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光のイベント
７ｐ イルミネーション「光の森のページェント」

～HEAVEN and EARTH～
８ｐ 中野陣屋 光と音のシンフォニー 黒姫様への願いの鐘
９ｐ 2015．Ａｚｕｍｉｎｏ．光のページェント
１０ｐ 安曇野光の競演 ～宿泊プラン～

祭りイベント
１１ｐ みはらしファームのスタートまつり
１２ｐ 野沢温泉 道祖神祭り

参加募集
１３ｐ 第22回 小諸・藤村文学賞 エッセー作品募集！

美術館
１４ｐ 柳沢京子 きりえで描く 湯めぐり、野めぐり、猿めぐり
15ｐ～県内

全スキー場 オープン日のご案内

▼「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）
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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
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新着情報

山ノ内町

スノーモンキーホリデー観に（ミニ）バス運行！
志賀高原を源とする横湯川の渓谷に囲まれた「地獄谷野猿公苑」は野猿たちの楽園。ここに生息す
るサルたちは世界で唯一、温泉に入る野猿として世界中から注目を集めており、海外からは「スノー
モンキー」の愛称で親しまれています。
“スノーモンキーホリデー観に（ミニ）バス”は、冬期間積雪のため閉鎖になる渋温泉～地獄谷間の道
を車両で進むチケット制バスです。本来この時期に地獄谷へ行くには上林温泉からのルートのみと
なっていますが、このバスを利用すると短時間で地獄谷に到着します。
この機会にぜひ、可愛い野猿をご覧にお出かけください。

１期

間

２ 乗車場所
３運

賃

１２月１９日（土）～２０１６年３月２７日（日）
土、日、祝日及び12月22(火)、28(月)～31(木)
湯田中駅、渋温泉
▼片道バス代（子供同額）
渋温泉～地獄谷 ７００円
湯田中駅～地獄谷
８００円
▼地獄谷野猿公苑 入苑料
大人５００円 子ども２５０円
▼セット券（往復バス料金＋入苑料）
渋温泉～地獄谷 大人１，５００円 小人１，２５０円
湯田中駅～地獄谷 大人１，７００円 小人１，４５０円
●

≪主 催≫
≪アクセス≫

スノーモンキーホリデー観にバス運営協議会
[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 「湯田中駅」より徒歩で約20分

お問合わせ先

渋温泉旅館組合
（住 所） 〒381-0401 下高井郡山ノ内町平穏2115番地
（電 話） 0269-33-2921
（ＦＡＸ） 0269-33-5780
（ＵＲＬ） http://www.shibuonsen.net/

新着情報

長野市

戸隠スキー場
伝説と信仰の地として、悠久の歴史を刻む戸隠。
この地に誕生し52年目を迎える戸隠スキー場は
今シーズン、リフト自動改札システムを新たに導入します。
また、初心者向け≪とがっきーCコース≫はアイテムを増やしてパワーアップリニューアル！
極上の雪質、絶景のロケーションをお楽しみください。

１期

間

１２月１２日（土）～２０１６年４月３日（日）※予定

２場

所

戸隠スキー場

３入場料
４内

容

≪アクセス≫

お問合わせ先

リフト1日券 大人4,000円 小人（中学生以下）2,500円 シニア3,200円
▼スキー場開き・安全祈願祭 12月12日(土）
リフト1日券：大人2,000円、シニア1,500円、小人500円
▼初滑りサービスウィーク 12月13日(日)～12月18日(金）
リフト1日券：大人2,700円、シニア2,300円、小人1,200円
▼スキーこどもの日 毎月第3日曜日
小学生以下リフト料金無料
▼とがっきーとジャンケン大会 1～3月の毎週日曜日 午後２時～
会場：とがっきーキッズパーク
▼戸隠マスターズシリーズ
第1回：1月25日(月） 第2回：2月26日(金） 第3回：3月18日(金）
50歳以上のシニア限定、全3回のシリーズ戦。1回の参加でもOK、
シリーズ累計ポイントで総合優勝者には来期シーズン券進呈。
★他にもイベントを多数ご用意しています！
[お車で] 上信越自動車道 「長野IC」から約60分「信濃町IC」から約30分
[列車で] JR長野駅「善光寺口」よりアルピコ交通バス「戸隠スキー場」
行きで約60分「戸隠スキー場」下車
戸隠スキー場
（住 所） 〒381-4101 長野市戸隠 3682
（電 話） 026-254-2106
（ＦＡＸ） 026-254-3759
（ＵＲＬ） http://www.togakusi.com/

●

新着情報

長野市

飯綱高原スキー場
飯綱高原スキー場は今シーズン開場50周年を迎えます。
「里谷多英コース」や「なんちゃってSnow Park」などバラエティーに富んだコースで、
初心者から上級者までどなたでも楽しめるスキー場です。
ちびっこに大人気の≪づなっち≫もみなさんをお待ちしています♪

１期

間

１２月１９日（土）オープン予定

２場

所

飯綱高原スキー場

３入場料
４内
容

リフト1日券 大人：3,100円 中学生以下：2,100円 シニア：2,300円
▼スキー場オープン 12月19日(土） 8：30～
▼スキー場オープンウィーク 12月19日(土）～12月25日(金）
リフト1日券 特別価格 大人・シニア 2,000円 中学生以下 1,200円
▼づなっちの日 50ｔｈ記念バージョン 2月11日（木・祝）
づなっちと一緒に滑ろう！ジャンケンしよう！踊っちゃおう！
▼ボードをはじめよう！チルドレンボードスクール
開催日：12/19（土）～20（日）、12/26(土）～27(日）、12/29（火）～30（水）
2日間コースのスクール。講習、リフト、昼食代付き7,000円 各回定員10名
申込み：飯綱高原スキー場 026-239-2505
▼スキー場でお正月！おしるこ振る舞い 1月1日（金・祝） 先着200名様
▼スキー子どもの日 1月～3月の第3土曜日 小学生以下リフト無料（昼間のみ）
▼づなっちとジャンケン大会 毎週土日と祝日
づなっちに勝つとオリジナルシールやお菓子がもらえるよ♪

≪アクセス≫

[お車で] 上信越自動車道 「長野IC」から約50分「信濃町IC」から約25分
[列車で] JR「長野駅」善光寺口よりアルピコ交通バス「戸隠スキー場」
行きで約40分「飯綱高原スキー場」下車

お問合わせ先

飯綱高原スキー場 スキー場管理事務所
（住 所） 〒380-0882 長野市大字富田 １－１
（電 話） 026-239-2505
（ＦＡＸ） 026-239-2054
（ＵＲＬ） http://www.iizuna-kougen.com
（E-ｍａｉｌ) iizuna@giga.ocn.ne.jp

●

新着情報

伊那市

楽ちんレッスン

伊那スキーリゾートは高速ＩＣから近くてアクセス抜群のスキー場です。ゲレンデは緩斜面が多く、
初心者やファミリー層に人気。スキー・スノーボードの初心者に受講料無料で「楽ちんレッスン」を開
催しています（土日祝 1日３回）。ブーツの履き方、道具の使い方、転び方、その他安全のための注
意事項など、基本をやさしく丁寧に教えます。小さなお子様から大人まで、どなたでも参加できます。
この機会にぜひスキー・スノーボードデビューをしませんか？

受講料 無料！

１期

間

スキーシーズン中、土・日・祝日、９時～ １１時～ １３時～ 各回４０分
≪スキー場は１２月１８日（金）～３月２７日（日）までオープン予定です。≫

２場

所

伊那スキーリゾート レンタルハウス前

３入場料
４内

容

リフト券は不要ですが、スキー・スノーボードの道具は各自ご準備ください。
「楽ちんレッスン」はスキー・スノーボードの初心者向けに開催。ブーツの履き方、道
具の使い方、転び方、ハの字で滑るところまで教えます（リフトには乗車しません）。
どなたでも参加できます。スキー・スノーボードを始めたいけど、有料のレッスンは敷
居が高い、経済的に難しい、親御さんが教えるのはちょっと自信がない、などという
方におすすめです。

≪主 催≫
≪アクセス≫

中央道 伊那スキーリゾート
[お車で] 中央自動車道 「伊那ＩＣ」「駒ヶ根ＩＣ」から約15分
[列車で] 飯田線 「伊那市駅」よりタクシーで約１０分

お問合わせ先

中央道 伊那スキーリゾート （担当：鈴木麻紀）
（住 所） 〒399-4431 伊那市西春近 3390
（電 話） 0265-73-8855
（ＦＡＸ） 0265-96-0380
（ＵＲＬ） http://inaski.com
（E-ｍａｉｌ) maki-s@inaski.com

●

イベント

佐久穂町
≪八千穂高原スキー場≫
１１月２８日（土）
オープン！

スノーキャンドルナイト in 八千穂高原

手作りのキャンドルでスキー場を彩ると、たちまち幻想的な空間へと早変わり。
たいまつ滑走では第4コースが赤く輝きます。リフトを開放するので、山頂で夜景と星空を楽しむこと
ができるのはこの日だけの特別体験。
クリスマスコンサートも開催され八千穂高原の聖なる夜にソプラノシンガーの歌声とピアノ演奏が響き
渡ります。冬の一夜を八千穂高原スキー場でキャンドルのやさしい灯りとともにお過ごしください。

１日

時

１２月１９日（土） １３時～１９時３０分

２会
３内

場
容

八千穂高原スキー場
13：00～ キャンドル作りブースOPEN
場所：センターハウス 参加人数：限定20名
15：30～ キャンドル点火
17：00～ たいまつ滑走
滑走コース：第4コース 参加者募集
▼会場：センターハウス
18：00～ おもてなし料理の配布
18：15～ クリスマスコンサート
歌手：ソプラノシンガー＆ピアノ演奏者

≪アクセス≫

お問合わせ先

[お車で] 中部横断自動車道 「佐久南IC」から清里方面へ
国道141号線から国道299号線経由約45分
[列車で] JR小海線 「八千穂駅」よりシャトルバス約25分
又はタクシーで約25分
佐久穂町役場産業振興課商工観光係
（住 所） 〒384-0798 南佐久郡佐久穂町大字畑 164
（電 話） 0267-88-3956
（ＦＡＸ） 0267-88-3958
（ＵＲＬ） http://yachiho-kogen.jp/ski/
（E-ｍａｉｌ) kankou@town.sakuho.nagano.jp

●

その他

安曇野市

安曇野林檎ナポリタン

安曇野の豊かな自然と農家の思いが毎年おいしいりんごを育てています。
平成25年に安曇野の自然の恵みを活用したご当地グルメとして、安曇野調理師会、松本大学、安曇
野市商工会飲食分科会、安曇野市等が協力し商品開発した「安曇野林檎ナポリタン」。
安曇野産の美味しい林檎を使用した絶品ナポリタンは年々提供店が増え、本年は市内9店舗にて提
供されます。りんごの季節しか食べられない店舗もあります。この時期の安曇野ならではのグルメをお
召し上がりください！

１期

間

２場

所

３料

金

４内

容

通年
※りんごの季節限定など店舗により異なります。
安曇野市内9店舗、松本市1店舗
値段は店舗により異なります。
生のりんごを使ったものや自家製りんごジャムを使ったもの、チーズを使ったものや
鉄板のせなど、お店によっていろいろな味が楽しめるのも「安曇野林檎ナポリタン」
の特徴です。食べ比べて自分好みの味を見つけてみては？
▼取扱店舗
レストラン アベ
（0263-82-6047） 安曇野市穂高8148-6
カントリーキッチン順燻の家（じゅんくんち） （0263-83-8258） 安曇野市穂高有明8148-5
ホテルアンビエント安曇野 （0263-83-5550） 安曇野市穂高牧2230
レストラン ラヴニール
（0263-81-3455） 安曇野市穂高5761-7
食事処美里
（0263-72-6952） 安曇野市堀金烏川5059-10
ナポリピッツァTASUKU （0263-87-7729） 安曇野市堀金烏川3132-1
小柴屋
（0263-72-2201） 安曇野市豊科4911
珈琲哲學 あづみ野店 （0263-73-0606） 安曇野市豊科2637-4
※市外：松本店
（0263-85-3456） 松本市村井町西2-1-35
レストランハローズ
(0263-72-1830) 安曇野市豊科4263-5

≪アクセス≫
お問合わせ先

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から各店舗へ
ＪＲ大糸線 「豊科駅」・「穂高駅」より各店舗へ
商工観光部 観光交流促進課
〒399-8281 安曇野市豊科6000番地
0263-71-2000
（ＦＡＸ） 0263-72-1340
http://www.city.azumino.nagano.jp/
kanko/jiman/ringo_naporitan.html
（E-ｍａｉｌ) kankokoryu@city.azumino.nagano.jp

[お車で]
[列車で]
安曇野市
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ）

●

イベント

大町市

イルミネーション「光の森のページェント」

～HEAVEN and EARTH～
アルプスあづみの公園（大町・松川地区）では、冬の風物詩イルミネーションが始まります。今年も
堀金・穂高地区と同時開催します。「天地を揺るがすエンタメイルミ」をコンセプトに、見るだけではな
い、体験型イルミネーションをお届けします。あっと驚く仕掛けや演出が盛りだくさん！
冬も楽しさいっぱいのアルプスあづみの公園に、ぜひお出かけください。

１期

間

１１月７日（土）～２０１６年１月１１日（月・祝） １６時～２１時

２場

所

国営アルプスあづみの公園 【大町・松川地区】【堀金・穂高地区】

３入場料
４内
容

大人：410円、シルバー（65歳以上）：210円、小人（小中学生）：80円、幼児無料
▼テーマ 大町・松川地区：「天空（HEAVEN）」
堀金・穂高地区：「大地（EARTH)」
▼点灯時間 16時～21時
※通常開園時間（9時30分～16時）に入園された方は、16時以降も引き続き
イルミネーションをお楽しみいただけます。
▼休園日 毎週月曜日及び12月31日、1月1日は休園日です。
※月曜日が祝日の場合は開園し、翌日休園します。
▼おすすめイルミネーション
・天空の搭：入口ゲートをくぐると、高さ２０メートルのツリー２本とボタンが２つ。
ボタンを押すとそれぞれのツリーが輝きだします。
・星屑のメリーゴーランド：頭の上に屋根のように張り巡らされイルミネーション。
中央のオブジェの手を握るとメリーゴーランドのように光が回りはじめます。
・銀河の祈り：イルミネーションのメインスポット！！天の川のような空中回廊を進むと
足もとに広がる一面の光。七色に変化する不思議な球体を中心に渦巻く銀河で、
大迫力の「音楽と光のショー」をお楽しみください。

≪主 催≫
≪アクセス≫

国営アルプスあづみの公園 大町・松川管理センター
[お車で] 長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から車で約40分
[列車で] ＪＲ大糸線 「信濃大町駅」よりタクシーで約20分
ＪＲ大糸線 「信濃松川駅」からタクシーで約15分

お問合わせ先

国営アルプスあづみの公園 大町・松川管理センター
（住 所） 〒398-0004 大町市常盤 7791-4
（電 話） 0261-21-1212
（ＦＡＸ） 0261-21-1214
（ＵＲＬ） http://www.azumino.go.jp/

●

イベント

中野市

中野陣屋 光と音のシンフォニー

黒姫様への願いの鐘

今年も、中野陣屋・県庁記念館周辺の商店街をイルミネーションで飾ります。
また、「ペットボトルランプシェードづくり教室」にご参加いただいた小学生の作品も飾っています。
ぜひご覧ください。

１期

間

１１月２１日（土）～１月１０日（日）

２場

所

中野陣屋・県庁記念館周辺の商店街

３入場料
４内
容

入場無料
中野陣屋・県庁記念館周辺の商店街をイルミネーションで飾ります。
今年は「黒姫物語」にちなみ、中野陣屋前広場公園ステージにて「黒姫様への願い
の鐘」を設置しました。
ロマンチックなイルミネーションをご家族やカップル、友人同士でぜひご覧ください。
また、21日にはコンサート、点灯式が行われます。
▼コンサート 時間 14：00～ 会場 中野陣屋・県庁記念館
▼点 灯 式 時間 17：00～ 会場 中野陣屋前広場公園

≪主 催≫
≪アクセス≫

中野陣屋 光と音のシンフォニー実行委員会
[お車で] 上信越自動車道 「信州中野ＩＣ」から15分
[列車で] 長野電鉄 「信州中野駅」より徒歩10分

お問合わせ先

信州中野商工会議所
（住 所） 〒383-0022 中野市中央 1-7-2
（電 話） 0269（22）2191
（ＦＡＸ） 0269（26）7007
（ＵＲＬ） http://www.nakanocci.or.jp

●

イベント

安曇野市

２０１５．Ａｚｕｍｉｎｏ．光のページェント

今年は開催１０周年！！笑顔も心も１０倍に！！！
「子ども達に夢を与えたい」と集まった市民有志による手づくりのイルミネーション。
今回は、開催１０周年と安曇野市制施行１０周年を記念し“安曇野の豊かな自然”を表現した
飾りつけなど、１５万球の美しい光が安曇野の夜を彩ります。

１期

間

１２月５日（土）～１月３１（日） １７時～２３時

２会

場

安曇野の里

３入場料
４内

容

≪主 催≫
≪アクセス≫

お問合わせ先

無料
▼１５万球の幻想的な光の世界
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、ＰＥＴボトルと組み合わせた装飾など、手づくりの温かい
光が会場全体を包み込みます。
▼１０周年記念イルミネーション ～安曇野市と子ども達の繁栄を願って～
開催１０周年と安曇野市制施行１０周年を記念した「モミの木」に、市内の子ども
達から寄せられた「未来へのメッセージ」を飾り、樹と共に成長していく安曇野市
と子ども達の繁栄を願って、イルミネーションで彩ります。
▼オープニングセレモニー
１２月５日（土） １８：００～
※イルミネーション点灯 １８：１５～
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 「柏矢町駅」より徒歩約20分
Ａｚｕｍｉｎｏ．光のページェント実行委員会 事務局
（住 所） 399-8201 安曇野市豊科南穂高６７８０ （ビレッジ安曇野内）
（電 話） 0263-72-8568
（ＦＡＸ） 0263-72-8569
（ＵＲＬ） http://azuminohikari.wix.com/azuminohikari
（E-ｍａｉｌ) village@topaz.ocn.ne.jp

●

イベント

安曇野市

安曇野光の競演～宿泊プラン～

“安曇野神竹灯（かみあかり）”・“光の森のページェント”・“Azumino光のページェント”
灯の祭典とイルミネーションが見られるのは12月6日だけ！！
夜を彩るイルミネーション、８，０００本の竹灯籠が神秘と幻想の世界に誘います。

１出発日
２会
場
３内
容

１２月６日（日）
穂高神社境内、安曇野の里、国営アルプスあづみの公園
▼Ａプラン ほりでーゆ～四季の郷宿泊 参加費14,000円
ほりでーゆ～四季の郷集合15:00/出発15:30 ⇒15:50ほりでーゆ～四季の郷のマイ
クロバスにて穂高神社 ⇒16:00～17:00安曇野神竹灯8千本の竹灯籠に点灯 ⇒
17:20幻想的な安曇野の神竹灯を鑑賞 ⇒17:20バスで安曇野の里に移動 ⇒17:35
「安曇野の里 Azumino光のページェント」鑑賞 ⇒18:10バスで国営アルプスあづみ
の公園に移動 ⇒18:30～19:30「光の森のページェント」鑑賞 ⇒19:30宿泊施設ほり
でーゆ～四季の郷に移動 ⇒19:50思い出に浸りながらの夕食タイム ⇒宿泊 ⇒朝食
後解散
▼Ｂプラン ビレッジ安曇野宿泊 参加費10,000円
ビレッジ安曇野集合15:10/出発15:35 ⇒15:50ビレッジ安曇野のマイクロバスにて穂
高神社 ⇒16:00～17:00安曇野神竹灯8千本の竹灯籠に点灯 ⇒17:20幻想的な安
曇野の神竹灯を鑑賞 ⇒17:20バスで国営アルプスあづみの公園に移動 ⇒17:35～
18:35「光の森のページェント」鑑賞 ⇒18:35バスでビレッジ安曇野に移動 ⇒19:00～
19:30安曇野の里「Azumino 光のページェント」鑑賞 ⇒19:40思い出に浸りながらの
夕食タイム ⇒宿泊 ⇒朝食後解散
▼ご旅行代金に含まれるもの：宿泊代、国営アルプスあづみの公園入場料、宿泊施
設までの送迎代
▼募集人員：20名（最少催行2名）
▼申し込み期限：11月20日（金）

≪主 催≫
≪アクセス≫

一般社団法人 安曇野市観光協会
[お車で] 長野自動車道 「安曇野IC」からほりでーゆ～四季の郷まで
25分、ビレッジ安曇野まで約10分
[列車で] JR大糸線 「豊科駅」よりほりでーゆ～四季の郷までタクシー
約15分、「柏矢町駅」よりビレッジ安曇野までタクシー約5分
一般社団法人 安曇野市観光協会
（住 所） 〒399-8303 安曇野市穂高5952-3
（電 話） 0263-82-3133
（ＦＡＸ） 0263-87-9361
http://www.azumino-e-tabi.net
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03.plala.or.jp

お問合わせ先

●

イベント

伊那市

～年越しイベント～

みはらしファームのスタートまつり
アイスキャンドルで飾られた園内で新年を迎えるカウントダウンが行われ、その後は「みはらしファー
ム」からビッグなお年玉「新春大宝投げ」に突入！みはらし商品などの豪華景品が紅白餅と一緒にド
ドーンと播かれます。また「名人亭」の年越しそばやいちご園での「日本で一番早いいちご狩り」、そし
て「みはらしの湯」でお風呂に浸かりながら、南アルプスから昇る初日の出が見られるという、なんとも
贅沢なひと時を過ごすことも・・・。さらに歩いて15分の「仲仙寺」で初詣はいかがでしょう？

１日

時

１２月３１日（木）～１月１日（金） ２３時４５分～２６時 （１/１午前２時）

２会

場

はびろ農業公園 みはらしファーム

３参加費
４内

容

イベント参加無料 （各施設利用の際、料金がかかります）
▼アイスキャンドルで園内を灯します
▼カウントダウン
▼新春大宝投げ大会
▼その他 ファーム施設では
・名人亭で年越しそば販売
・とれたて市場初売り
・日帰り温泉「みはらしの湯」入浴
・バイキングレストラン「トマトの木」のワンドリンクサービス など
（内容はまだ予定です）

≪主 催≫
≪アクセス≫

はびろ農業公園 みはらしファーム
[お車で] 中央自動車道 「伊那IC」から3km約5分
[列車で] ※当日イベント時間での対応はしておりません。
JR飯田線 「伊那市駅」より路線バスで25分、タクシーで15分

お問合わせ先

みはらしファーム公園事務所 （担当：高岡）
（住 所） 〒399-4501 伊那市西箕輪3447-2
（電 話） 0265-74-1807
（ＦＡＸ） 0265-74-1808
（ＵＲＬ） miharashi-farm.com
（E-ｍａｉｌ) miharashi@dia.janis.or.jp

●

イベント

野沢温泉村

野沢温泉 道祖神祭り
重要無形民俗文化財に指定されており、日本三大火祭りのひとつに数えられる、伝統の火祭り。
たいまつで社殿に火をつけようとする村民と、火をつけさせまいと社殿を守る厄年の男たちとの火の
攻防戦が見もの。攻防戦の最後には社殿に火が入れられ大きく燃え上がる。
炎上する社殿に初子の健やかな成長を願って初灯籠が奉納され、祭りは終了する。

１期

間

１月１３日（水）～１５日（金）

２会

場

３内

容

道祖神祭り特設会場（馬場の原）
※会場周辺は駐車場が少ないため、徒歩でお越しください。
▼１月１３日：１３時 御神木里曳き
▼１月１４日：社殿組立
▼１月１５日：１２時 社殿完成
：１９時 火元もらい
：１９時３０分 初灯籠会場到着
：２０時 煙火、道祖神太鼓
：２０時３０分 火つけ開始
：２２時 終了
●

≪主 催≫
≪アクセス≫

地縁団体 野沢組
[お車で] 上信越自動車道 「豊田飯山ＩＣ」から１１７号線 約３０分
[列車で] ＪＲ「飯山駅」より直通バスで２５分。「野沢温泉」下車

お問合わせ先

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

取材に限り、１５日夜は会場に撮影用のイントレを設置します。

参加募集

小諸市

第22回

小諸・藤村文学賞 エッセー作品募集！

日本の代表的文豪の一人である島崎藤村ゆかりの地、小諸市。1899年（明治32年）4月、27歳のと
きに国語・英語の教師として小諸へ赴き、約6年間を過ごしました。その間、小諸市で詠んだ詩を『落
梅集』として編さんし、中でも「千曲川旅情の歌」は屈指の名作として今も愛唱され続けています。
小諸市では、藤村没後50年、生誕120年を記念し、1992年（平成4年）に「小諸・藤村文学賞」を設
け、随筆（エッセー）を全国から募集、今回で第22回目を迎えます。

１応募
締め切り
２内
容

中学生･高校生の部 平成27年11月30日（当日の消印有効）
一般の部
平成28年 1月31日（当日の消印有効）
▼作品内容 随筆・エッセー
（題材・テーマは自由。藤村や小諸に関わりがなくても良いです。）
▼募集対象 一般の部、高校生の部、中学生の部
■応募方法
400字詰め原稿用紙（A4判またはB4判）またはパソコンの場合Ａ４判20字×20行
とし、題名（1行分）を含め、一般の部は10枚程度（上限11枚）、中学・高校生の部
はともに5枚程度（上限6枚）。
※入選作品の著作権は、主催者である小諸市に帰属します。
※応募作品は返却しません。
▼賞状・賞金
入選者には賞状と賞金（中高生には図書カード）を贈ります。
・一般の部 最優秀賞1名（30万円）、優秀賞2名（10万円）、佳作若干名（2万円）
・高校生の部 最優秀賞1名（10万円）、優秀賞2名（5万円）、佳作若干名（1万円）
・中学生の部 最優秀賞1名（5万円）、優秀賞2名（3万円）、佳作若干名（1万円）
■発表 2016年6月、本選考会終了後、ご本人に直接連絡します。
■表彰式 2016年8月21日に小諸市で行います。

≪主

小諸市、小諸市教育委員会
小諸市教育委員会 生涯学習課「小諸・藤村文学賞」事務局
（住 所） 〒384-8505 小諸市相生町三丁目3番3号
（電 話） 0267-22-1700
（ＦＡＸ） 0267-23-8857
（ＵＲＬ） http://www.city.komoro.lg.jp/news/2014050100038/
（E-ｍａｉｌ) bungakusho@city.komoro.nagano.jp

催≫

お問合わせ先

●

山ノ内町

美術館（博物館）

≪志賀高原ロマン美術館≫
山ノ内町制施行60周年記念

～2015年秋季特別企画展～
柳沢京子 きりえで描く 湯めぐり、野めぐり、猿めぐり

開催中！

志賀高原ロマン美術館では、長野を代表するきりえ作家である柳沢京子氏の個展を開催します。
黒と白の線から紡ぎ出される世界は、豊かな奥行きと温かな郷愁をもって私たちの心に届きます。
本展では、山ノ内町を題材とした作品も出展されます。お猿も温泉で「のふとまる」（「あたたまる」意の
山ノ内町の方言）季節、心も「のふとまる」きりえめぐりをぜひお楽しみください。

１期

間

10月24日(土)～2016年1月24日(日)

２会

場

山ノ内町立 志賀高原ロマン美術館
開館時間： 午前9時～午後5時、休館日： 毎週木曜<年末年始は開館>

３入館料
４内
容

大人：500円 小中学生300円
▼展覧会関連イベント （要入館料）
ワークショップ：きりえ入門！ 11月28日(土)・12月5日(土)
10:00～／13:30～
講師：柳沢京子 定員10名 要予約 参加費:2,000円(教材費込)
※詳細は美術館までお問い合わせください。

≪アクセス≫

[お車で] 上信越自動車道 「信州中野IC」から国道292号線経由15分
[列車で] 長野電鉄 「湯田中駅」より志賀高原方面行バスにて
「上林(かんばやし)」下車 徒歩1分

お問合わせ先

山ノ内町立 志賀高原ロマン美術館
（住 所） 〒381-0401 山ノ内町大字平穏1465番地
（電 話） 0269-33-8855
（ＦＡＸ） 0269-33-8825
（ＵＲＬ） http://www.s-roman.sakura.ne.jp/
（E-ｍａｉｌ) roman@theia.ocn.ne.jp

●

～長野県内 全スキー場～

オープン日のご案内

オープン予定日

北アルプスエリア
あさひプライムスキー場
信州野麦峠スキー場
Ｍｔ．乗鞍スノーリゾート
聖高原スキー場
ヤナバスノーパーク
爺ガ岳スキー場
鹿島槍スポーツヴィレッジ
白馬さのさかスキー場

０２６３－９９－３７００
０２６３－７９－２２４６
０２６３－９３－２６４５
０２６３－６７－２１４５
０２６１－２３－１１２３
０２６１－２２－０５５１
０２６１－２３－１２３１
０２６１－７５－２４５２
白馬五竜スキー場（とおみ・アルプス平）
０２６１－７５－２１０１
白馬五竜スキー場（いいもり） ０２６１－７５－２６３６
Hakuba47ウインタースポーツパーク
０２６１－７５－３５３３
白馬八方尾根スキー場
０２６１－７２－３０６６
白馬岩岳スノーフィールド
０２６１－７２－２４７４

12月19日
12月18日
12月18日
12月27日
12月19日
12月19日
12月12日
12月19日

12月1日
11月21日
12月18日

栂池高原スキー場

０２６１－８３－２５１５

11月21日

白馬乗鞍温泉スキー場

０２６１－８２－２８２１

12月19日

白馬コルチナ国際スキー場

０２６１－８２－２２３６

12月12日

11月21日
12月12日

木曽路エリア
やぶはら高原スキー場
きそふくしまスキー場
開田高原マイアスキー場
おんたけ2240スキー場

０２６４－３６－３３２２
０２６４－２７－６０２１
０２６４－４４－１１１１
０２６４－４８－２２４０

12月18日
12月19日
12月5日
12月4日

中央道伊那路エリア
中央道伊那スキーリゾート
中央アルプス千畳敷スキー場
駒ヶ根高原スキー場
ヘブンスそのはらスキー場
あららぎ高原スキー場
治部坂高原スキー場
平谷高原スキー場

０２６５－７３－８８５５
０２６５－８３－５２０１
０２６５－８３－４０００
０２６５－４４－２３１１
０２６５－４７－２２０１
０２６５－４７－１１１１
０２６５－４８－２１００

12月19日
4月下旬
12月19日
12月19日
12月23日
12月18日
12月19日

※オープン日は予定です。積雪状況により変更になる場合があります。
ご確認のうえお出かけください。

上信越自動車道沿線エリア
さかえ倶楽部スキー場
野沢温泉スキー場
いいやま北竜温泉ファミリースキー場
戸狩温泉スキー場
斑尾高原スキー場
斑尾高原サンパティックスキー場
木島平スキー場
やまびこの丘スキー場
竜王スキーパーク１
北志賀小丸山スキー場
Mt.KOSHAよませ温泉スキー場
X-JAM高井富士
志賀高原スキー場
YAMABOKUワイルドスノーパーク

０２６９－８２－３４３４
０２６９－３３－６２５２
０２６９－３３－７１３１
０２６９－３３－６６２１
０２６９－３３－２３７７
０２６９－３３－６２５２
０２６９－３４－２４０４
０２６－２４２－２５０５

山田温泉キッズスノーパーク

０２６－２４２－２５０５ 12月29日

タングラムスキーサーカス

０２６－２５８－３５１１ 12月19日

黒姫高原スノーパーク

０２６－２５５－３１７６ 12月19日

いいづなリゾートスキー場

０２６－２５３－３９１１ 12月19日

飯綱高原スキー場
戸隠スキー場
峰の原高原スキー場
菅平高原スキー場
湯の丸スキー場
アサマ2000パーク
上田市武石番所が原スキー場
佐久スキーガーデン「パラダ」

０２６－２３９－２５０５
０２６－２５４－２１０６
０２６８－７４－２５６１
０２６８－７４－２００３
０２６８－６２－０３７６
０２６７－２３－１７１４
０２６８－８６－２２１３
０２６７－６７－８１００
０２６７－４２－５５８８

軽井沢プリンスホテルスキー場

０２６９－８７－３３３３
０２６９－８５－３１６６
０２６９－６５－３１２１
０２６９－６５－２３５９
０２６９－６４－３２１４

12月19日
11月28日
12月21日
12月19日
12月18日
営業なし
12月19日
12月23日
11月28日
12月19日
12月19日
12月19日
11月21日
12月19日

12月19日
12月12日
12月19日
12月5日
11月21日
11月21日
12月19日
12月19日
10月31日

ビーナスライン・八ヶ岳エリア
八千穂高原スキー場
小海リエックス・スキーバレー
シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳
ファミリーゲレンデ霧ケ峰スキー場
車山高原スキー場
白樺湖ROYAL HILLスキー場
白樺リゾート池の平スノーパーク
蓼科東急スキー場
しらかば2in1スキー場
白樺高原国際スキー場
ブランシュたかやまスキーリゾート
エコーバレースキー場
ピラタス蓼科スノーリゾート
富士見パノラマスキー場
富士見高原スキー場

０２６７－８８－３８６６
０２６７－９３－２５３７
０２６７－９１－１００１
０２６６－５３－１６６４
０２６６－６８－２６２６
０２６６－６８－２１２０
０２６６－６８－２１００
０２６６－６９－３２４５
０２６７－５５－６８６８
０２６７－５５－６２０１
０２６８－６９－２２３２
０２６８－６０－２００１
０２６６－６７－２００９
０２６６－６２－５６６６
０２６６－６６－２９３２

11月28日
12月5日
12月12日
12月23日
12月5日
12月12日
12月19日
12月19日
12月15日
12月15日
12月5日
12月5日
12月12日
12月5日
12月19日

