
　

開催日・期間 開催地

１ｐ ～3月21日 安曇野市

２ｐ 2月1日～3月中旬　　 安曇野市

３ｐ 2月27日 茅野市

４ｐ ～3月15日 中川村

５ｐ 3月19日、20日 須坂市

６ｐ ２月6日～14日 長野市

７ｐ 2月11日～4月11日 須坂市

８ｐ 2月20日～3月6日 小諸市

９ｐ 安曇野市

１０ｐ 3月17日 安曇野市
１１ｐ 3月5日、6日 伊那市
１２ｐ 3月20日～4月10日 安曇野市
１３ｐ 山ノ内町
１４ｐ 3月21日 山ノ内町
１５ｐ 3月26日 山ノ内町

１６ｐ 山ノ内町

穂高神社 式年御遷宮(みやうつし）　　　　1月30日、4月26日、5月７日・8日・9日

よませ温泉スキー場　お客様感謝祭　　　　　3月10日、12日、13日、26日、27日

　　　　※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。

かめちゃん おつるさんの雛まつり

北国街道 小諸宿　お人形さんめぐり・わら馬パレード

みはらしファーム チューリップまつり

穂高神社 奉射祭（おびしゃさい）

竜王ファイヤーナイト

▼「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）

大王わさび農場 わさびの花祭り

小丸山スキー場　お客様感謝祭

Googleストリートビューで 志賀高原を巡ろう

信州須坂･シルクと蔵のまち　ツーデーウオーキング

陣馬形山 絶景スノーシューツアー

長野灯明まつり

掲載ページ

冬の貸切タクシープラン

八ヶ岳の冬を体感しよう！物件見学ツアー

ほっこり安曇野連泊プラン

月号２
２０１６ 年１月１９日

新着情報

アルクマ

長野県PRキャラクター

イベント

参加募集

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

その他

アルクマ便り



  

 

 

  

  

 

 

   

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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 

松本市 

長野市 
●長野灯明まつり/6Ｐ 

 
豊丘村 

安曇野市 
●冬の貸切タクシープラン/１Ｐ 
●ほっこり安曇野連泊プラン/2Ｐ 
●穂高神社 式年御遷宮 

(みやうつし）/9Ｐ 
●穂高神社 奉射祭 

（おびしゃさい）/10Ｐ 
●大王わさび農場 

わさびの花祭り/12Ｐ 

月号 

中川村 
●陣馬形山 絶景スノーシューツアー/4Ｐ 

伊那市 
●みはらしファーム チューリップまつり/11Ｐ 
 

飯綱町 

佐久穂町 

山形村 

２
山ノ内町 
●お客様感謝祭 

よませ温泉スキー場/13Ｐ 
小丸山スキー場/14Ｐ 

●竜王ファイヤーナイト/15Ｐ 
●Google ストリートビューで  

志賀高原を巡ろう/16Ｐ 

須坂市 
●信州須坂･シルクと蔵のまち 

 ツーデーウオーキング/5Ｐ 
●かめちゃんおつるさんの雛まつり/7Ｐ 

岡谷市 

小諸市 
●北国街道 小諸宿  

お人形さんめぐり・わら馬パレード/8Ｐ 
 

茅野市 
●八ヶ岳の冬を体感しよう！物件見学ツアー/3Ｐ 



積雪ｃｍ 滑走 積雪ｃｍ 滑走

65 ◎ 40 ○

45 ○ 90 ○

40 ○ 10 ×

15 △ 50 ○

10 × 90 ◎

10 × 25 ○

90 ○ 15 ×

25 △ 85 △

155 ◎ 40 △

50 ◎ 25 △

160 ◎ 25 △

110 ◎ 40 ○

80 ○ 30 △

144 ○ 5 ×

50 ◎ 90 ◎

135 ○ 60 ◎

30 △

5 ×

60 ○

積雪ｃｍ 滑走 65 ◎

やぶはら高原スキー場　 50 ◎ 70 ◎

きそふくしまスキー場　 35 ○ 50 ◎

80 ○ 50 ◎

70 ◎ 25 △

35 ○

軽井沢プリンスホテルスキー場　 80 ◎

積雪ｃｍ 滑走

40 ◎

40 ◎ 積雪ｃｍ 滑走

60 ◎ 八千穂高原スキー場 30 ◎

30 ◎ 50 ○

30 ◎ 45 ◎

30 ○ ファミリーゲレンデ霧ケ峰スキー場 15 △

車山高原スキー場　 30 ○

白樺湖ROYAL HILLスキー場　 30 ○

白樺リゾート池の平スノーパーク　 30 ◎

しらかば2in1スキー場 30 ○

白樺高原国際スキー場 30 ○

ブランシュたかやまスキーリゾート 45 ◎

エコーバレースキー場　 35 ○

　 ピラタス蓼科スノーリゾート 50 ◎

30 ○

富士見パノラマスキー場　 50 ◎

富士見高原スキー場　 50 ◎

湯の丸スキー場

北アルプスエリア

小海リエックス・スキーバレーあららぎ高原スキー場　

佐久スキーガーデン「パラダ」

スキー場

中央道伊那スキーリゾート

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　

滑走はゲレンデ状態で
◎滑走可　　○一部不可　　△一部可　　×不可

蓼科東急スキー場　

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳治部坂高原スキー場　

平谷高原スキー場　

上信越自動車道沿線エリア

スキー場 スキー場

あさひプライムスキー場 さかえ倶楽部スキー場

Ｍｔ．乗鞍スノーリゾート　 北竜温泉ファミリースキー場

野沢温泉スキー場　信州野麦峠スキー場

聖高原スキー場　　 戸狩温泉スキー場　

ヤナバスノーパーク　 斑尾高原スキー場　

爺ガ岳スキー場　　 木島平スキー場

鹿島槍スポーツヴィレッジ　 やまびこの丘スキー場　

白馬さのさかスキー場　 竜王スキーパーク１

白馬五竜スキー場（アルプス） 北志賀小丸山スキー場　

山田温泉キッズスノーパーク

白馬乗鞍温泉スキー場　　 タングラムスキーサーカス

白馬五竜スキー場（いいもり） よませ温泉スキー場　

Hakuba47ウインターパーク X-JAM高井富士　

白馬八方尾根スキー場　 志賀高原スキー場　

ビーナスライン・八ヶ岳エリア

開田高原マイアスキー場　 アサマ2000パーク　

おんたけ2240スキー場　 上田市武石番所が原スキー場　

白馬コルチナ国際スキー場　　 黒姫高原スノーパーク

いいづなリゾートスキー場　

木曽路エリア 飯綱高原スキー場　

1月15日現在

積雪状況

スキー場 峰の原高原スキー場　

菅平高原スキー場　

中央道伊那路エリア

戸隠スキー場　

白馬岩岳スノーフィールド YAMABOKUワイルドスノーパーク　

栂池高原スキー場　　



１ 期　　 間

２ 申込み先

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)

http://www.azumino-e-tabi.net
azumino@pz03.plala.or.jp

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から各宿泊施設へ
ＪＲ大糸線またはＪＲ篠ノ井線の各駅より各宿泊施設へ

一般社団法人　安曇野市観光協会

0263－82－3133

新着情報 安曇野市

冬の貸切タクシープラン

～３月２１日（月）　　

　安曇野市内に泊まり、貸切タクシーを利用して冬の見所満載の安曇野を観光しませんか？
安曇野は朝がオススメ♪ 雪化粧した北アルプスを望みながらじてんしゃ広場を散策したり、犀川白鳥
湖と御宝田遊水池で安曇野の風物詩ともなっている白鳥見学や、大王わさび農場の三連水車など見
所満載です。

0263－87－9361

平日は安曇野観光協会 9:00～16:00 ☎0263-82-3133

一般社団法人　安曇野市観光協会

〒399-8303  安曇野市穂高 ５９５２－３

土・日・祝日は安曇野市観光協会ﾀｸｼｰ配車ｾﾝﾀｰ（安曇観光ﾀｸｼｰ)8:00～18:00

☎0263-82-3113　※電話番号が似ているのでお間違えないようにご注意ください。

４０台限定のタクシー貸切プラン、安曇野市内の宿泊施設を出発し、ご希望の見学地
を周り、宿泊施設または安曇野市内駅で解散。
料金は９０分貸切でおひとり様１，０００円（※２名様よりお申込みください。）
延長の場合：１台あたり３０分毎に３，４５０円加算
▼朝のおすすめモデルコース
◆宿泊施設⇒犀川白鳥湖または御宝田遊水池⇒宿泊施設または安曇野市内の駅
◆宿泊施設⇒じてんしゃ広場⇒ほりがね道の駅⇒宿泊施設または安曇野市内の駅
◆宿泊施設⇒大王わさび農場⇒穂高神社⇒宿泊施設または安曇野市内の駅

●

開催中！



１ 期　　 間

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)

ＪＲ大糸線 「穂高駅」下車

一般社団法人　安曇野市観光協会

0263－82－3133 0263－87－9361

▼対象施設／料金
・安曇野 穂高ビューホテル・・・・2名1室(ツインルーム) 11，420円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2名1室(和洋室・和室) 14，660円
・ホテルアンビエント安曇野・・・・2名～4名1室 11，490円
・ダイヤモンドあずみ野温泉ホテル・・・2名～4名1室 12，493円
・旅館　山のたこ平・・・・・・・・2名1～4名1室 11，150円
・お宿　なごみ野・・・・・・・・・ 2名1室19，590円/3名～4名1室18，510円
・ペンション ＫＥＹＡＫＩ・・・・・2名～4名1室11，150円
・ペンション あるかす・・・・・・２名～４名１室9,050円
・ほりでーゆ～四季の郷・・・ 2名1室12，150円/3名～4名1室11，100円
・ファインビュー室山・・・・・・ 2名～4名1室9，900円

〒399-8303　長野県安曇野市穂高 5952-3

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

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から約10分

新着情報 安曇野市

ほっこり安曇野連泊プラン

２月１日（月）～３月中旬　　※ただし交付助成金がなくなり次第終了とします。

　1泊すれば2泊目は無料！冬ならではのおもてなし『ほっこり安曇野連泊プラン』
安曇野市の対象温泉施設で連泊して朝風呂に入りゆっくりと過ごし、安曇野を満喫して、心も身体も
リフレッシュして頂ける事を願って「ほっこりプラン」を提案いたします。
　連泊プランを利用して宿泊を希望するお客様は安曇野市観光協会にお申込下さい。

一般社団法人　安曇野市観光協会

安曇野の対象宿泊施設 ９軒

●

※このプランは国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用しています。



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

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)
（その他）

info@rakuc.net
取材希望の場合は、事前にご連絡ください。

中央自動車道 「諏訪IC」から約10分
JR 「茅野駅」東口より徒歩10分

田舎暮らし　楽園信州ちの

0120-002-144 0266-73-8330

※マイクロバス等で市内を廻ります。

▼物件見学 ：市内をご案内しながら、
　 土地、中古物件、賃貸物件等をご紹介します。
▼建築中の物件見学
　 寒冷地仕様の建物のつくりについてご紹介します。
▼移住説明会
　 暮らし、子育て、仕事、物件等の個別相談も可能です。
▼先輩移住者の体験談
▼昼食
≪参加者特典≫
不動産購入時・賃貸契約時の割引券「不動産パスポート」、新築時の割引券「建築
パスポート」を全員にプレゼント。
※参加には事前申し込みが必要です。
　 お問合せ先または、ホームページ等からお申込みください。

http://rakuc.net

田舎暮らし 楽園信州ちの

〒391-0003　茅野市本町西5番23号

1,500円（集合場所までの諸費用はご負担願います）

参加募集 茅野市

八ヶ岳の冬を体感しよう！

物件見学ツアー

２月２７日（土）　１０時～１７時

　八ヶ岳の裾野に広がる茅野市で移住希望者向けに「八ヶ岳の冬を体感しよう！物件見学ツアー」を
開催します。「寒い」と言われる茅野市の冬は実際にどれくらい寒いのか、雪の状況はどうなのか、実
際に来て体感してください！
土地、中古物件、賃貸物件などその時にあるおすすめ物件を見学しながら、市内をご案内します。
また、先輩移住者の体験談も予定しています。

茅野市役所（駐車場があります。）

●



１ 期　　 間

２ 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

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)
（その他）

http://alpsnc.jp/
shokan@vill.nagano-nakagawa.lg.jp
ガイド直通：080-5141-7968

中央自動車道 「駒ヶ根IC」から約30分
中央自動車道 「松川IC」から約20分
JR飯田線 「伊那田島駅」よりタクシー約20分

中川村観光協会

0265-88-3001 0265-88-3890

参加募集 中川村

陣馬形山
じ ん ば が た や ま

 絶景スノーシューツアー

１月３日～３月15日まで

　信州・伊那谷一の絶景を見ることができる≪陣馬形山≫でスノーシューツアーを企画します。
西の中央アルプス、東の南アルプスを眺めながら雪上を歩くと、まるで本物のヒマラヤにいるような気
分になります。山頂から眼前に広がる“冬の伊那谷”に圧倒されること間違いなしです。
山小屋ツアーでは、薪ストーブが暖かいキャンプ場のコテージに１泊します。山遊びを知り尽くした山
岳ガイドの安心・安全なスノーシューツアーにぜひご応募ください。

中川村　陣馬形山（1,445ｍ）

▼１DAY　スノーシューツアー（日帰り）
　 開催日：～３月15日まで可能
　 ツアー参加費： 3,500円（ガイド代 3,000円、保険代 500円）
　 basecampＣＯＦＦＥＥ特製スープカレー弁当付き 4,000円
▼２DAYS　山小屋スノーシューツアー（１泊２日）
　 開催日：２月11-12日　ほか
　 ツアー参加費： 8,000円（ガイド代 5,000円、保険代 500円、宿泊 2,500円）
　 ※森に囲まれた四徳温泉キャンプ場の薪ストーブコテージに泊まります。
　　　２日目は陣馬形山に登山です。食事代は別途いただきます。
■スノーシューギアレンタル料金
　 スノーシュー････ 1,600円　　ストック････････ 500円
　 ブーツ･････・･･･ 1,000円     ウェア･････････サイズにより対応可（料金別途）
※最低履行人数は２名以上です。
※１週間前までに予約確定が必要です。（キャンセル料あり）
※天候その他の状況により中止になる場合もありますのでご了承ください。

アルプスネイチャークラブ　四徳温泉キャンプ場

〒399-3892　上伊那郡中川村大草 4045-1

お一人様：3500円～

●

開催中！



１ 日　　 時

２ 場　　 所

３ 内　 　容 日程 特長 距離

通常ウオーク（ロング） 24ｋｍ
通常ウオーク（ショート） 16ｋｍ

ガイドウオーク（ショート） 4ｋｍ
通常ウオーク（ロング） 21ｋｍ

通常ウオーク（ショート） 13ｋｍ

ガイドスノーシュー 2ｋｍ

≪主　　催≫
≪アクセス≫

[列車で]　長野電鉄 「須坂駅」よりバス約25分（湯っ蔵んどまで）
お問合わせ先

（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

http://www.suzakawalk.net/
k-shimoda@shoemart.co.jp

[お車で]　上信越自動車道 「須坂長野東IC」から約15分（湯っ蔵んどまで）

F　開運のパワースポットと山里コース

G　雲の上のリゾートヴィレッジ峰の原高原スノーシューコース

20日（日）

信州須坂・シルクと蔵のまちツーデーウオーキング実行委員会

19日（土）

コース名

信州須坂・シルクと蔵のまちツーデーウオーキング実行委員会事務局

A　古墳時代～現代へ　歴史ロマンチャンピオンコース

C　恋人の聖地で見る「三十段飾り千体の雛祭り」・大自然の
　　パノラマコース

ガイドウオーク（ロング） 6ｋｍ

D　「信州須坂しあわせ雛祭り」と「田中本家の雛祭り」コース

19日（土）
20日（日）

B　古墳時代～現代へ　歴史ロマンコース

▼参加費
通常ウオーク（A、B、E、F)
　 事前申込　一般2,000円、高校生以下1,000円
　 当日申込　一般2,200円、高校生以下1,200円　＊未就学児無料
　 ※2日間の参加費（1日のみの参加でも同額となります）
ガイドウオーク（C、D)　事前申込のみ　一般1,000円、高校生以下500円：1日先着50名限定
スノーシューコース（G）事前申込のみ　一般11,000円（１泊３食付）：先着30名限定
※Ｇコース参加者は、１日目Ａ～Ｄのいずれかのコースに参加できます。
■参加特典： 期間中、下記施設に無料で入館できます（最大2,350 円分の入館料が無料）。
　 特典施設： 須坂市動物園、世界の民俗人形博物館、須坂版画美術館、田中本家博物館、
　　　　　　　　  須坂クラシック美術館、湯っ蔵んど
▼事前申込締切・・・3月11日（金）まで
■こちらからも申込みができます：http://www.sportsentry.ne.jp/event/t/63279

〒381–2215　長野市稲里町中氷鉋 458
026‐283‐3019

参加募集

第10回 信州須坂･シルクと蔵のまち

 ツーデーウオーキング

３月１９日（土）、２０日（日）

　今年で10回目を迎える早春の２日間のウオーキング大会。今年は東日本最大級の積石塚古墳の八
丁鎧塚古墳、開運のパワースポットの米子不動尊、豪華絢爛な三十段飾り千体の雛祭りが開催され、
太陽の影がハートマークを作る恋人の聖地モニュメントがある須坂アートパーク、日本の名松100選に
選ばれている臥竜公園などを巡り、素敵な歴史・文化・自然を見ることができます。

E　開運のパワースポットとみはらし山の里コース

湯っ蔵んど、田中本家博物館、峰の原高原ほか須坂市内

●

須坂市



１ 期　　 間

２ 場　　 所

３ 参 加 料

４ 内　 　容

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ）

イベント 長野市

長野灯明まつり

２月６日（土）～１４日（日）　ライトアップ１８時～２１時

 長野市の冬を彩る長野灯明まつり。
真冬の澄んだ夜空に国宝善光寺が五色に浮かび上がり、表参道は光が灯されます。

幻想的で厳かな、平和の光の世界へぜひお出かけください。

無料　（有料のイベントもあります）

長野市　善光寺周辺、中央通り、城山公園

※善光寺周辺の駐車場をご利用ください
JR「長野駅」善光寺口から徒歩20分
または善光寺口からバスで10分

長野灯明まつり実行委員会　事務局

090-9354-1034

▼「善光寺ゆめ常夜灯」　日本を代表する照明デザイナー石井幹子氏の企画により、
　 善光寺をオリンピックの五色にライトアップします。
▼「ゆめ灯り絵展」　≪灯り絵常夜灯≫と呼ばれる灯籠に切り絵を貼り、浮かび上がる
　 絵柄と灯りを楽しむイベントです。個性が光る応募作品をお楽しみください。
▼宿坊「ゆめ茶会」　ライトアップされた善光寺周辺の宿坊では毎夜情緒あふれる
　 おもてなしをいたします。
▼「平和のうたごえ」　2月13日（土）18：00～19：00　城山公園にて
　 つるの剛士さんを迎えてのコンサート。参加者全員で平和への歌を合唱します。
▼同時開催「門前そば屋のそば食いねぇ」　門前そばの会加盟店でそばを食べ各店の
  スタンプを集めると、集めたスタンプの数により割引サービスが受けられます。期間中
 半かけそば・半ざるそばを400円で提供します。

※このほかにも、多数のイベントをご用意してお待ちしています。

上信越道 「長野IC」または「須坂長野東IC」から約25分

〒380-0834　長野市鶴賀問御所町１２７１－３ 
　　　　TOiGO WEST 2階　

http://www.nagano-toumyou.com

●



１ 期　　 間

２ 会　　 場

３ 入 館 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)

イベント 須坂市

かめちゃん おつるさんの雛まつり

２月１１日（木）～４月１１日（月）

　江戸時代より続く豪商　田中本家には、江戸、明治、大正、昭和代々の雛祭りに飾られてきた雛人
形は約250点が大切に残されてきました。土蔵というタイムカプセルに当時のまま伝えられてきた雛人
形達は、保存状態もよく、今も変わらぬ優美な姿に多く人が感動します。各時代の特徴ある雛人形を
一堂に見ることができるのは田中本家博物館ならではです。

豪商の館　田中本家博物館 （毎週火曜日休館、10月・11月は無休）

江戸、明治、大正、昭和と大切に受け継がれてきた豪商田中本家の雛人形250余点
を公開。今回は、明治時代の着せ替え人形「かめちゃん、おつるさん」が田中本家
のひな祭りをご案内。強面だけど優しい享保雛、美男美女の古今雛、演劇大好き芝
居人形、オシャレな着物の市松さんなど個性豊かな雛人形をご紹介します。はたし
て、かめちゃんおつるさんは田中本家のひな祭りを上手にご案内できるかな。

豪商の館　田中本家博物館

大人：750円　　高校生：350円　中学生以下無料　　

026-245-4780
http://www.tanakahonke.org
info@tanakahonke.org

上信越自動車道 「須坂長野東IC」から約15分
JR長野駅で乗換え長野電鉄 「須坂駅」よりタクシー約5分

豪商の館　田中本家博物館
〒382-0085　須坂市穀町476番地
026-248-8008

●



１ 期　　 間

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）
（ＵＲＬ）

北国街道小諸宿のお人形さんめぐり・わら馬パレード実行委員会

http://www.machiyakan.com

上信越自動車道 「小諸IC」から約10分
しなの鉄道・JR小海線 「小諸駅」より徒歩約5分

ほんまち町屋館

0267-25-2770
〒384-0026　小諸市本町2-2-9　

▼ほんまち町屋館を中心に、各地区で江戸、明治、
　 大正、昭和の各時代の雛人形や、つるし雛を展示
▼お人形さんめぐりオープニングセレモニー
　 日時：2月20日（土）10時～10時30分（予定）
▼わら馬パレード
　 3月5日（土）12時～（予定）
　 無病息災を手作りのわら馬に託して祈る伝統的な民俗行事です。
▼各種体験教室（詳細未定）
▼お人形さんめぐりガイドツアー（予定）
　 小諸が大好きな案内人の説明を聞きながら、小諸の町並みが散策できます。

ほんまち町屋館　ほか

イベント 小諸市

～北国街道 小諸宿～

お人形さんめぐり・わら馬パレード

２月２０日（土）～３月６日（日）　１０時～１６時

　３月３日のひな祭りに合わせて「お人形さんめぐり」を開催します。北国街道小諸宿を中心に、各店
舗や個人宅に代々伝わるひな人形など、今まで眠っていたお人形たちを目覚めさせ、市民や観光客
に町並み散策を楽しんでもらえるよう、各種イベントを開催します。

●



１ 期　　 間

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）

穂高神社

◆祭儀日程
　一月三十日　　　四至榊立（ししさかきたて）神事
　　…神社の一里四方に榊を立て祓い清める
　四月二十六日　 仮殿遷座祭（かりでんせんざさい）
　　…本殿三殿の大神様を仮殿へお遷しする
　五月七日　　　　 清祓（きよはらい）
　　…本殿の内外を祓い清める
　五月八日　　 　　本殿遷座祭（ほんでんせんざさい）
　　…寅の日寅の刻（午前三時）に仮殿より本殿へ大神様をお遷しする
　五月九日　　　　 奉幣祭（ほうべいさい）
　　…午前十時天皇陛下よりの幣帛料をお供えする
※奉祝行事として穂高人形大飾物展（5月１日～１５日）などの行事も行われます。

穂高神社

〒399-8303　安曇野市穂高 6079　

イベント 安曇野市

穂高神社式年御遷宮
み や う つ し

１月３０日（土）、４月２６日（火）、５月７日（土）．８日（日）．９日（月）

　日本アルプスの総鎮守として信仰を集める穂高神社は、古代北九州より移り住んだ安曇族の祖神
「海神」を御祭神として祀っております。御遷宮（みやうつし）は人々の永遠の発展を祈って、二十年
に一度本殿を造り替える大遷宮と、その間二度行う小遷宮のしきたりがあり、五百年もの昔より継承さ
れている伝統の祭典です。平成二十八年は小遷宮の式年にあたり、五月寅の日寅の刻に厳粛に祭
儀が行なわれます。一連の神事はいよいよ１月末から始まります。

http://www.hotakajinja.com/sikinensengu/nittei.html

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から約10分
ＪＲ大糸線 「穂高駅」より徒歩約３分

穂高神社

0263-82-2003 0263-82-8770

●



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）

穂高神社
長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から約10分

穂高神社
〒399-8303　安曇野市穂高 6079　
0263-82-2003 0263-82-8770
http://www.hotakajinja.com/

ＪＲ大糸線 「穂高駅」より徒歩約３分

９月の御船祭(例祭)と並び、奉射祭は穂高神社の主祭典として知られています。
平安時代より、朝廷を始め、全国の大きな社で行われてきたと言われていますが、
現在長野県内では執り行われる事例は殆どない大変珍しい祭事となりました。
神楽殿の前に設置された大的（直径1．6ｍ）に向かって、12本の矢を次々に放ち、
その的中率によって今年の天候や豊作を占うものですが、矢や大的には御利益が
あるとされるため、参拝に集まった人々によって奪い合いが繰り広げられます。

イベント 安曇野市

穂高神社 奉射祭
お び し ゃ さ い

　毎年3月17日、安曇野に春の訪れを告げる奉射祭が穂高神社で執り行われます。
奉射祭とは神職が12本の矢を放ち、その的中率によって、今年の天候や豊作を占う特殊神事です。
射られた矢や的には御利益があるとされ、矢が放たれる度に、持ち帰ろうと観衆が押し寄せます。
安曇野市無形民俗文化財に指定されています。

３月１７日（木）　１５時～

穂高神社

●



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)
（その他）

noi@inacity.jp (伊那市農政課）
みはらしファーム公園事務所　0265-74-1807

中央自動車道 「伊那IC」から旧権兵衛峠方面へ約3km
JR飯田線 「伊那市駅」よりタクシーで15分

伊那市役所農政課（事務局）

イベント

0265-78-4111

はびろ農業公園≪みはらしファーム≫とれたて市場前

※生育状況などにより変更になる場合があります。
　 お出かけ前にご確認ください。

 みはらしファーム

第14回　チューリップまつり

http://miharashi-farm.com/　（みはらしファーム）

〒396-8617　伊那市下新田3050
0265-78-4131

▼地元産チューリップの鉢植えを人気種はもちろん
　 新品種まで約40品種2,500鉢を販売します。
▼開花直前から直後のベストタイミングの物を用意しますので長く楽しめます。
▼5号鉢8球植えで1鉢800円より販売
▼２鉢お買い上げごとに１回、みはらしファーム商品などが当たる抽選もあります。

※無料駐車場をご利用ください。

伊那農業青年研究会

伊那市

３月５日（土）、６日（日）　９時～１５時

●



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）

〒399-8303　安曇野市穂高 3640
0263-82-2118 0263-82-6930
http://www.daiowasabi.co.jp/

長野自動車道 「安曇野IC」から約１０分
JR大糸線 「穂高駅」よりタクシー約１０分　徒歩約３０分

大王わさび農場　観光課

大王わさび農場

無料

▼メインイベント
 3月20日（日）　午前11：00より
 本マグロ解体ショー（多目的ホール）
 ・解体本マグロ振る舞い　先着100名様（おひとり様　寿司２貫）
 ・解体本まぐろ丼（本わさび付）販売　500円（税込） 先着200名様
  午前10：00よりチケット販売（レストラン）
※お召し上がりは解体を待ってとなります。
▼コンサート
 レストラン２階（音文ホール）にて「花祭りコンサート」を計画しています。（日時未定）

大王わさび農場

イベント 安曇野市

大王わさび農場 わさびの花祭り

３月１２日（土）～４月１０日（日）

　安曇野の豊富な湧水を利用して特産のわさびを栽培している大王わさび農場。
春にしか見られない白く可憐なわさびの花の開花に合わせて、わさびの花祭りを開催します。

わさびの花は見ても食べても楽しめる安曇野の春の風物詩です。春の安曇野にぜひお越しください。

●



１ 期　　 間

２ 場　　 所

３ 内　 　容

≪アクセス≫ [お車で]
[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ）

よませ温泉スキー場

3/12(土)、13(日)、26(土)、27(日)はスキー大会が開催されます。
※申込み等の詳細はお問い合わせください。
これに合わせ豚汁のサービスと3/10(木)には、花火の打ち上げも行います。

イベント 山ノ内町

お客様感謝祭

 よませ温泉スキー場にお越しいただいているお客様に感謝を込めて、
スキー大会に合わせて花火の打ち上げと豚汁をふるまいます。

スキー場で食べる豚汁は格別です。皆様のお越しをお待ちしております。

3月10日（木）、12日(土)、13日（日）、26日(土)、27日(日)　

　　　≪よませ温泉スキー場≫

〒381-0405 下高井郡山ノ内町夜間瀬7078
0269-33-2377
http://x-jam.jp/

上信越自動車道 「信州中野IC」から14ｋｍ約20分

長電バス須賀川線で 「よませスキー場入口」下車

よませ温泉スキー場

長野駅から長野電鉄「信州中野駅」下車

●



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）

≪小丸山スキー場≫

〒381-0405　下高井郡山ノ内町夜間瀬 11494

0269-33-6621 0269-33-7335
http://www.komaruyama.jp/

上信越自動車道 「信州中野IC」から約15㎞
長野駅から長野電鉄 「湯田中駅」よりタクシーで約15分

北志賀小丸山スキー場・北志賀グランドホテル

北志賀高原 小丸山スキー場

ゲレンデで松明滑走を行い、花火も打ち上げます。冬のゲレンデでバーベキューも
お楽しみください。

イベント 山ノ内町

お客様感謝祭

小丸山スキー場にお越しいただいているお客様に感謝を込めたお祭りです。
花火の打ち上げと松明滑走をお楽しみいただいたら、バーベキュー大会で舌鼓。

冬のバーベキューも乙なものです。皆様のお越しをお待ちしております。

3月21日（月）　花火打上げ、松明滑走 ２０時～

●



１ 日　　 時

２ 場　　 所

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）
（E-ｍａｉｌ)

http://www.ryuoo.com
r-info@ryuoo.com

上信越自動車道 「信州中野IC」から19㎞
長野駅から長野電鉄 「湯田中駅」より
無料シャトルバスで竜王スキー場まで約25分

竜王スキーパーク

0269-33-7131 0269-33-6166

イベント 山ノ内町

竜王ファイヤーナイト

３月２６日（土）　２０時～２１時

ゲレンデに花火の色が輝き幻想的な夜を彩ります。
一般のお客様も参加する松明滑走も行われますので当日は皆さんでファイヤーナイトしましょう。

松明滑走は限定30名。特設会場ではトン汁、お酒や食材などの振舞いも用意しています。
皆様のお越しをお待ちしております。

北志賀竜王高原 竜王スキーパーク　バレーエリア

〒381-0208　下高井郡山ノ内町夜間瀬 11700

≪北志賀高原≫

▼一般のお客様参加の松明滑走
当日、バレー第一ゲレンデ横にあるパトロール室で
受付けを行い、先着３０名様となります。
詳細は、竜王スキーパーク事務所へお問い合わせ
ください。1名様500円(有料)となります。

●



お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

0269-34-2344
http://www.shigakogen.gr.jp
info@shigakogen.gr.jp

志賀高原観光協会

 ストリートビュー
撮影用機材「トレッカー」

0269-34-2404
〒381-0401　下高井郡山ノ内町 志賀高原蓮池

その他 山ノ内町

Googleストリートビューで 志賀高原を巡ろう

Googleストリートビューで志賀高原の遊歩道・登山道・トレッキングコースが公開されました!!

志賀高原観光協会ではGoogle「ストリートビュートレッカーパートナープログラム」に参加し、
志賀高原の遊歩道・トレッキングコース（池めぐりコース・自然探勝コース・サンシャイントレール・
岩菅山・赤石山・焼額山・横手山など）をストリートビュー撮影用機材「トレッカー」を担いで
歩きながら撮影をしました。

志賀高原全域を360°見渡してご覧いただけます。

●




