八面大王と夫婦げんかをして家出したもみじ鬼人は潮沢に住みつき悪さをしていました。坂上田村
麻呂が八面大王を成敗後、もみじ鬼人も退治したと伝えられています。
伝説の里山を歩く約６時間のガイドウォークツアーです。

http://www.azumino-e-tabi.net

〒399-8303　安曇野市穂高 ５９５２－３　

安曇野市　明科地区

0263-82-3133

お一人様：2,000円

0263-87-9361

●

応募締め切り

1０月２６日まで !!



１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 参 加 費

４ 日　　 程

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

お一人様：２，０００円

0263-87-936１
http://www.azumino-e-tabi.net

▼ビレッジ安曇野集合 9：00（日程説明）
　 身近な野菜を利用した飾り切りの説明 9：30～10：00
　 飾り切り体験実習と料理への飾り付け方法、作品の試食 11：30～12：00
　 終了予定 12：00
※参加費に含まれるもの：講師料、試食代含む
※募集定員：２０名（最少催行５名）
■申し込み期限：１１月１９日（木）
※次回からはグレードアップ教室も開催予定です。

一般社団法人　安曇野市観光協会

〒399-8303　安曇野市穂高5952-3

azumino@bz03.plala.or.jp

JR大糸線 「穂高駅」よりタクシーで約15分

一般社団法人　安曇野市観光協会

長野自動車道 「安曇野IC」から約７分  ビレッジ安曇野駐車場

0263-82-3133

参加募集 安曇野市

簡単野菜の飾り切り

１１月２６日（木）　９時～１２時

ご家庭にある野菜を利用しての飾り切り体験をいたします。
最近のお料理は味の良さはもちろん、チョットした心遣いがおいしいお料理の基本です。

ご家庭で楽しみながらの飾り切りとお料理は、
お誕生日、クリスマス等のお祝いに心を添えたおもてなしとなります。

美味しい料理が一段とグレードアップし、あなたの評判もうなぎ上りに♪

ビレッジ安曇野

●

応募締め切り

11月19日まで !!



１ 日　　 時

２ 場　　 所

３ 参 加 費

４ 日　　 程

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で] 長野自動車道 「安曇野IC」から約７分　ビレッジ安曇野駐車場

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

htt://www.azumino-e-tabi.net
azumino@bz03.plala.or.jp

JR大糸線 「穂高駅」よりタクシーで約１５分

一般社団法人　安曇野市観光協会

0263-82-3133 0263-87-9361

参加募集 安曇野市

信州特産　野沢菜漬け体験

１１月２８日（土）　１３時～１６時

信州といえば野沢菜が有名で、それぞれの家庭で工夫を凝らした野沢菜漬けがあります。
今回はその農家秘伝の野沢菜を漬けるために、畑から野沢菜を扱ぎとる体験をします。

美味しく漬かった野沢菜漬け5kgはクリスマス頃に宅配便でお届けします。
この時の苦労が、届いたときの感動と、召し上がる時の味わいにかわります。

！本物の野沢菜漬けを食べてみてはいかがでしょう。

ビレッジ安曇野

一般社団法人　安曇野市観光協会

〒399-8303　安曇野市穂高5952-3

お一人様：２，５００円

▼ ビレッジ安曇野集合　１３：００（日程説明）　野沢菜を畑から収穫、漬ける準備
　  １３：３０～１５：００ ＝ お小昼（お茶） ＝ １５：００～１５：３０ ＝ 解散１６：００
※参加費に含まれるもの：お茶代、野沢菜、送料含む
※募集定員：２０名（最少催行人員５名）
■お申込み期限：１１月２０日（金）但し、定員になり次第締め切りとなります。

●

応募締め切り

11月２０日まで !!



１ 期　　 間

２ 会　　 場

３ 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）
（E-ｍａｉｌ)

0265-9４-3697
http://inashi-kankoukyoukai.jp/
t-kkk@ikk.inacity.jp

中央自動車道 「伊那IC」から15㎞約30分
JR飯田線 「伊那市駅」または「伊那北駅」よりバス25分
「高遠駅」より徒歩15分

伊那市観光協会高遠支部

高遠城址公園

0265-94-2552

伊那市観光協会高遠支部

〒396-0211　伊那市高遠町西高遠 1806

イベント 伊那市

髙遠城址もみじ祭り

１０月３１日（土）～１１月８日（日）

高遠城址公園内に約250本あるカエデが色付き、高遠城址公園を彩ります。
春のさくら祭りとは違って、しっとりと趣のある高遠城址公園をお楽しみください。

▼期間中イベント
　・菊花展
　・郷土伝統芸能　高遠囃子　高遠太鼓
　・信州高遠藩鉄砲隊演武
  ・新そばまつり、そば打ち体験
　　会場：高遠閣
　　　時間：１０：００～１４：００（有料）
▼その他のイベント
　・１０月３１日（土）、１１月１日（日）　山麓一の麺街道フェスタ

９時～１６時

●



１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 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）
（E-ｍａｉｌ)

▼売木村、南信州産の野菜や果物の販売。
　 どこよりも遅いとれたての新米を農家さん自ら販売いたします。
▼きのこ汁や特産品のたかきびまんじゅう、学校の子供たちの作った創作お菓子の
　 販売、毎年人気の南信州牛の特売会ではその場で焼いて食べることもできます。
▼餅米8升を使ったジャンボ五平餅は村長も参加する力作！会場の皆様に無料配布。
▼フィナーレでは２つの会場で100キロ分の投げ餅も行いますのでお見逃しなく。
※シャトルバス運行（無料）　役場⇔ふるさと館　8：30～16：00
  9：00　   開会
10：30頃  ジャズ・太鼓演奏など
12：00頃　かかしコンテスト表彰式
14：30頃　ジャンボ五平餅無料配布
15：00　　 投げ餅、フィナーレ

「うるぎふるさと館」および「こまどりの湯」

kankokyokai130531@gmail.com

売木村観光協会

0260-28-2000 0260-28-1051
〒399-1601　下伊那郡売木村 543-1　うるぎふるさと館内

http://www.urugi.jp/

秋色感謝祭実行委員会・新米まつり実行委員会
中央自動車道 「飯田山本IC」から国道153号で約55分
猿投グリーンロードから国道153号で約2時間

JR飯田線 「温田駅」よりバス50分→徒歩5分（バス土日運休）

「浜松いなさ北IC」から鳳来峡IC→国道151号で約1時間45分

イベント 売木村

秋色感謝祭＆新米まつり

１１月１日（日）　９時～１５時　※小雨決行

　南信州南端、売木村で今年最後の収穫祭です。野菜、果物、手作り加工品、売木村ならではの特
産品や、毎年人気の南信州和牛の特価販売を行います！また同時に'新米まつり'も開催。どこよりも
遅い新米「はざかけ米」の即売会に、新米まつりのメイン企画では、8升のお米でつくる「ジャンボ五平
餅」を無料でお配りいたします。フィナーレでは盛大に投げ餅も行います。

● 

mailto:kankokyokai130531@gmail.com
http://www.urugi.jp/


１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 内　 　容

≪アクセス≫ [お車で]
[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

026-278-0551
http://matsushiro-club.ciao.jp

上信越自動車道 ｢長野IC」から約10分

約35分「松代駅」下車
エコール･ド・まつしろ倶楽部

▼きもの縁遊会
　　・秋の茶会【茶道石州流専科】10:30～15:00　象山神社　参加費300円
　　・着物で遊んで学ぼう【着物専科】10:30～14:00　文武学校入口集合　参加費100円
　　・きもの写真撮影会【写真専科】9:00文武学校集合　9:30～12:00撮影　参加費500円
      着物モデル2名と町内を移動しながら撮影します。
▼体験の部
　　①投扇興【投扇興専科】10:00～12:00　①～⑥☆文武学校
　　②押し花で小物作り【押し花専科】10:00～14:00
　　③武道【古武道専科】10:00～12:00、13:00～15:30
　　④弓道【弓道専科】10:00～12:00、13:00～15:00
　　⑤絵手紙【絵手紙専科】11:00～15:00
　　⑥琴と尺八【琴・尺八専科】10:00～11:50
　　 ・香道【香道志野流専科】（1）10:30～12:00（2）13:00～14:30　山寺常山邸
　　　 参加費500円（材料費）　※要申込
　　 ・箱膳【箱膳専科】11:00～13:00　寺町商家　参加費1500円　※要申込
▼発表の部
　　 ・真田節・霧の川中島【踊りま専科】　・木の笛演奏【木笛専科】☆文武学校
　　 ・オカリナ演奏【オカリナ専科】　・民話紙芝居【語り専科】旧樋口家住宅
▼展示の部
　　 ・生け花【華道専科】　・絵手紙【絵手紙専科】　☆印施設は入場料がかかります

026-278-0550
〒381-1231　長野市松代町松代 1502　　

イベント 長野市

エコール･ド･まつしろ倶楽部

秋の遊学文化祭

１１月７日（土）　９時～１５時３０分

真田十万石の城下町である松代は
古くから文武や嗜み（たしなみ）ごとを重んずる気風に富み、暮らしの中に根付いています。

エコール･ド･まつしろ倶楽部では、松代の文化財を教室とし
趣味や嗜みごとを通じて松代を訪れた方をもてなしています。

松代の文武と奥深い歴史にふれてみませんか。

JR 「長野駅」からアルピコ交通バス｢古戦場経由松代」行きで

長野市松代　文武学校、象山神社、山寺常山邸、旧樋口家住宅等

●



１ 日　　 時

２ 集合場所

３ 参 加 費

４ 内　 　容

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

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

長野電鉄 「村山駅」前

上信越自動車道 「須坂長野東ＩＣ」から約10分　
長野電鉄 「村山駅」下車 (集合場所)

▼コース　歩程：９㎞　ノルディックウォーキング
村山駅 ９：00発 ・・・村山橋メモリアルパーク ・・・りんごが実った畑道 ・・・千曲川の
渡し橋跡を見ながら千曲川沿いをウォーク ・・・りんごもぎ取り体験 ・・・相之島水門
・・・小布施ふれあい公園 ＝≫送迎バス ＝≫須坂温泉(健康ランチ、栄養指導、入
浴休憩)＝≫送迎バス＝≫村山駅14：30
■定員：40名 （要予約）
※ノルディックポールをお持ちでない方にはお貸しします。

≪集合：８：45、解散：14：30≫

須坂市観光協会

駐車場があります。※雨天中止

お一人様：2,500円(ヘルスチェック付)

イベント 須坂市

千曲川リバーサイド 健康ウォーク

１１月８日（日）　９時～１４時３０分

　リンゴの実った畑道と北信州の山々を望みながらノルディックポールを使って、負担が軽く効果の高
いフィットネスウォーキングをしてみませんか。
ウォーキング後は、須坂市が実施している健康長寿の取り組み「健康長寿発信都市『須坂 JAPAN』
創生プロジェクト」の協力により、健康ランチや栄養指導なども実施します。

●



１ 期　　 間

２ 会　　 場

３ 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）

（E-ｍａｉｌ)

（その他）

豪商　田中本家博物館

豪商の館　田中本家博物館

http://www.tanakahonke.org

026-245-4780

info@tanakahonke.org

毎週火曜日休館　ただし、10月・11月は無休

〒382-0085　須坂市穀町476番地

　　　　　　　　　  「須坂駅」よりタクシー約5分

026-248-8008

豪商　田中本家博物館　（館長　田中和仁）

上信越自動車道 「須坂長野東IC」から約15分

イベント 須坂市

１１月限定！紅葉茶席

１１月９日（月）～１５日（日）

　豪商の館 田中本家博物館は、美術品の鑑賞とともに日本庭園の観賞ができます。
１１月は、日本庭園の紅葉がピークを迎えます。

その紅葉を眺めながら、お茶が楽しめるお席を期間限定で設けます。

紅葉が美しいこの時季だけ、日本庭園に座席を設え、
紅葉を眺めながらお菓子とお茶でおもてなしいたします。
日常では味わえない贅沢な時間をお楽しみ下さい。
▼「紅葉茶席」
時間　10：00～15：30
料金　一服　500円（菓子付）
※紅葉茶席だけのご利用も可能です（入館料はかかりません）

JR「長野駅」より長野電鉄乗り換え
●



１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 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）

（E-ｍａｉｌ)

イベント 豊丘村

第28回 とよおかまつり

１１月１４日（土）、１５日（日）　１０時～１５時

　とよおかまつりは、毎年11月に開催する豊丘村の収穫祭です。
豊丘の秋の恵みである野菜やきのこをふんだんに使った里山汁を無料で振る舞うほか、味・品質とも
に「日本一」といわれる特産のりんごや豊富に採れる野菜など、60以上のテントで様々な特産品の販
売が行われます。特設ステージでは、地元グループの歌やダンス、太鼓等の発表のほか、昨年から
は「よさこいまつり」を行うなど、内容も盛り沢山。1日目の夜に繰り広げられる『御輿と花火の共演』は
祭り最大の見どころで、大三国の花火の中を勇壮、かつ、荒々しく神輿が担がれる様は必見です。ま
た今年は、豊丘村制施行60周年記念イベントとして、様々な企画で祭りを盛り上げます。

豊丘村役場　駐車場

▼りんご直売・越冬野菜販売
▼村内企業や商工会・ＪＡによる販売
▼超特大鍋でつくる豊丘村の秋の食材を
　 ふんだんに使った“里山汁”の無料提供
▼よさこいまつり（よさこいグループによる演舞）
▼御輿と花火の共演（14日夕方）
▼村内各種グループによるステージ発表 など

http://www.vill.nagano-
toyooka.lg.jp/02kankou/toyookamatsuri/index.html

とよおかまつり実行委員会

〒399-3295　下伊那郡豊丘村神稲 3120　

zaisei@vill.nagano-toyooka.lg.jp

中央自動車道 「松川IC」から20分 「飯田IC」から約25分
JR飯田線 「市田駅」より徒歩10分

豊丘村役場 総務課 企画財政係

0265-35-9050 0265-35-9065

●



１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 内　 　容

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) azuminoci@azumino-biz.net

ため、公共交通機関をご利用ください。）

安曇野市商工会　本所

0263-87-9750

[列車で]　 ＪＲ大糸線 「穂高駅」より徒歩５分

穂高方面へ約20分　（※周辺は駐車場が少ない

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」からR１４７号を

※周辺は駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用ください。

0263-72-8491
http://www.azumino-biz.net/

信州安曇野　新そばと食の感謝祭　実行委員会

〒399-8205　　安曇野市豊科 ４２８９－１　

穂高神社（北神苑・南神苑及びその周辺）

▼新そばの販売実食（一食５００円～）
▼地元産食材を使った特製「あづみ野どん（丼）」、安曇野スイーツの販売（限定数あり）
▼近隣商工会連合会や安曇野市友好都市による、地域特産品の販売。
▼市内中高吹奏楽部の演奏、地元有志のステージ演奏、大道芸パフォーマンス、
　 ふあふあ子供用遊具、足湯体験コーナーを用意。
▼15日（日）駅前通りを「歩行者天国」として開放、軽トラック市、キッチンカーによる
　 グルメストリート、野菜等の販売。
■11月11日～30日は市内約５０店舗のそば店が、新そばを提供する
　 「新そば祭り」を併せて開催いたします。
▼プレイベント
 ・「五穀豊穣祈念神事」（新そば奉納）　11月７日（土）
 ・「そば商盛運祈念神事」（そば打ち奉納）１１月８日（日）

イベント 安曇野市

第３回 信州安曇野 新そばと食の感謝祭
　同時開催 農林業まつり２０１５

１１月１４日（土）、１５日（日）　１０時～１６時

　新そばと地元産の「食」を中心としたイベントです。特設会場内では安曇野市内そば店の「新そば」食
べ比べができます。また旬の素材による“旨い物”を召し上がって、安曇野の晩秋を満喫してください。
　また南神苑会場を中心に同時開催の「農林業まつり2015」では、安曇野市内及び周辺地域で生産さ
れた農産物（米・野菜・りんご・果物・加工食品）などの展示販売を行います。



１ 期　　 間

２ 場　　 所

３ 内　 　容

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で] 長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から市内各店舗へ

[列車で] ＪＲ大糸線 「豊科駅」、「穂高駅」より各店舗へ
ＪＲ篠ノ井線 「明科駅」、「田沢駅」より各店舗へ

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

安曇野市内参加各店舗（約５０店舗）

▼プレイベント　「安曇野新そば奉納神事」
・１１月７日（土）16：00～
「五穀豊穣祈念神事」　そば農家が今年収穫したそば粉を奉納します。
・１１月８日（日）16：00～
そば打ちをしてそばを奉納。奉納したそば粉を先着100名の参拝者にお配りします。
▼新そば祭り期間中　（提供メニューは店舗により異なります。）
・安曇野産新そばの提供
・期間限定オリジナルメニューの提供
・結いそばの提供
※「結いそば」…安曇野のそば打ち職人が被災地の石巻の仮設住宅に赴き、石巻産の
油麩 ・わかめを加えた打ち立ての安曇野そばをふるまい、皆様に喜ばれました。そのそ
ばを東北の「助け合い」を意味する日常語「結い」から『結いそば』と命名しました。

安曇野市商工会・安曇野はそばの郷振興委員会

〒399-8303　安曇野市穂高5047　
0263-82-5820 0263-82-5494
http://www.azumino-biz.net/
hotaka@azumino-biz.net;

安曇野市商工会　穂高支所

イベント 安曇野市

安曇野はそばの郷　新そば祭り

１１月１１日（水）～３０日（月）　　

　毎年１１月１１日は安曇野そばの日！
１１月１１日（水）～１１月３０日（月）の期間中、安曇野市内参加約５０店舖で新そばを提供します。

安曇野産新そばや、期間限定のオリジナルメニューや「結いそば」を提供するお店もあります。
ぜひ皆さんで秋の安曇野へお越しください。

●



１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 内　 　容

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ） http://www.sinmeigu.jp/

長野自動車道 「安曇野IC」から約30分
JR大糸線 「信濃大町駅」よりタクシー約10分

仁科神明宮社務所

0261-62-9168

国宝 仁科神明宮

〒398-0003　大町市社 1159　　

国宝 仁科神明宮

イベント 大町市

仁科
に し な

神明
し ん め い

宮
ぐ う

新嘗
に い な め

祭
さい

１１月２３日（月・祝）

　農作物の恵みに感謝する式典です。「新嘗（にいなめ）」とは、その年収穫された新しい穀物のこと
をいい、舞を奉納し、収穫をお祝いする祭祀のことです。

毎年１１月２３日に新嘗祭（にいなめさい）が行われます。
新嘗祭はその年の収穫祭にあたり、農作物の収穫に感謝する行事です。仁科神明
宮の厳粛な中にも穏やかな雰囲気の中で行われます。地区の女の子が披露する浦
安の舞もまた必見です。

●



１ 日　　 時

２ 場　　 所

３ 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）

（E-ｍａｉｌ)

海野宿ふれあい祭実行委員会

※駐車場が少ないため、できるだけ乗り合いか
　 シャトルバスでお越しください。

旧北国街道　海野宿

http://www.tomikan.jp

0268－67－3337

上信越自動車道 「東部湯の丸ＩＣ」から約10分

▼イベント
・時代衣装行列
・売り切れ必死！地元のお母さんたちが作る大人気の野菜ほうとう、小豆ほうとう、
　くるみおはぎの販売
・まつり風景を撮って応募しよう！写真コンテスト
・短歌、俳句、川柳のつどい
・人力車に乗ろう！
・海野宿歴史民俗資料館、なつかしの玩具展示館　開放
・白鳥神社「浦安の舞」
■無料シャトルバス運行：東御市役所 ⇔ 海野宿

しなの鉄道 「田中駅」又は「大屋駅」より徒歩約20分

kanko@city.tomi.nagano.jp

〒389-0404　東御市大日向337　

0268－67－1034

東御市商工観光課観光係

イベント 東御市
と う み し

第25回 海野
う ん の

宿
じゅく

ふれあい祭

１１月２３日（月・祝）　１０時～１５時

　海野宿は、寛永二年（一六二五）に北国街道の宿駅として開設されました。海野宿の街並みは江
戸時代の旅籠造りや明治以降の養蚕が盛んな頃に建てられた蚕室造りの建物がよく調和して伝統
的な家並みを形成しています。その伝統的な日本家屋の家並みが現在まで保存されていることか
ら、「重要伝統的建造物群保存地区」に選定を受けています。この、海野宿を大勢の皆様に知って
いただこうと海野宿ふれあい祭を開催します。

●





１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 入 場 料

４ 内　 　容

≪アクセス≫ [お車で]

※会場周辺に駐車場はございません。臨時駐車場(無料）(エムウェーブ・長野地方卸売

市場・真島臨時駐車場の3箇所)からシャトルバスをご利用ください。帰りは打上げ終了後

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
(E-ｍａｉｌ)

▼打上げ総数15,000発
▼第24回全国十号玉新作花火コンテスト
　 全国の最強豪15社の煙火師が新しい技術･独創的なアイディアを競い合います。
▼写真コンテスト
　 煙火大会や西宮神社えびす講祭等、えびす講諸行事で撮影した写真をご応募くださ
　 い。 ※締切り12月3日(木）（当日消印有効）詳しくは公式HPをご覧ください。

上信越自動車道 「長野IC」から約15分

1時間程度まで運行。※16時～21時会場周辺は交通規制されます。

JR 「長野駅」より徒歩約20分、またはシャトルバスで約10分

※シャトルバス・東口23番のりば発 片道大人180円/小人90円

※シャトルバス・善光寺口2番のりば発　片道大人200円/小人100円

 いずれも行きは15時～随時、帰りは打上げ終了後1時間程度まで運行。

026-227-2758
http://www.nagano-cci.or.jp/ebisukou/
ebisukou@nagano-cci.or.jp

長野商工会議所

026-227-2428
〒380-0904　長野市七瀬中町276　

イベント 長野市

第110回 長野えびす講 大煙火大会

11月23日（月・祝） 打ち上げ開始18時　※雨天決行

　明治３２（１８９９）年から始まり、今年で１１０回を迎える歴史ある花火大会。毎年好評の音楽と花火
のコラボレーホン「ミュージックスターマイン」や「超ワイド特大スターマイン」、日本屈指の煙火師を
招いて開催する全国十号玉新作花火コンテストなど、晩秋の澄んだ夜空を１５，０００発の華麗な花
火が彩ります。

無料（有料観覧席あり）
▼有料観覧席　「えびすシート」　限定2,500席　1席1名4,200円
　 （信州特産土産、大会公式プログラム、使い捨てカイロ付き）
▼購入方法
　①セブンイレブン店内のマルチコピー機「セブンチケット」での購入(手数料無料）
　②インターネットで予約後、コンビニまたは宅配受け取り（別途手数料がかかります）
　③電話予約後、コンビニ受け取り（別途手数料がかかります）
　（詳しくは公式HPをご覧ください）

長野大橋西側・犀川第二緑地

写真：長野商工会議所提供

●



１ 期　　 間

２ 場　　 所

３ 内　 　容

≪主　　催≫ 「くらとま」安曇野で暮すように泊る実行委員会
≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

安曇野市　穂高神社周辺など

▼期間中のイベント
　 午後４時からあかり点灯を行います。点灯にご参加の方は点灯用ライターをご持
　 参ください。なお、雨天・降雪の場合は中止となりますのでご了承ください。
　 幻想的な光の中、『ユニット神竹灯』によるミニライヴも３日間各日２ステージ行わ
　 れます。暖かい服装でお越しください。
▼その他のイベント
　 「くらとま」安曇野で暮すように泊る実行委員会加盟施設においても、竹灯籠
　 の点灯を行います。開催日は、12月30日(水)、31日(木)、1月１日(金)、２日（土）の
　　４日間で、１６時３０分から点灯の予定です。詳細についてはＨＰをご覧ください。
　　http://kuratoma.com

〒399-8303　安曇野市穂高5952-3
0263-82-9363 0263-87-9361

イベント 安曇野市

安曇野 神竹灯（かみあかり）

１２月４日（金）～６日（日）　１６時～２０時頃

　安曇野の神『穂高見神』へ遠く離れた大分県竹田市祖母山の神『豊玉姫』からの贈り物。８,０００本
の竹灯籠があなたを神秘と幻想の世界に誘います。
安曇野市の穂高神社とその周辺に、孟宗竹の竹灯籠を配置し点灯します。点灯にご参加いただくこ
ともできます。やさしい灯りに包まれて幻想的な冬の一夜をお過ごしください。

http://www.azumino-e-tabi.net
hotaka@atlas.plala.or.jp

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から穂高方面へ約20分
ＪＲ大糸線 「穂高駅」より徒歩１分

安曇野市観光情報センター



１ 日　　 時

２ 場　　 所

3 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）
（E-ｍａｉｌ)

安全を祈願した後、地元の保育園児や小学生、中学生その他の皆様によるデモン
ストレーション滑走が行われます。
その他お楽しみ抽選会やお得な特別割引リフト券の販売もあります。

志賀高原　焼額山スキー場

志賀高原観光協会

info@shigakogen.gr.jp

0269-34-2344
　　　　　　　　（志賀高原総合会館９８内）　

〒381-0401　山ノ内町志賀高原蓮池　

http://www.shigakogen.gr.jp/

イベント 山ノ内町

志賀高原

統一初滑り・スキー場開き祭

１２月５日（土）　１０時～１２時 (予定)

志賀高原の本格的なスキーシーズンの到来を告げる
毎年恒例の、統一初滑り・スキー場開き祭です。

上信越自動車道 「信州中野IC」から20km 約50分
長野電鉄 「湯田中駅」よりバス or タクシー約40分

志賀高原観光協会

0269-34-2404

●



１ 日　　 時

２ 場　　 所

３ 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）
（E-ｍａｉｌ)

小諸市 御影地区

２台の山車に乗るのは主に地区内の小学校高学年の子ども達。
高さ６ｍほどの山車の周囲には、子どもの誕生祝いと健やかな成長を祈願した名入
れほおずき提灯が飾られ、勇壮な祭りに華やかさを添えます。

※御影の山車は、ぶつけ合うということから、前面上部の額にあたる部分に一尺（約
33センチ）ほど張り出しを付けています。また、最大の特徴は、笹の葉のついた青竹
が二本、笠灯籠から「かたつむり」の触角のように突き出していることです。衝突の
際、この青竹を引き締めて緩衝の働きをさせています。この青竹には20個ほど提灯
が取りつけられています。

御影新田の道祖神祭り世話人会

〒384-8501　小諸市相生町3-3-3　

　　　　　　　　　 「小諸駅」下車 タクシー約10分

　　　　　　　　　 「小諸駅」下車 タクシー約10分

イベント 小諸市

御影新田
み か げ し ん で ん

 道祖神祭り

２０１６年１月７日日（木）　１８時～２１時

江戸時代から300年以上の歴史を持ち
「上宿」と「下宿」に分かれた山車が

約１時間半にわたり激しくぶつかり合う様は見る者を圧倒します！

http://www.city.komoro.lg.jp/doc/2014022500897/
kanko@city.komoro.nagano.jp

上信越自動車道 「佐久北IC」から1km約3分
上信越自動車道 「小諸IC」から10km約13分
JR北陸新幹線 「軽井沢駅」より「しなの鉄道」に乗換え

小諸市役所 商工観光課観光交流係

0267-22-1700 0267-24-3570

JR北陸新幹線 「佐久平駅」より「JR小海線」に乗換え ●



　

１ 期　　 間

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）
（E-ｍａｉｌ)

JR大糸線 「豊科駅」または「穂高駅」よりタクシー約15分

大人：410円　　小・中学生：80円

▼約40万球のLEDによる光の演出
▼青の洞窟（約40mの光のトンネル）
▼音楽に合わせて点滅する光の演出
▼約20mのシンボルツリー

kentaro-gouda@prfj.or.jp

〒399-8295　安曇野市堀金烏川33-4

http://www.azumino-koen.jp

アルプスあづみの公園管理センター　（担当：合田、竹迫）

イベント 安曇野市

Winter Illumination

光の森のページェント

１１月７日（土）～１月１１日（月・祝）

　漆黒の公園に輝く色とりどりの光の演出。段々に広がる池には、水面に反射する光と松本平の夜景
とが重なり幻想的な光の世界が現れます。また期間中の各週末には、花火やコンサートなどを開催
し、光の世界だけではない演出も楽しめます。

１６時～２１時

国営アルプスあづみの公園

国営アルプスあづみの公園

0263-71-5511 0263-71-5512

シルバー（65歳以上）：210円

堀金・穂高地区

長野自動車道 「安曇野IC」から約20分

●

写真は昨年の様子です。




