アルクマ便り

３月号

長野県PRキャラクター

アルクマ

２０１５ 年２月１７日

新着情報
掲載ページ

開催日・期間

開催地

１ｐ 3月14日（土）北陸新幹線 飯山駅開業！

3月14日

飯山市

２ｐ 善光寺御開帳 日本一の門前町大縁日
３ｐ 観光おもてなし御宿便サービス

3月29日～5月31日 長野市
3月7日から

山ノ内町

参加募集
４ｐ 春の安曇野しあわせ巡りツアー 奉射祭見学と東光寺戒壇めぐり 3月17日
５ｐ もう一歩前に進む高校英語ペンション合宿 英ペン
3月24日～27日

安曇野市

６ｐ 峰の原高原ペンションオーナー暮らし体験
3月28日～29日
７ｐ 野菜作り体験 ペンションガルテン ペンション滞在型年貸菜園 4月1日～

須坂市

８ｐ 日本現役最古 宮城第１発電所と有明山神社 特別拝観
4月18日
９ｐ 立山黒部アルペンルート オープンカーニバルエキストラ募集！ 4月19日

安曇野市

須坂市
安曇野市

4月19日

大町市
安曇野市

4月25日

安曇野市

１２ｐ 映画「サムライフ」
１３ｐ ＧＩＲＬＳ ＦＥＳＴＩＶＡＬ 豪商田中本家のひな祭り

2月28日～全国

上田市

2月21日～6月1日

須坂市

１４ｐ 第8回 志賀高原スノービレッジ
１５ｐ スノーモンキービアライブ２０１５

3月7日～14日

山ノ内町

3月13日、14日

山ノ内町

１６ｐ 春の高校伊那駅伝2015
１７ｐ 第8回 信州なかがわハーフマラソン

3月22日

伊那市

5月5日

中川村

１８ｐ 第11回 サイクリング・フェスティバルあさま 車坂峠ヒルクライム
１９ｐ 第21回 星の郷 八ヶ岳野辺山高原100ｋｍウルトラマラソン

5月10日

小諸市

5月17日

南牧村・小海町ほか

２０ｐ 第1回 信州安曇野ハーフマラソン

6月7日

安曇野市

１０ｐ 安曇野美桜特選お花見ツアー
１１ｐ 光城山夜桜見物

イベント

〈スポーツ・イベント〉

長野県PRキャラクター

アルクマ

掲載ページ

開催日・期間

開催地

２１ｐ 立山黒部アルペンルート開通式
２２ｐ 第22回 立山・雪の大谷ウォーク

4月16日

大町市

２３ｐ 第36回 塩の道まつり
２５ｐ 第32回 早春賦まつり

5月3日、4日、5日

小谷村・白馬村・大町市

4月29日

安曇野市

２６ｐ 浅間山開き
２７ｐ 布引伝説ウォーキング

5月9日

小諸市

5月23日

小諸市

〈まつり・イベント〉
4月16日～6月22日 大町市

〈桜・花イベント〉
２８ｐ 大草城址公園 咲く楽市（さくらいち）
２９ｐ なぎそミツバツツジ祭り

3月29日～４月19日 中川村
4月11日～19日

南木曽町

３０ｐ 松代春まつり
３１ｐ 臥竜公園 さくらまつり

4月11日～12日

長野市

4月11日～26日

須坂市

３２Ｐ 安曇野お花見名所 光城山シャトル便《4日間運行》
３３ｐ おおまち桜まつり

4月18・19・25・26日 安曇野市

３４ｐ 大町温泉郷さくら祭り
３５ｐ 一足早い春の訪れ 「わさびの花」が咲き始めます！

4月25日～5月6日

３６ｐ わさびの花の収穫と花蒸し体験
３７ｐ 時期はずれのお花見「蓼科山聖光寺桜祭り」

4月5日、12日

4月中旬～5月上旬 大町市
大町市

3月中旬～4月下旬 安曇野市
安曇野市

4月下旬～5月上旬 茅野市

美術館・博物館
３８ｐ 特集展示『今よみがえる江戸の桜 叒譜」と
須坂藩ゆかりのお雛さま、印籠・根付』

3月3日～5月10日

▼「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）

須坂市

飯山市
●3 月 14 日（土）北陸新幹線
飯山駅開業！/１Ｐ
小谷村・白馬村・大町市
●第 36 回 塩の道まつり/23Ｐ、24Ｐ
野沢温泉 村

2月号

飯山市
栄村
木島平村

小谷村

長野市
●善光寺御開帳
日本一の門前大縁日/2Ｐ
●松代春まつり/30Ｐ
大町市
●立山黒部アルペンルート
オープンカーニバル エキストラ募集！/9Ｐ
●立山黒部アルペンルート開通式/21Ｐ
●第 22 回
立山・雪の大谷ウォーク/22Ｐ
●おおまち桜まつり/33Ｐ
●大町温泉郷さくら祭り・34Ｐ

信濃町
飯綱町

山ノ内町

小布施町

白馬村

高山村

長野市

小川村

須坂市
●英ペン/5Ｐ
●峰の原高原ペンションオーナー暮らし体験/6Ｐ
●GIRLS FESTIVAL
豪商田中本家のひな祭り/13Ｐ
●臥竜公園さくらまつり/31Ｐ
●特集展示『今よみがえる江戸の桜 叒譜と
須坂藩ゆかりのお雛さま、印籠・根付』/38Ｐ

須坂市

大町市

千曲市
麻績村

池田町

坂城町

生坂村

松川村

安曇野市
●奉射祭見学と東光寺
戒壇めぐり/4Ｐ
●野菜作り体験
ペンションガルテン/７Ｐ
●宮城第１発電所と有明山
神社 特別拝観/8Ｐ
●安曇野美桜特選お
花見ツアー/10Ｐ
●光城山夜桜見物/11Ｐ
●第 1 回信州安曇野
ハーフマラソン/20Ｐ
●第 32 回早春賦まつり/25Ｐ
●光城山シャトル便
《4 日間運行》/32Ｐ
●「わさびの花」が
咲き始めます！/35Ｐ
●わさびの花の収穫と
花蒸し体験／36Ｐ

中野市

山ノ内町
●観光おもてなし
御宿便サービス/3Ｐ
●第 8 回
志賀高原スノービレッジ/14Ｐ
●スノーモンキービアライブ/15Ｐ

筑北 村

上田市
軽井沢町

東御市

青木村
安曇野市

上田市
●映画『サムライフ』/12Ｐ

小諸市
御代田町
立科町
松本市

松本市

佐久市
長和町

山形村

佐久穂町
朝日村

下諏訪町

塩尻市

小海町

岡谷 市

北相木村
諏訪市

小諸市
●サイクリング・フェスティバルあさま
車坂峠ヒルクライム/18Ｐ
●浅間山開き/26Ｐ
●布引伝説ウォーキング/27Ｐ

茅野市
南相木村

木祖村
南牧村

辰野町
原村

川上村

箕輪町
木曽町

富士見町

南箕輪村

伊那 市

王滝村
上松町

宮田村

南牧村・小海町・北相木村
南相木村・川上村
●第 21 回星の郷
八ヶ岳野辺山高原 100ｋｍ
ウルトラマラソン/19Ｐ

茅野市
●時期はずれのお花見
「蓼科山聖光寺桜祭り」/37Ｐ

駒ヶ根市
大桑村

伊那市
●春の高校伊那駅伝 2015/16Ｐ

飯島町
中川村

南木曽町
高森町

松川町
大鹿村

南木曽町
●なぎそミツバツツジ祭り/29Ｐ

豊丘 村
喬木村
阿智村

飯田市

下條村
平谷村

泰阜村
阿南町

売木村
根羽村

天龍村

中川村
●第 8 回 信州なかがわハーフマラソン/17Ｐ
●大草城址公園 咲く楽市（さくらいち）/２８Ｐ

新着情報

飯山市

３月14日（土）北陸新幹線 飯山駅開業！
飯山駅は、東京から100分、金沢から75分とアクセスもぐんと良くなり、四季を通じて多彩な自然を楽
しめる志賀高原、妙高高原、斑尾高原や歴史ある湯田中温泉郷、野沢温泉などをエリアに持つ信越
自然郷の玄関口になります。
当駅で接続するＪＲ飯山線では日本の故郷をイメージした新コンセプト列車「おいこっと」が運行。春
からは土日曜日を中心とした観光列車として運行され、駅ごとに郷土料理を提供する「走る農家レスト
ラン」もこの列車を利用した企画として運行します。
待ちにまった雪解けを迎えると、菜の花、桜などの花々が一気に咲き乱れる信越自然郷は皆様の
お越しをお待ちしています。

飯山駅外観パース

信越自然郷飯山市観光案内所

交流ホール（イメージ）

信越自然郷アクティビティセンター（イメージ）

飯山線列車「おいこっと」

▼信越自然郷飯山市観光案内所：年中無休
営業時間：（4月～10月 9：00～18：00 11月～３月 9：00～17：00
▼信越自然郷アクティビティセンター（３月１４日オープン）：年中無休
営業時間：（4月～10月 9：00～18：00 11月～３月 9：00～17：00

≪アクセス≫

[お車で] 上信越道 豊田飯山ICから国道117号線を飯山市街方面へ約10分
[列車で] 北陸新幹線（ＪＲ飯山線）飯山駅

お問合わせ先

信越自然郷飯山市観光案内所
（住 所） 〒389-2292 飯山市大字飯山771-1 飯山駅観光交流センター内
（電 話） 0269-62-7000
（ＦＡＸ） 0269-62-7003
（E-ｍａｉｌ) info@shinetsu-shizenkyo.com

新着情報

長野市

善光寺御開帳
日本一の門前町大縁日
いよいよ4月5日から行われる善光寺御開帳。
期間中、善光寺から長野駅までの表参道を縁日のように毎日にぎやかに盛り上げます。

１期

間

3月29日（日）～5月31日（日） オープニングイベント4月4日(土）

２会

場

善光寺表参道（中央通り）、セントラルスクウェア、トイーゴ広場

３入場料
４内

容

無料
▼表参道芸術音楽祭
〈開催日〉 3月29日(日）、4月4日(土）～5月31日(日）の主に土日祝日
〈会場〉 セントラルスクウェア ほか
〈内容〉 ダンス・音楽・文化芸能披露 など
▼路上・ステージイベント
4月 4日(土）・・・・・・・・・・・・・・オープニングパレード、門前まち花遊歩
4月29日(水･祝)・・・・・・・・・・・表参道和太鼓祭り、ノスタルジックカーショー
5月 2日(土)～5日(火･祝)・・・ 善光寺花回廊
5月 3日(日)・・・・・・・・・・・・・・ NAGANO善光寺よさこい
5月10日(日)・・・・・・・・・・・・・・表参道御輿巡行、信州三大市民祭り
5月22日(金)23日(土)・・・・・・・門前ジャズストリート
5月24日(日)・・・・・・・・・・・・・・ながの町神輿巡行
5月29日(金)30日(土)31日(日)・GET INVOLVED、フィナーレイベントなど
▼土日祝日には振舞酒があるほか、セントラルスクゥエアやトイーゴ広場で楽しい
イベントを多数ご用意しています。

≪アクセス≫

[お車で] 上信越道長野ICまたは須坂長野東ICから約25分
土日祝は臨時駐車場からシャトルバスを運行します。
詳しくはhttp://gokaichojutai.com/park/index.phpをご覧ください。
[列車で] 〈表参道〉JR長野駅善光寺口より徒歩3分
〈トイーゴ広場、セントラルスクェア〉JR長野駅善光寺口より徒歩15分
または長野電鉄市役所前駅より徒歩5分

お問合わせ先

ウェルカム長野2015実行委員会事務局
（住 所） 〒380-0835 長野市新田町1485－1 もんぜんぷら座 6階
（電 話） 026－224-7713
（ＦＡＸ） 026－227-1302
（ＵＲＬ） http://nagano-ciｔypromotion.com/daiennichi/

新着情報

山ノ内町

観光おもてなし御宿便サービス
JR長野駅でお荷物を預け、手ぶらでらくらく志賀高原・湯田中渋温泉郷・北志賀高原へお越しくだ
さい。
３月１４日の北陸新幹線延伸及び４月５日からの善光寺御開帳の開催に伴い、ＪＲ長野駅を経由し、
当町に宿泊される観光客の皆様の利便性の向上を図るため、ヤマト運輸株式会社に委託し、「観光
おもてなし御宿便サービス」（ＪＲ長野駅から当町の宿泊施設まで手荷物を配送するサービス）を３月
７日から実施します。

１実施日

３月７日（土）より

２ 受付場所
３内
容

長野駅ビルMIDORI内 ヤマト運輸荷受カウンター
▼配送料金：荷物1個あたり500円（税込）
（荷物のサイズは宅急便の規格サイズ内に限ります。）
▼配送地区：志賀高原・湯田中渋温泉郷・北志賀高原の旅館・ホテル
（事前に宿泊予約がない場合はご利用できません。また、志賀高原・北志賀
高原は冬期間（12月～翌3月）の配達はできません。）
▼取扱時間：午前11:30受付分まで
▼配送時間：当日の午後6:00まで
（道路や天候状況等により遅れる場合があります。）

４ その他

▼3月7日（土）サービス開始にあたり、長野駅ビルＭＩＤＯＲＩ内ヤマト運輸㈱荷受
カウンターにおいて、関係者による出発式を行います。

お問合わせ先

山ノ内町役場観光商工課
（住 所） 〒381-0401 下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
（電 話） 0269-33-1107
（ＦＡＸ） 0269-33-1104
（ＵＲＬ） http://www.town.yamanouchi.nagano.jp
（E-ｍａｉｌ) kanko@town.yamanouchi.nagano.jp

参加募集

安曇野市

春の安曇野しあわせ巡りツアー

～奉射祭見学と東光寺戒壇めぐり～
長野県内では珍しい「奉射祭(おびしゃさい)」と、幸福を呼ぶと言われている「ご戒壇めぐり」を体験
できる1日限定開催のツアーです。行程距離は約3kmと短めですが、ベテランガイドがご案内するの
で旅の満足度もアップ♪地元で評判のお店ではランチもご用意、先着20名様限定プランです。
毎年同日に行われる奉射祭とは、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。

１日

時

３月１７日（火）１０時３０分～１５時

２ 集合場所

ＪＲ穂高駅前 安曇野市観光情報センター

３参加料
４内
容

大人／２，０００円
ＪＲ穂高駅前を出発後、信州七福神の１つ吉祥山東光寺へ向かい、幸せを呼ぶと言
われる「戒壇めぐり」を体験します。ちなみに、東光寺門前には「吉祥仁王様の下駄」
と言われる真っ赤な大下駄があり、それを履くと願い事が叶うとも言われています。
東光寺を出発した後はランチへ。県内でも珍しい奉射祭を見学し、各自解散となりま
す。
▼募集人員／20名(最少催行人員4名）※定員になり次第、受付終了。
▼ツアー代金に含まれるもの／戒壇めぐり拝観料、昼食代、ガイド料
▼申込期限／3月10日(火)まで

≪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から穂高駅前まで約10分
[列車で] JR大糸線「穂高駅」下車、徒歩すぐ

お問合わせ先

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
www.azumino-e-tabi.net
（ＵＲＬ）

参加募集

須坂市

～もう一歩前に進む高校英語ペンション合宿～

英ペン
3月末の春休みに、もう一度、頭を整理して英語学習の再スタートをしてみませんか？
ペンションオーナーの朝の講話「勉強するってどんなこと」そして「ピーナツ1000で単語確認」
「シャドウイング、リスニングのポイントはこれだ!」「TOEICとTOEFLの違いを理解しよう」など
盛りだくさん。 舞台は長野県須坂市、峰の原高原ペンション村。
おいしいご飯を食べて元気に英ペン。

１期

間

３月２４日（火）～２７日（金） ３泊４日

２場

所

３内

容

峰の原高原ペンション村
高校生が新学年突入前に英語を学びなおす4日間の合宿を峰の原高原のペンショ
ンで開催します。
ペンションオーナーの朝の講話「勉強するってどんなこと」そして「ピーナツ1000で単
語確認」「シャドウイング、リスニングのポイントはこれだ!」「TOEICとTOEFLの違いを
理解しよう」など盛りだくさん。
仲間たちと一緒に峰の原高原の陽の光と英語のシャワーを浴びよう。
▼申込み締め切り：３月１０日（火） 先着30名
▼参加料：40,000円（申込み後に振り込み）

≪主 催≫
≪アクセス≫

お問合わせ先

須坂市観光協会
[お車で] 上信越自動車道 須坂長野東ICから約30分
[列車で] 長野電鉄須坂駅からタクシーで約30分
須坂市観光協会
（住 所） 〒382-0077 須坂市大字須坂1295-1 駅前シルキービル2F
（電 話） 026-215-2225
（ＦＡＸ） 026-215-2226
（ＵＲＬ） http://www.suzaka-kankokyokai.jp/
（E-ｍａｉｌ) info@suzaka-kankokyokai.jp

参加募集

須坂市

峰の原高原ペンションオーナー暮らし体験

峰の原高原は、花の百名山として知られる根子岳(2,207メートル)の麓に位置する標高約1,500ｍの
高原です。冬は-20℃と、寒さの厳しい所ですが、四季を通して冷たい水や雄大な大自然の景色、そ
して新鮮な空気の中で過ごすことができます。また、貴重な山野草をはじめ、野生動物との距離も近
く、自然豊かな所です。そんな素敵なところで田舎暮らしを体験してみませんか？
ペンションオーナーが峰の原高原の暮らしやペンション経営について語ります。

１日
２場

時
所

３参加費
４内
容

３月２８日（土）～２９日（日）
峰の原高原ペンションオーナー暮らし体験
※実施ペンションはこちらのURLよりご確認ください。
http://blog.suzaka.jp/ijushien/2015/01/20/p28335
10,000円/一人 18,000円/ペア （※子供割引あります。）
プログラムスケジュール(1泊 2日 ディナー・朝食付き)
▼１日目（28日）
14：00～オリエンテーション：ペンション集合、チェックイン
プログラム内容の説明、参加者自己紹介(参加の目的など)
オーナーの経歴・職歴、ペンションの施設の案内
年間のペンション営業と一日のスケジュール、質疑応答
15：00～峰の原高原の紹介：高原開発から現在に至るまでの歴史の説明
ペンションエリアや各施設の見学
16：00～仕事体験：チェックイン対応、雪かきなど
17：00～自由時間：夕食の準備を見学、峰の原を散歩、菅平高原を見学など
19：00～夕食
20：30～暮らしについて：峰の原の暮らし全般、子育て、生活、経費、維持費、経営
▼２日目（29日）
8：00～朝食
9：00～仕事体験：ベッドメイク、掃除、雪かき、チェックアウト対応など
10：00～解散

≪主 催≫
≪アクセス≫

須坂市役所 政策推進課 信州須坂移住支援チーム
[お車で] 上信越自動車道 上田菅平ICから国道114号線～406号線を菅平方面へ約40分
または上信越自動車道 須坂長野東ICから約30分
[列車で] 長野新幹線上田駅から上田バス(菅平線)乗車 菅平高原ダボス下車
または長野電鉄須坂駅からタクシーで約30分

お問合わせ先

須坂市役所 政策推進課 信州須坂移住支援チーム
（住 所） 〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528-1
（電 話） 026-248-9017
（ＵＲＬ） http://blog.suzaka.jp/ijushien/2015/01/20/p28335
（E-ｍａｉｌ) matsuda.yuki@city.suzaka.nagano.jp

参加募集

安曇野市

野菜作り体験

ペンションガルテン

ペンション滞在型年貸菜園

安曇野の畑で野菜を栽培し、安曇野の自然や人とふれあい、収穫の喜びを実感していただく企画
です。お泊まりは安曇野のペンション（2名で20泊全朝食付・初回のみ２食付／年間）になります。畑
は1区画３０平米で無農薬、有機栽培を基本とします。初回のため10区画限定での募集となります。

ペンション ハーヴェスト

１期

間

４月１日（水）～

２場

所

安曇野市穂高有明

ペンション メープル・リーフ

３参加費
４内
容

１４９，０００円～２８５，０００円
３０㎡の貸菜園とペンション宿泊料
（２名で１０泊または２０泊朝食付・初回のみ２食付）
▼ペンションガルテン１０泊プラン
１４９，０００円（貸菜園年間使用料含む）
▼ペンションガルテン２０泊プラン
貸し菜園（イメージ）
２８５，０００円（貸菜園年間使用料含む）
▼限定１０区画募集（１区画３０㎡）（無農薬・有機栽培）
▼ペンションは「ペンション ハーヴェスト」「ペンション ＫＥＹＡＫＩ」「ペンション メープ
ル・リーフ」「ろっぢ安曇野遊人」の４施設（相互互換利用可）となります。
▼GW・お盆・休前日など繁忙期はご予約が取りづらいことがあります。
お早めに観光協会または各ペンションへ電話予約ください。

≪主 催≫
≪アクセス≫

一般社団法人 安曇野市観光協会
[お車で] ｱｸｾｽ安曇野ICから２０分
[列車で] JR大糸線穂高駅下車

お問合わせ先

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
（ＵＲＬ） http://www.azumino-e-tabi.net

参加募集

安曇野市

日本現役最古

宮城第1発電所と有明山神社 特別拝観

日露戦争が勃発した明治37年に安曇野に初めて電灯が灯りました。それから110年、ドイツ製の水
車と発電機は元気に稼働しています。（日本現役最古・近代化産業遺産認定）一般公開はされてい
ませんが今回、中部電力様のご協力で特別見学を実施いたします。また、有明山神社では安曇野
市有形文化財指定の神楽殿天井格絵、手水舎、信濃日光裕明門などを特別に宮司さんからご案
内いただきます。（安曇野案内人倶楽部ガイドウォーク）

１日

時

２ 集合場所

４月１８日（土）１３時～１５時３０分
有明山神社・駐車場
（安曇野市穂高有明宮城）

３参加料
４内

容

大人／２，０００円
▼宮城第1発電所は水をダムに貯めて発電するのではなく、山の勾配を利用して
流れ落ちる水の力で水車を回し、発電機を回す流れ込み式という方式の発電所で
す。日露戦争が勃発した明治37年9月に運転を開始し、以来110年。今では日本
現役最古の発電機が稼働する発電所として平成19年に経済産業省から近代化産
業遺産として認定されました。一般公開されていませんが、今回、中部電力様のご
協力で特別に見学ができることになりました。
▼有明山神社の手水舎（天井が欅の一枚板で龍の彫刻が施されている）、裕明門
（日光陽明門を模して造られ別名信濃日光と呼ばれる）、神楽殿（81枚の小組格天
井絵が秀逸）は明治35年の造営とされています。この安曇野市の指定文化財を宮
司さんのご案内で特別拝観します。
▼本コースはガイドウォーキングとなります。添乗員は同行しませんが安曇野案内
人倶楽部のガイドさんがご案内します。
▼申込締切 4月15日(水)

≪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30分 有明山神社駐車場（集合12:55）
[列車で] JR穂高駅下車12:15発 あづみ野周遊バス「有明山神社」下車12：54着

お問合わせ先

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
（ＵＲＬ） www.azumino-e-tabi.net

参加募集

大町市

立山黒部アルペンルート

オープンカーニバル エキストラ募集！
立山黒部アルペンルートの開通を祝い、戦国時代 富山城主「佐々成政」が厳冬期の北アルプスを
越え、静岡の徳川家康のもとに向かった歴史行列を再現します。小百合姫や鉄砲隊等の佐々成政
軍団に扮して、信濃大町駅や黒部ダム、市内中央通り等を行進するエキストラを募集します。当時、
冬の立山越えをしたにもかかわらず、一人の死者も出さなかったという伝説にあやかり、立山黒部ア
ルペンルートの安全を祈願するという意味も込められています。ぜひ、エキストラにご応募ください。
１日

時

４月１９日（日） 午前６時３０分～午後５時

２行

程

大町温泉郷出陣式→関電トンネルトロリーバス扇沢駅出陣式→黒部ダム出陣式

３内

容

→黒部平にて佐々成政軍団雪中行軍→大姥堂イベント→まちなかパレード
▼佐々成政軍団に参加するエキストラ募集
・対象：確実に参加可能な成人の方
・募集人員：20名
・内容：富山城主 佐々成政軍団に扮して冬の
立山越えの再現、中央通りパレード等に参加
・申込：3月19日(木)必着で、指定の申込書に記
入のうえFAX・郵送・メール等でご応募下さい。
◆小百合姫役募集
・対象：確実に参加可能な成人女性
・募集人員：1名
・内容：佐々成政が愛した小百合姫に扮し、開通セレモニーに花を添える役
・申込：3月19日(木)必着で、指定の申込書に記入のうえ、写真1枚(スナップ、証明
写真可)を同封のうえ、封書でご応募ください。
※申込書は大町市観光協会ホームページよりダウンロードできます。
また、ご希望の方にはFAX・郵送でお送りいたします。
※観光協会ホームページの応募専用フォームからもご応募いただけます。
小百合姫役に応募専用フォームでお申込の場合は、追って写真を送信して
いただきます。
※応募者多数の場合はイベント実行委員会で選考させていただきます。
※集合場所までの交通費は自己負担願います。
※衣装は実行委員会で用意します。
※衣装用意のため、身長・体重・足のサイズもお伺いいたします。
▼ご宿泊
前泊(18日)ご希望の方には、実行委員会であっせんいたします。
※19日当日宿泊ご希望の方はご相談ください。

≪主 催≫ 大町市イベント実行委員会
≪アクセス≫ [お車で] 長野自動車道 安曇野ICから約35分
上信越自動車道 長野ICから約75分
[列車で] JR大糸線 信濃大町駅下車 タクシー約15分
JR北陸(長野)新幹線 長野駅下車 特急バス約105分
お問合わせ先 大町市観光協会
（住 所） 〒398-0002 大町市大町3200
（電 話） 0261-22-0190
（ＦＡＸ） 0261-22-5593
（ＵＲＬ） http://www.kanko-omachi.gr.jp/
（E-ｍａｉｌ) info@kanko-omachi.gr.jp
（その他） 受付：午前9時～午後5時(土・日・祝日可)

参加募集

安曇野市

安曇野美桜特選お花見ツアー

安曇野の観光ポスターにたびたび登場する拾ヶ堰のじてんしゃ広場。桜の先には安曇野のシンボ
ル『常念岳』が。一目千本桜とも思えるほどの桜並木の黒沢川の堤。ビレッジ安曇野で好評の桜お花
見ランチをいただいた後は仕上げに光城山の桜の回廊にご案内し（片道約１時間の）ハイキングをし
ます。安曇野市観光協会企画担当者イチ押しの桜の名所をお楽しみください。

１日

時

２ 集合場所
３参加費
４内
容

４月１９日（日）
８：４４集合 ８：５０出発～１５：２５解散
JR穂高駅前 安曇野市観光協会
大人３，９００円
▼日程
JR穂高駅前 8：44集合 出発8：50 → 常念道祖神桜 → 拾ヶ堰じてんしゃ広場桜
→ 黒沢川１５０本桜並木 → 桜ランチ → 光城山の昇龍桜鑑賞 → スイス村
→ JR穂高駅 解散 15：25
▼ご旅行代金に含まれるもの：バスまたはタクシー代、弁当代,保険代
▼お申込み締切日：４月１５日（水）ただし、定員になり次第締め切りとなります。
▼募集定員：２０名・最少催行人員１２名

≪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から約２０分
[列車で] JR大糸線 穂高駅下車 駅前

お問合わせ先

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
（ＵＲＬ） http://www.azumino-e-tabi.net

参加募集

安曇野市
ひかるじょうやま

光城山夜桜見物

穂高駅から光城山山頂まではマイクロバスを利用。
ライトアップされた桜並木の間からは美しい安曇野の夜景を見ることができます。
安曇野市民人気No1の桜の名所となっています。

１日

時

４月２５日（土）１７：５０集合 １８：００～２０：３０

２場

所

集合場所：JR穂高駅前 安曇野市観光協会

３入場料
４内

容

大人３，９８０円
▼JR穂高駅前 ：17：50集合 → 出発18：00 → 光城山 山頂 18：45 夜桜見物
（ワンカップ＆缶ビール＆お花見弁当付き）19：50 → JR穂高駅20:30
▼ご旅行代金に含まれるもの：バスまたはタクシー代、弁当代、飲み物代、保険代
▼お申込み締切日 ４月２２日（水）ただし、定員になり次第締め切りとなります。
▼募集定員２０名最少催行人員１０名

≪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２０分 ※運転の方の飲酒はご遠慮ください。
[列車で] JR大糸線 穂高駅下車

お問合わせ先

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
（ＵＲＬ） http://www.azumino-e-tabi.net

イベント

上田市

映画『サムライフ』
本作は、上田市出身の元高等学校教員・長岡秀貴氏が、地元上田市で認定NPO法人「侍学園スク
オーラ・今人」を設立するまでの経緯を記した同名原作（「サムライフ」ポプラ文庫）をもとに、元高校教
師が、理想とする教育現場を実現させるために元教え子らと共に奮闘する姿を描く感動の実話です。
時に衝突し、時に励まし合い、夢を追う主人公ナガオカと仲間たちの姿が魅力的に描かれ、観る者の
心を揺さぶります。

監督：森谷雄
主演：三浦貴大
１期

間

2月7日より県内先行公開／2月28日（土）東京他全国順次ロードショー公開

２会

場

「ヒューマントラストシネマ渋谷」「新宿武蔵野館」ほか全国順次公開

３入場料
４内

容

≪主

催≫

お問合わせ先

1,800円
本作の撮影はすべて上田市内で敢行しました。その結果、どこを見ても上田の風景し
か登場しない、上田ロケ史上初めて“上田の実話をオール上田ロケ”で製作した記念
碑的作品が誕生。自然豊かな風景をはじめ、「あんかけやきそば」や「美味だれ焼き
鳥」といったご当地グルメ、夏の風物詩「上田わっしょい（祭）」等々、上田の魅力が満
載です。

©2015『サムライフ』製作委員会
信州上田フィルムコミッション（上田観光コンベンション協会）
（住 所） 〒386-0024 上田市大手2-8-4上田市観光会館2F
（電 話） 0268-23-5408
（ＦＡＸ） 0268-23-7355
（ＵＲＬ） http://www.ueda-cb.gr.jp/fc/
（E-ｍａｉｌ) fc@ueda-cb.gr.jp
（その他）

担当者：原 悟 （携帯 090-6938-6371）

イベント

須坂市

GIRLS FESTIVAL 豪商田中本家のひな祭り

ようこそ 280年目の春へ。豪商 田中本家は江戸時代、お殿様の財力をも上回る北信濃一の商人と
言われ、代々の雛祭りに飾られてきた雛人形は250点にも及びます。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の人が感動します。

１期

間

２月２１日（土）～６月１日（月） ※毎週火曜日休館

２会

場

豪商の館 田中本家博物館

３入館料
４内

容

大人：750円 高校生：350円 中学生以下無料
江戸、明治、大正、昭和と代々の雛人形が250点伝えられており、貴重な江戸時代の
享保雛、明治時代の７壇飾り、大正時代の紫宸殿など、「雛土蔵」で大切に保存され
た雛人形の表情や衣装の美しさをぜひご覧ください。
「豪商田中本家」を代表する人気の企画展です。
今年は、善光寺御開帳に合わせ、展示期間を例年より1ヵ月延長します。

≪主 催≫
≪アクセス≫

豪商の館 田中本家博物館
[お車で] 上信越自動車道須坂長野東ICから約15分
[列車で] 長野電鉄須坂駅からタクシーで約5分

お問合わせ先

豪商の館
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

田中本家博物館 担当：田中
〒382-0085 須坂市穀町476番地
026-248-8008
（ＦＡＸ） 026-245-4780
http://www.tanakahonke.org
info@tanakahonke.org

イベント

山ノ内町

第８回

志賀高原スノービレッジ

満天の星空のもと、輝くイルミネーションが期間中毎日各会場で点灯され、メインステージでは、
フードコーナーやアウトレットマーケットなども設置されます。
雪の大滑り台や花火の打上げのほか様々なイベントが予定されています。
志賀高原観光PRキャラクター「おこみん」も会場に遊びに来るかも？

「おこみん」

１期
２会

間
場

３内

容

３月７日（土）～１４日（土）※メインステージ
メインステージ：志賀高原総合会館98
一の瀬ステージ、熊の湯・ほたる温泉（硯川）・横手山ステージ
▼メインステージ（志賀高原総合会館98）
3月7日（土）～14日（土） 19:00～21:00
・イルミネーション・・・雪原照らす華やかなイルミネーションをお楽しみください。
・ドリンクコーナー・・・ビール、ソフトドリンク類の販売
・雪の大滑り台 ・・・・大人にも子どもにも大人気！雪と遊ぼう！
・フードコーナー・・・暖かい軽食や、スイーツ店も出店
・アウトレットマーケット：12日（木）まで・・・志賀高原宿泊者やお商品を買い上げの
方には特典があります。
・花火（7日21：00頃～、14日22：30頃～）・・・雪原の夜空を彩る花火大会
▼一の瀬ステージ
2月23日（月）～28日（土）19：00～21：00
・イルミネーション
・雪上BBQナイト（2月28日）
▼熊の湯、ほたる温泉（硯川）、横手山ステージ
3月23日（月）～29日（日）19：00～21：00
・イルミネーション・・・抽選会とあたたかい飲み物を用意してお待ちしています。

≪主 催≫
≪アクセス≫

志賀高原観光協会
[お車で] 上信越自動車道 信州中野ICから約40分
[列車で] 長野電鉄 湯田中駅から志賀高原志賀高原行きバスで約30分「蓮池」下車
JR長野駅から志賀高原急行バスで約70分「蓮池」下車

お問合わせ先

志賀高原観光協会
（住 所） 〒381-0401 下高井郡山ノ内町志賀高原蓮池
（電 話） 0269-34-2404
（ＦＡＸ） 0269-34-2344
http://www.shigakogen.gr.jp/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) info@shigakogen.gr.jp

イベント

山ノ内町

スノーモンキー ビアライブ２０１５

全国からトップクラスのクラフトビール会社が志賀高原に集結。気鋭のミュージシャンのライブととも
に、100種類ものビールをお楽しみいただける大人気イベントです。

１日

時

3月13日（金）18:00～23:00（第1部）
3月14日（土）11:30～16:30（第2部）
3月14日（土）17:30～22:30（第3部）

２会

場

志賀高原総合会館９８

３入場料

各部券 前売4,200円/当日4,500円
二部券 前売6,700円/当日7,200円
全部券 前売9,200円/当日9,700円
金曜ナイター券 前売2,600円/当日2,900円
※前売り券はイープラス、セブンチケットで購入できます。

４内

日本のクラフトビール・シーンをリードする16社が勢揃いします。当日は、各社のブル
ワー（醸造家）たち自身が会場に！ つくり手たちと直接ふれあいながら、多様なスタイ
ルのビールを樽生で、お楽しみいただけます。また、多数のライブを予定しています。
▼第一部（3/13・夜）： ブルームーンオルガンカルテット、jizue、天才バンド、そして
Polarisという豪華な顔ぶれ。
▼第二部（3/14・昼）： bohemianvoodoo、Keishi Tanaka、そしてこのイベントではお馴
染みのNabowa、さらに在日ファンクという 強力ラインアップ。
▼第三部（3/14・夜）： MISTA O.K.I、GEBO & DJ NAO-K、Hanah Spring、そして韻
シストのメンバー主体のスノーモンキースペシャルバンド、さらにDONUTS DISCO
DELUXE (ANI from スチャダラパー / AFRA / ロボ宙）！ 盛り上がり間違いなしで
す！

容

≪主 催≫
≪アクセス≫

スノーモンキービアライブ実行委員会
[お車で] 上信越自動車道 信州中野ICから約40分
[列車で] 長野電鉄 湯田中駅から志賀高原志賀高原行きバスで約30分「蓮池」下車
JR長野駅から志賀高原急行バスで約70分「蓮池」下車

お問合わせ先

スノーモンキービアライブ実行委員会
（住 所） 〒381-0401 下高井郡山ノ内町大字平穏1163（株式会社玉村本店内）
（電 話） 0269-33-2155
（ＵＲＬ） http://snowmonkey.jp/
（E-ｍａｉｌ) info@snowmonkey.jp

イベント

伊那市

春の高校伊那駅伝2015
伊那谷に春を告げる春の高校伊那駅伝は、男子38回、女子31回を迎えます。
長野県内の高校と、全国各地から多数の強豪校が参加し熱戦が繰り広げられます。

約２００チーム
が参加！
１日

時

３月２２日（日） ※開会式 ３月２１日（土）16：30 長野県伊那文化会館

２会

場

３内

容

伊那市陸上競技場（スタート＆ゴール）
▼女子の部：10時スタート
伊那市陸上競技場をスタート、伊那北折り返し、西春近柳沢を折り返すコース
（21．0975ｋｍ）
▼男子の部： 12時5分スタート
伊那市陸上競技場をスタート、高遠町商店街を折り返すコース（42．195ｋｍ）

≪主 催≫
≪アクセス≫

春の高校伊那駅伝実行委員会
[お車で] 中央自動車道 伊那ICから約１０分
[列車で] ＪＲ飯田線 伊那市駅から徒歩約１５分

お問合わせ先

春の高校伊那駅伝実行委員会事務局（伊那市役所スポーツ振興課内）
（住 所） 〒396-8617 伊那市下新田3050
（電 話） 0265-78-4111
（ＦＡＸ） 0265-78-4131
（ＵＲＬ） http://www.inacity.jp
（E-ｍａｉｌ) spr@inacity.jp

イベント

中川村

第８回

信州なかがわハーフマラソン

「おもてなし」を合言葉に、第1回より回を重ねてきましたが、今回より「わかちあい」をテーマに、ス
タッフもランナーも一体となって、感動や達成感を分かち合えるイベントを目指します。ややきつめ
のコースながら、沿道の応援やゴール後の手厚い歓迎が、ランナーには大好評の大会です。「空く
じなし」の抽選会、おにぎりやフルーツの無料サービス、太鼓や民族音楽の演奏、天竜川や中央ア
ルプスを望む絶景コースなど、スタートからゴール後まで楽しめる仕掛けをたくさん用意していま
す。大会のマスコット「なかはマン」も会場で待っています。東京と名古屋からの、専用ツアーバスも
利用できます。

１日

時

２ 集合場所

５月５日（火）こどもの日 ７時～14時頃
まなびの里牧ヶ原文化公園内 村民グラウンド・サンアリーナ
（※駐車場から会場まで送迎バスが出ます。）

ハーフ4,000円 5キロ・3キロ高校生以上3,000円 中学生以下1,500円 ペア3キロ4,000円
▼日
時
平成27年5月5日(火) 雨天決行
▼会
場
長野県上伊那郡中川村片桐4757
まなびの里牧ヶ原文化公園内 村民グラウンド・サンアリーナ
▼参加定員
ハーフ2,700名、その他800名、計3,500名(定員になり次第締切)
▼エントリー
平成27年1月12日(月) 午前0時 から
インターネット 平成27年3月31日(火) まで
JP払込取扱票 平成27年2月27日（金）消印有効
▼スケジュール 5月4日(月)参加者受付 13：00～16：00 サンアリーナ
5月5日(火)参加者受付 7：00～８：20 サンアリーナ
開会式 8：30～9：00 村民グラウンド
スタート 9：30～ 牧ヶ原橋西詰
表彰式 随時 中川文化センター前
▼コ ー ス
中川村内の種目別3コース
▼種
目
・ハーフマラソン(21．0975km) (男女別 計8部門)
・5km(男女別 計８部門) ・3km(男女別 計8部門)
・ペア3km (1部門)
※必ず該当する部門に出場してください。(年齢は大会当日の満年齢)
≪主 催≫ 信州なかがわハーフマラソン実行委員会
≪アクセス≫ [お車で] 東京(八王子J.C)から中央自動車道 駒ヶ根I.Cから約20分
名古屋(小牧J.C)から中央自動車道 松川I.Cから約20分
[列車で] JR飯田線 伊那田島駅よりシャトルバスあり
[ツアー] 東京から宿泊、名古屋から日帰りでツアーバスあり
３参加費
４内
容

お問合わせ先

有限会社シナノ体器内 実行委員会事務局 担当：小澤 090-4380-9727
（住 所） 〒399-3802 上伊那郡中川村片桐3940
（電 話） 0265-88-2446
（ＦＡＸ） 0265-88-3721
（ＵＲＬ） http://nakahama55.com
（E-ｍａｉｌ) shinano_taiki@aq.wakwak.com
（その他）

スタッフ用の駐車場を用意しています、駐車券を事前送付致します。

イベント

小諸市

第11回 サイクリング・フェスティバルあさま

車坂峠ヒルクライム
日本のラルプ・デュエズ（「ツールドフランス」の中でも最大の難関といわれる急坂）とも言われてい
る小諸の急坂「車坂峠」のヒルクライムに挑戦してみませんか？
標高差1,000m、距離12㎞、斜度8%を自転車でのぼります。「レースの部」のほか、サイクリングを楽
しむ「エンジョイの部」への参加も大歓迎です。
レースのあとには、楽しいランチパーティーが待っています。

１日

時

２ 集合場所
３内

容

５月１０日（日） ７時４５分～１３時３０分
信州青少年の家・車坂峠（チェリーパークライン）
▼種目
○ロードレーサーの部、ＭＴＢの部、女子の部（タイム計測あり）
・標高差1,005.3ｍ、距離12.0km、平均斜度8.3％
・参加費：一般6,000円、学生（大学生は一般）4,000円
※ランチパーティー食事券付き
○エンジョイの部（タイム計測なし、コース中間点で再スタートあり）
・標高差945.3ｍ、距離10.7km、平均斜度8.8％
・参加費：一般4,000円、小・中学生（高校生・大学生は一般）3,000円
※ランチパーティー食事券付き
▼申込方法
・事前に小諸市観光案内所（℡0267-22-0568）へ大会資料をご請求いただき、参加
申込専用の郵便振替用紙に必要事項を記入のうえ、参加費を郵便局でお支払い
ください。入金確認後の受付となります。
・「スポーツエントリー」（http://www.sportsentry.ne.jp/event/t/58423）にてネットで
も申し込めます。
▼申込締切
・4月11日（土）郵便局受付消印分まで

≪主 催≫
≪アクセス≫

小諸サイクリングプロジェクト・浅間山麓自転車大会実行委員会
[お車で] 上信越自動車道 小諸ＩＣから約15分
[列車で] しなの鉄道・ＪＲ小海線 小諸駅よりバスで約15分「きのこの森」下車

お問合わせ先

小諸サイクリングプロジェクト・浅間山麓自転車大会実行委員会
（住 所） 〒384-0025 小諸市相生町2-2-1
（電 話） 0267-26-2077
（ＦＡＸ） 0267-26-2078
（ＵＲＬ） http://asama-sports.org/

南牧村・小海町・北相木村・
南相木村・川上村

イベント

第21回 星の郷

八ヶ岳野辺山高原１００ｋｍウルトラマラソン
今年で21回目を迎える「星の郷八ヶ岳野辺山高原１００ｋｍ野辺山ウルトラマラソン」
最大高低差が1,000ｍ以上あり、アップダウンが厳しい、国内屈指のハードなウルトラマラソンです。

１日

時

２ 集合場所

５月１７日（日） ４時３０分～１９時

新宿からの直行バスや
現地の「応援バス」もご用意。
詳しくは下記ホームページへ。

南牧村社会体育館（JR小海線野辺山駅より徒歩３分）
※当日は会場周辺に駐車場はありませんのでご注意ください。

３参加費
４内
容

100km：18,000円、 71km：14,000円、 42km：8,000円
まだ寒さを感じる朝、3,000人のランナーが一斉にスタート。ランナーを待つ大きな
壁は標高1,000ｍをこえる山岳トレイルラン。八ヶ岳の中腹を駆け抜けた先には小
海町「八峰の湯」、この温泉は４２ｋｍのゴール地点でもあります。このウルトラマラソ
ンの楽しみのひとつは辛いランニングの後の温泉。４２ｋｍコース・７１ｋｍコースの
ゴール地点には温泉があることです。まだ先の１００ｋｍのゴールを目指すランナー
を癒してくれます。
７１ｋｍゴールの南相木村「滝見の湯」を越えると最後の難関、馬越峠がランナーを
待ち受けます。この峠から眺める八ヶ岳と、川上村から野辺山高原に広がる野菜畑
は高原野菜産地特有の美しい景観をランナーに見せてくれます。

≪主 催≫
≪アクセス≫

星の郷八ヶ岳野辺山高原１００ｋｍウルトラマラソン実行委員会
[お車で] 上信越自動車道 佐久南ＩＣから韮崎方面へ約1時間
中央自動車道 長坂ＩＣから佐久方面へ約３０分
[列車で] 北陸新幹線 佐久平駅のりかえＪＲ小海線野辺山駅下車5分
ＪＲ中央線 小淵沢駅のりかえＪＲ小海線 野辺山駅下車5分

お問合わせ先

野辺山高原ウルトラマラソン大会事務局 （株）ランナーズ・ウエルネス内
（住 所） 〒259-0111 神奈川県中郡大磯町国府本郷４３８
（電 話） ０４６３－７０－６６６５
（ＦＡＸ） ０４６３－７０－６２６６
（ＵＲＬ） http://www.r-wellness.com/
（E-ｍａｉｌ) wellness@r-wellness.com
（その他）

当日取材対応：南牧村役場 担当：畠山（０９０－３１４８－０３１７）

イベント

安曇野市

第１回

信州安曇野ハーフマラソン

安曇野市は平成２７年度、誕生して１０周年の節目を迎えます。これを記念して、「第１回信州安曇
野ハーフマラソン」を開催します。「安曇野FUN RUN～人と自然で安曇野流おもてなし～」を大会コ
ンセプトに、清らかな水、澄んだ空気があふれる初夏の安曇野を、温もりある人とのふれあいを感じな
がら爽快に駆け抜け、「安曇野ファン」になっていただくことを目指します。昨年１０月に開催したプレ
大会とは異なるコースで、安曇野を満喫していただけます。ぜひ皆様のご参加をお待ちしておりま
す。

１日

時

２ 集合場所
３参加費
４内

容

６月７日（日） ９時～１２時
安曇野市豊科南部総合公園
（スタート・フィニッシュ会場）
5,000円

残雪の北アルプスを背景に
5,000人のランナーが駆け抜けます。
コース内には一面に広がる水田や
道祖神など安曇野の見所が満載です。
沿道では、市内各団体による

▼大会ｺﾝｾﾌﾟﾄ 「安曇野FUN RUN ～人と自然で安曇野流おもてなし～」
・参加人数
5,000人
・参加資格
大会当日18歳以上
・開会式
午前８時15分
・スタート時間 午前９時
・制限時間
３時間
▼大会エントリー好評受付中です！
申込み締切 ３月27日（金） 先着順につき定員に達し次第締切
▼大会運営ボランティアも大募集！
コース沿道整理や給水など、大会を支えるボランティアを募集します。詳細は市ＨＰから。

≪主 催≫
≪アクセス≫

信州安曇野ハーフマラソン実行委員会
[お車で] 長野道安曇野ＩＣから１０分
[列車で] ＪＲ大糸線 豊科駅から無料シャトルバスで１５分
ＪＲ篠ノ井線 田沢駅から無料シャトルバスで１５分

お問合わせ先

信州安曇野ハーフマラソン実行委員会事務局（安曇野市役所観光交流促進課内）
（住 所） 〒３９９－８３０３ 安曇野市穂高６６５８
（電 話） ０２６３-７２-２２３９
（ＦＡＸ） ０２６３-８２-６６22
（ＵＲＬ） http://azumino-marathon.com/
（E-ｍａｉｌ) kankokoryu@city.azumino.nagano.jp
（その他）

（市ＨＰ）http://www.city.azumino.nagano.jp/event/sports/shinsyuazuminohalf.html

イベント

大町市

立山黒部アルペンルート開通式
立山黒部アルペンルートが4月16日全線開通となります。
当日は、大町駅前や黒部ダム等で、開通式と安全祈願祭を行います。

１日

時

4月16日（木）全線開通
午前7時45分～信濃大町駅前開通式

２場

所

３ 交通費
４内

容

大町市内・立山黒部アルペンルート
扇沢駅⇔黒部ダム2,570円、扇沢駅⇔室堂9,050円
▼開通式・安全祈願祭
・JR信濃大町駅・扇沢駅前での大町レディースによる花束贈呈やテープカット
・黒部ダム上での安全祈願祭、くす玉割り、鏡開き
・室堂での安全祈願祭
▼第22回 立山・雪の大谷ウォーク開催
・4月16日 9：45～雪の大谷ウォークオープニングセレモニー 室堂ターミナル前・中央
広場

≪アクセス≫

[お車で] 長野自動車道 安曇野ICから扇沢駅まで約70分（室堂まで約60分）
上信越自動車道 長野ICから扇沢駅まで約90分（室堂まで約60分）
[列車で] JR大糸線 信濃大町駅よりバス約40分（室堂まで約60分）

お問合わせ先

大町市観光協会
（住 所） 〒398-0002 大町市大町3200
（電 話） 0261-22-0190
（ＦＡＸ） 0261-22-5593
（ＵＲＬ） http://www.kanko-omachi.gr.jp/
（E-mail） info@kanko-omachi.gr.jp

イベント

大町市

第22回

立山・雪の大谷ウォーク

大町市が長野県側の入り口となっている、立山黒部アルペンルートで、
今年も雪の大谷ウォークが開催されます。

１期

間

４月１６日（木）～６月２２日（月）予定

２場

所

立山黒部アルペンルート室堂地区

３交通費
４内
容

扇沢駅⇔室堂9,050円 ※イベント参加無料
▼期間
4月16日（木）全線開通予定日 ～6月22日（月）予定
▼時間
平 日 10時～15時15分（最終入場15時）
土日祝 9時30分～15時15分（最終入場15時）
※4月16日（木） 9時45分～オープニングセレモニー（室堂ターミナル前・中央広場）
▼企画
・雪遊び広場（～5月6日）
・パノラマロード[雪原の迂回路]（～5月6日）
・雪に刻むメッセージ
・雪の回廊（～6月下旬）
・除雪車の展示（～4月30日）
・雪の大谷案内ボランティアの自然解説（～4月30日）
・雪の大谷通行証プレゼント（期間中配布）
▼アルプス広場 特設会場
・雪の迷路・Snow Maze 5月9日～5月31日
・雪の滑り台・Snow Slide 6月3日～6月22日
新企画！ 巨大！？雪像展示 6月6日～6月15日

≪主 催≫
≪アクセス≫

雪の大谷ウォーク実行委員会
[お車で] 長野自動車道 安曇野ICから扇沢駅まで約70分（室堂まで約60分）
上信越自動車道 長野ICから扇沢駅まで約90分（室堂まで約60分）
[列車で] JR大糸線 信濃大町駅よりバス約40分（室堂まで約60分）

お問合わせ先

立山黒部貫光株式会社 営業推進部
（住 所） 〒930-0849 富山市稲荷園町2-34
（電 話） 076-431-3331
（ＦＡＸ） 076-442-3431
http://www.alpen-route.com/
（ＵＲＬ）

イベント

第36回

塩の道まつり

「塩の道まつり」は、例年ゴールデンウィークに北は小谷村から白馬村を経由して、南は大町市ま
でを結んで行われる春の北アルプス山麓のウオーキングイベントです。
残雪の北アルプスの素晴らしい景色を楽しみながら、塩の道を歩くこの祭りに参加してみませんか。
往時を偲んだ昔の旅姿、ウォーキングを楽しんだり、写真を撮ったりと、楽しみ方は様々です。
この春は、ぜひ「北アルプス山麓 大町・白馬・小谷」へお越しください。

1期

間

・小谷村 5月3日（日・祝） 9時10分出発（受付8時～）
・白馬村 5月4日（月・祝） 9時10分出発（受付8時～）
・大町市 5月5日（火・祝）湖畔道中9時30分出発（受付7時30分～8時30分)
山麓道中9時15分出発（集合7時30分～8時）

小谷村・白馬村・大町市

２内

容

▼コース
・小谷村 千国コース 約9 ㎞、受付場所 下里瀬基幹センター
・白馬村 歴史の道コース 約12㎞、受付場所 旧青木湖スキー場駐車場
・大町市 湖畔道中 約11 ㎞、山麓道中 約10 ㎞、受付場所 JR信濃大町駅前
※大町市の山麓道中は事前申し込み制です。
▼参加方法
・開催当日、現地の受付場所へお越しください。
※全コース参加は無料です。
※大町市の山麓道中は事前申込先着100名で締め切らせていただきます。
山麓道中へ参加をご希望の方は、大町市観光協会までお電話でお申し込み下さい。
▼その他
・塩の道まつり「とっておきデジタル写真館」
塩の道まつりの“とっておき”な写真をホームページで公開します。詳しくは、
塩の道まつりホームページ(http://shionomichi-matsuri.com/)をご覧ください。
・糸魚川・塩の道起点祭り
5月2日(土)に塩の道の起点となる糸魚川から大糸線根知駅までを歩くイベントです。
詳細は糸魚川市観光案内所（電話025-553-1785）までお問い合わせください。

≪アクセス≫ 小谷村 〔列車で〕JR大糸線 南小谷駅から無料シャトルバスで約10分
JR長野駅から栂池高原まで特急バスで約90分
栂池高原から無料シャトルバスで約20分
〔お車で〕長野自動車道 安曇野ICから約90分
上信越自動車道 長野ICから約90分
白馬村 〔列車で〕JR大糸線 白馬駅から無料シャトルバスで約15分
JR長野駅からJR白馬駅まで特急バスで約60分、白馬駅
から無料シャトルバスで約20分
〔お車で〕長野自動車道 安曇野ICから約80分
上信越自動車道 長野ICから約80分
大町市 〔列車で〕JR大糸線 信濃大町駅下車
JR長野駅からJR信濃大町駅まで特急バスで約60分
〔お車で〕長野自動車道 安曇野ICから約40分
上信越自動車道 長野ICから約60分

お問合わせ先

▼小谷村観光連盟
（住所）〒399-9494 北安曇郡小谷村大字中小谷丙131
（電話）0261-82-2233 （ＦＡＸ）0261-82-2242
（Ｅメール）kyokai@vill.otari.nagano.jp
（ＵＲＬ）http://www.vill.otari.nagano.jp
▼白馬村観光局
（住所）〒399-9301 北安曇郡白馬村大字北城7025
（電話）0261-72-7100 （ＦＡＸ）0261-72-6311
（Ｅメール）info@po.vill.hakuba.nagano.jp
（ＵＲＬ）http://www.vill.hakuba.nagano.jp
▼大町市観光協会
（住所）〒398-0002 大町市大町3200
（電話）0261-22-0190 （ＦＡＸ）0261-22-5593
（Ｅメール）info@kanko-omachi.gr.jp
（ＵＲＬ）http://www.kanko-omachi.gr.jp

イベント

安曇野市

第32回

早春賦まつり

わさび田、穂高川、北アルプス、桜、清流など春の風景とふるさとの絶景が一望できる景勝の地、
穂高川右岸の早春賦歌碑前にて「早春賦まつり」が開催されます。
小学生による合唱やアルパの演奏、早春賦の大合唱などが行われます。
会場ではお茶や早春賦饅頭の無料提供や農産物加工品の販売等も行います。
安曇野に春を告げる「早春賦まつり」にぜひお越しください。

１日

時

２ 会場（場所）

３入場料
４内

容

≪主 催≫
≪アクセス≫

お問合わせ先

４月２９日（水・祝）１０時～１２時
安曇野市穂高 穂高川右岸 早春賦歌碑前
・会場周辺に駐車場はありませんのでご協力をお願い致します。
・JR大糸線「穂高駅」等から無料シャトルバスを運行します。
無料
▼早春賦まつり
・コーラス、小学生合唱、アルパ演奏など
・お茶や早春賦饅頭の無料提供
・農産加工品等の販売
▼関連イベント：早春賦まつりコンサート
日時 4月29日(水・祝)13：30～
場所 安曇野コンサートホール ※入場無料
内容 合唱・重唱・ベルチャイム奏など(予定)

早春賦まつり実行委員会
[お車で] 長野道安曇野ＩＣから10分
[列車で] ＪＲ大糸線穂高駅から徒歩20分
※無料シャトルバスを運行します。
早春賦まつり実行委員会事務局（安曇野市役所観光交流促進課内 担当：大平）
（住 所） 〒399-8303 安曇野市穂高6658
（電 話） 0263-82-3131
（ＦＡＸ） 0263-82-6622
（ＵＲＬ） www.facebook.com/sosyunfu
（E-ｍａｉｌ) kankokoryu@city.azumino.nagano.jp

イベント

小諸市

浅間山開き

日本百名山「浅間山」は、安山岩質の複合火山で標高2,568ｍ。
登山コースは、天狗温泉から入山する「火山館コース」と高峰高原車坂峠から入山する「黒斑（くろふ）
コース」の2コースがあり、様々な景色をお楽しみいただけます。本格的な登山シーズンを告げる「浅間山
開き」は、山の平穏と登山者の安全を祈願し、参加者全員で記念登山を行います。

１日

時

５月９日（土） ８時～

２場

所

浅間山登山口 （天狗温泉 浅間山荘前）

３参加費
４内
容

無料
▼登山受付
・午前８時より（事前申込不要。当日会場にお集まりください。）
▼浅間山開き式典
・大浅間火煙太鼓の演奏
▼記念登山
・しめ縄切り、お神酒の振る舞い、記念絵馬プレゼント
・登山所要時間 片道約3時間40分 、往復約6時間
▼その他
・豚汁サービス、特産品など露店販売もあります。
※浅間山安全祈願の祭事は、5月8日(金)に開催します。
※記念登山は噴火警戒レベルにより目的地が変わります。
2月9日現在、噴火警戒レベル１で浅間山火口から500ｍ（前掛山）まで登山可能。

≪主 催≫
≪アクセス≫

小諸市観光協会
[お車で] 上信越自動車道 小諸ＩＣから約25分
[列車で] しなの鉄道・ＪＲ小海線 小諸駅から臨時バス（有料）の運行があります。
事前に小諸市観光協会へお問合せください。

お問合わせ先

小諸市観光協会
（住 所） 〒384-0031 小諸市大手1-6-16 小諸観光交流館内
（電 話） 0267-22-1234
（ＦＡＸ） 0267-25-3380
http://komoro.ch/
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) office@kanko.komoro.org

イベント

小諸市

布引伝説ウォーキング

『牛に引かれて善光寺参り』の布引伝説ゆかりの地、小諸をスタートし、
長野の善光寺にゴールする全長64ｋｍの伝説を体感するウォーキング大会を、
善光寺の七年に一度の御開帳を記念して開催します。

１日

時

５月２３日（土） ４時～２１時

２ 集合場所

小諸城址懐古園

３参加費
４内
容

一般：3,500円、小学生：2,500円 ※昼食付
▼募集人員：2,000名（うち小学生300人）予定
▼参加資格：当日健康な状態で参加できる方。ただし、小学生は20歳以上の同伴
者が必要です。また、18歳未満の方は保護者の承諾書が必要です。
▼コース：
・伝説の苦行コース（64km） 小諸「懐古園」スタート AM4時 ～ 布引 ～ 善光寺
・極楽コース（27km） 小諸～（専用列車）～戸倉スタート AM9時 ～ 善光寺
▼帰路：善光寺からしなの鉄道長野駅まで無料送迎バスあり（しなの鉄道の運賃は
自己負担）。
▼参加賞：善光寺ご開帳記念絵馬
▼申し込み受付期間：2015年2月20日（金）から4月20日（月）まで
▼申し込み方法：所定の申込書に必要事項を記入し、参加費を添えて「布引伝説
ウォーキング事務局」までお申込みください。

≪主 催≫
≪アクセス≫

小諸市観光協会
[お車で] 上信越自動車道 小諸ＩＣから約10分
[列車で] しなの鉄道・ＪＲ小海線 小諸駅より徒歩約3分

お問合わせ先

布引伝説ウォーキング事務局（小諸市観光協会）
（住 所） 〒384-0031 小諸市大手1-6-16 小諸観光交流館内
（電 話） 0267-22-1234
（ＦＡＸ） 0267-25-3380
（ＵＲＬ） http://komoro.ch/
（E-ｍａｉｌ) office@kanko.komoro.org

イベント

中川村

大草城址公園 咲く楽市（さくらいち）
大草城址公園は、『染井吉野』、『江戸彼岸』、『八重桜』など少しずつ開花期の違う数種類の桜が
200本以上植えられており、長い期間桜を楽むことができます。また、眺めの良い高台にあり、残雪の
中央アルプスを背景に濃淡様々な桜が咲き競う人気の撮影スポットでもあります。夜間はライトアップ
され、すてきな春の訪れを感じさせてくれます。
『咲く楽市』期間中は中川村の特産品やテント市即売、『かどっこのおばさん』の店が出店します。
五平餅、うどん、自家製の漬物で、訪れる方とお茶を飲みながらお話するのを楽しみにしています。
花と団子とおばさん達を楽しみに来て見ませんか。

１期

間

３月２９日（日）～４月１９日（日） ９時～１６時

２会

場

３内

容

大草城址公園
※駐車場100台以上（無料）
大型バス可、公園内遊具あり
▼りんご、いちご、ジャムなどの地元特産品のテント市
▼五平餅、うどん、タコ焼き、など出店
▼『かどっこのおばさん』お手製の漬物サービス
▼桜ライトアップ（18時～21時）
※昼間とは違う幽玄な世界をお楽しみいただけます。
≪イベント≫
▼大草城址公園桜まつり ４月12日（予定）
地元有志グループによるステージ発表など
▼中川アルプスコンサート「山の音手って市」 ４月11日（予定）
宿泊施設「望岳荘」敷地内でのコンサートや青空市

≪主 催≫
≪アクセス≫

大草城址公園咲く楽市実行委員会
[お車で] 中央自動車道 駒ヶ根ICより約30分
中央自動車道 松川ICより約20分
[列車で] JR飯田線 飯島駅よりタクシー約15分

お問合わせ先

中川村役場振興課 担当：川上
（住 所） 〒399-3892 上伊那郡中川村大草5024
（電 話） 0265-88-3001
（ＦＡＸ） 0265-88-3890
（ＵＲＬ） http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/
（E-ｍａｉｌ) shokan@vill.nagano-nakagawa.lg.jp

イベント

南木曽町

なぎそミツバツツジ祭り
天白公園の高台に群生する６種類約400株のミツバツツジが鮮やかなピンク色の花を咲かせ一面を
ピンク色に染めます。町指定の天然記念物でもあるミツバツツジは、葉よりも先に花を咲かせるので
一層鮮やかです。南木曽町の名のついた「ナギソミツバツツジ」という珍種もあります。
祭り期間中は茶店や地元の土産物、ツツジ苗等の販売が行われ、大勢の花見客で賑わいます。ま
た、公園内には電力王と呼ばれた福澤桃介（福澤諭吉の娘婿）が水力発電のために架けた国内最
大級の木製吊橋「桃介橋」（国の重要文化財）や「福澤桃介記念館・山の歴史館」等の見学施設もあ
ります。

１期

間

４月１１日（土）～４月１９日（日） ９時～１６時

２会

場

天白公園（木曽郡南木曽町読書）
※国道19号の信号「三留野大橋」を曲がってすぐ。

３入場料

環境整備協力金として、大型バス：1,500円／マイクロバス：800円／普通車：300円／二輪車：100円

４内

▼地元住民による出店
木曽名物の「ほう葉寿司」や「五平餅」を始め、山菜、魚の塩焼き、漬物、手作り菓子
などを販売します。また、ミツバツツジの苗、福沢桃介が海外から持ち帰ったと言わ
れる花桃の苗や南木曽の蘭地区で古くから作られている「桧笠」などの木工製品の
販売も予定しています。
▼その他のイベント
こだわりの匠市 ４月１１日（土）・１２日（日）

容

≪主 催≫
≪アクセス≫

なぎそミツバツツジ祭り実行委員会
[お車で] 中央道 中津川ICより国道19号線を塩尻・木曽福島方面へ約30分
中央道 飯田山本ICより国道256号線を南木曽方面へ約50分
[列車で] 中央西線 南木曽駅より徒歩約５分

お問合わせ先

南木曽町観光協会
（住 所） 〒399-5301 木曽郡南木曽町読書3668-1（南木曽町役場内）
（電 話） 0264-57-2001
（ＦＡＸ） 0264-57-2270
（ＵＲＬ） http://www.town.nagiso.nagano.jp/kankou/index.html
（E-ｍａｉｌ) kankou@town.nagiso.nagano.jp

イベント

長野市

松代春まつり
真田十万石の城下町、松代。
4月、松代城跡には約100本の桜が咲き誇ります。
夜の桜ライトアップと筒絵灯りは、昼とは全く違う世界を見せてくれます。
昼も夜も、桜をお楽しみください。

１期

間

４月１１日（土）～４月１２日（日）

２会

場

長野市松代町 松代城および周辺

３入場料
４内

容

≪アクセス≫

お問合わせ先

無料
▼灯りの演出
・本丸内桜ライトアップ 4月10日（金）～21日（火）予定 18：00～21：00
・太鼓門前広場筒絵灯り 4月1１日（土）、12日（日）
松代町内の子どもたちが描いた絵が灯りを彩ります
・点灯式 4月11日（土） 18：30～
▼松代の伝統芸術・芸能・音楽（会場：二の丸特設ステージ）
・松代の伝統芸能
・地元で活動する音楽やダンスの団体のステージ
▼ブース出展
・飲食ブースや地元農産品などの販売
▼お花見コーナー（会場：二の丸お花見会場）
ゆっくりお花見をお楽しみください
▼信州・松代ウォーキングも同時開催 4月11日(土）
〈お問合せ・お申込み〉信州・松代ウォーキング事務局 026-267-5818
[お車で] 上信越道長野ICから約5分
松代城北、城北グランドのいずれかの駐車場をご利用ください
（駐車場はございますが、なるべく公共交通機関をご利用ください）
[列車で] JR長野駅からアルピコ交通バスで30分 松代駅下車
エコール・ド・まつしろ 2015松代春まつり実行委員会
（住 所） 〒381-1231 長野市松代町松代1361 長野商工会議所松代支部内
（電 話） 026-278-2534
（ＦＡＸ） 026-278-2554
（E-ｍａｉｌ) matsushiro@nagano-cci.or.jp

イベント

須坂市
がりゅう

臥竜公園 さくらまつり
「日本のさくら名所100選」に選ばれている臥竜公園は池の周りに約160本、公園全体で約800本の
桜が楽しめるお花見の名所です。満開期間中はライトアップされ、水面に映る夜桜も幻想的です。
ボートに乗って桜を眺めたり、桜並木を散策してみては？池の周りには茶店があり、名物「真っ黒お
でん」と「お団子」が特にオススメ！臥竜公園内にある須坂市動物園ではカピバラやラマ等、ファミリー
に人気の憩いのスポットです。ぜひお出掛けください。

１期

間

４月１１日（土）～２６日（日）

２会
3内

場
容

臥竜公園
▼桜
・ソメイヨシノを中心に池の周り160本、
公園全体800本の桜が咲きます。
・例年の見頃は4月中旬～下旬
▼夜桜ライトアップ
・満開期間中の18：00～22：00
▼駐車場
・有料駐車場（協力金）…バス等2,000円／普通車等500円

≪主 催≫
≪アクセス≫

須坂市観光協会
[お車で] 上信越自動車道 須坂長野東ICから約10分
[列車で] 長野電鉄 須坂駅から徒歩で約20分、タクシーで約5分、バスで約10分
すざか市民バス…仙仁線または米子線「臥竜公園入口」で下車徒歩約6分
明徳団地線「臥竜公園」で下車徒歩約3分
(仙仁線以外は日曜・祝日は運休です。)

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 須坂駅前シルキービル2階
（電 話） 026-215-2225
（ＦＡＸ） 026-215-2226
（ＵＲＬ） http://www.suzaka-kankokyokai.jp/
（E-ｍａｉｌ) info@suzaka-kankokyokai.jp

イベント

安曇野市

安曇野お花見名所

光城山シャトル便≪４日間運行≫

麓の登山口から山頂まで、登山道沿いに植えられた約1,500本のソメイヨシノ。咲き誇る様子は天に
昇る龍”昇龍桜”と呼ばれ安曇野市民人気No1の桜の名所となっています。標高差３１０ｍ約２ｋｍ徒
歩約１時間の桜のトンネルを抜けて山頂に至ると北アルプスの山々を望むこともできます。落花時期
には山頂を敷きつめる桜の絨毯が出現。夜間のライトアップもおこなわれます。

１期

間

４月１８・１９日（土・日）２５・２６日（土・日）予約制で運行します。

２経

路

穂高駅前⇔光城山登山口（※事前予約制シャトル便）
※お車は穂高神社南側の穂高駐車場に駐車ください。JR穂高駅まで徒歩約５分。

３運

賃

片道／大人５００円 小学生以下３００円

４内

容

▼行き
１便
穂高駅前
09:00
↓
↓
スイス村
09:15
↓
↓
光城山登山口 09:30

３便
11:00
↓
11:15
↓
11:30

５便
13:00
↓
13:15
↓
13:30

▼帰り
２便
４便
６便
光城山登山口 12:00 14:00 16:00
↓
↓
↓
↓
スイス村
12:15 14:15 16:15
↓
↓
↓
↓
穂高駅前
12:30 14:30 16:30

※予約がない便は運休となります。各便とも定員２０名最少催行人員４名。

≪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から穂高駅前まで約１５分
[列車で] JR大糸線 穂高駅下車徒歩すぐ

お問合わせ先

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
（ＵＲＬ） http://www.azumino-e-tabi.net

イベント

大町市

おおまち桜まつり
東山の中腹に位置する「大町公園」からは、「残雪の北アルプス」と「桜」を楽しむことができます。
市内を一望できる眺めのいい公園で、「桜まつり」を開催します。
期間中は露店が並び、夜には色とりどりのぼんぼりが点灯します。

１期
２会

間

4月中旬～5月初旬

場

（開花時期に合わせて開催）
大町公園（山岳博物館前)

≪主 催≫
≪アクセス≫

おおまち桜まつり実行委員会
[お車で] 長野自動車道 安曇野ICから約40分
上信越自動車道 長野ICから約60分
[列車で] JR大糸線 信濃大町駅下車 タクシーで約5分

お問合わせ先

大町商工会議所
（住 所） 〒398-0002 大町市大町2511-3
（電 話） 0261-22-1890
（ＦＡＸ） 0261-23-3735
（ＵＲＬ） http://www.occi.jp/
（E-mail） occi@deluxe.ocn.ne.jp

イベント

大町市

大町温泉郷さくら祭り
黒部ダムに通じる大町アルペンライン沿いに位置する大町温泉郷に、
ヤマザクラやソメイヨシノ等が咲き誇ります。桜を楽しんだ後は、温泉をお楽しみください。

１期

間

４月２５日（土）～５月６日（水）

２場

所

大町温泉郷

３内

容

▼期間中イベント 20：00～21：00
4月25日(土) 和太鼓コンサート（信濃国松川響岳太鼓）
4月26日(日)～5月1日（金） 三味線演奏 ・ミニイベント
5月 2日(土) 和太鼓コンサート（信濃国松川響岳太鼓）
5月 3日(日) 大町市民吹奏楽団演奏
5月 4日(月) 和太鼓コンサート（大町流鏑馬太鼓）
5月 5日(火) 白馬おじさんバンド演奏
5月 6日(水) お客様感謝デー 豚の丸焼き、当日無料入浴券配布、手しごと市、
屋台、スタンプラリー抽選会など

≪主 催≫
≪アクセス≫

お問合わせ先

大町温泉郷観光協会・大町温泉郷スマイル倶楽部
[お車で] 長野自動車道 安曇野ICから約35分
上信越自動車道 長野ICから約75分
[列車で] JR大糸線 信濃大町駅下車 タクシー約15分
JR北陸（長野）新幹線 長野駅下車 特急バス約105分
大町温泉郷観光協会
（住 所） 〒398-0001 大町市平2809-8
（電 話） 0261-22-3038
（ＦＡＸ） 0261-23-5100
http://www.omachionsen.jp/
（ＵＲＬ）

イベント

安曇野市

一足早い春の訪れ

「わさびの花」が咲き始めます！

生産量日本一を誇る安曇野のわさび！北アルプスの清らかな湧水で栽培され、
ツンとくる辛さと風味の豊かさが自慢の安曇野市の特産品です。
3月中旬から安曇野のわさび田では、この時季しか見ることのできない、
白く可憐な「わさびの花」が咲き始めます。

１期

間

３月中旬～４月下旬まで見頃

２場
３内

所
容

安曇野市穂高「早春賦歌碑」周辺わさび田、大王わさび農場など
わさびの花の見頃 「3月14(土)～4月12日(日)9時～17時」に合わせて、大王わさび
農場では、手作りわさび漬体験など、食べて・見て・体験できる各種イベントが毎日
開催されます。価格等の詳細は、大王わさび農場（ＴＥＬ：0263-82-2118）までお問
合せください。
▼手作りわさび漬体験
2個分作れる人気の企画。1つは旅の思い出に、もう1つは親しい方への
お土産に。収穫祭期間のみ「わさびの花」入りです。
▼花祭りコンサート（週末限定）
▼とんぼ玉やキャンドル制作、マイ箸作り等の各種体験が場内テナントで
実施されます。
▼本マグロ解体ショー（3月21日）
例年人気のイベントです、先着100名様に本マグロの振る舞いがあります。

≪アクセス≫

[お車で] 長野自動車道 安曇野IC下車 約5分
[列車で] JR大糸線 穂高駅 下車 タクシーで約10分
JR篠ノ井線 明科駅 下車 タクシーで約10分

お問合わせ先

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
（ＵＲＬ） www.azumino-e-tabi.net

イベント

安曇野市

わさびの花の収獲と花蒸し体験

わさびの花と茎は安曇野では「おひたし」にして食べます。少しピリ辛でお酒のつまみにも最適！
お店で買うと少々お高いのが残念。カゴ一杯になるまで思う存分摘んでください。
花摘みの後は、わさび独特のツーンとくる辛みを残す調理のコツを伝授してもらいます。
ビレッジ安曇野の料理長が腕をふるった好評の『わさびのランチコース』もお楽しみです。

１日

時

４月５日(日）、４月１２日（日） 12時～14時３０分

２会

場

集合１２時 ビレッジ安曇野

３参加費
４内

容

大人３，５００円（わさびランチ付き）
▼日程
集合12：00 ビレッジ安曇野：わさびランチ、わさびの花摘み、わさびの花蒸し体験
解散14：30 ビレッジ安曇野
▼わさびの花はお持ち帰り用としてカゴ一杯詰め放題で摘んでいただけます。
▼募集定員20名 最少催行人員2名

≪主 催≫
≪アクセス≫

ビレッジ安曇野
[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] JR大糸線 穂高駅下車で周遊バス利用

お問合わせ先

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
（ＵＲＬ） http://www.azumino-e-tabi.net

イベント

茅野市

時期はずれのお花見

「蓼科山聖光寺桜祭り」
聖光寺は蓼科高原の標高1,200メートルに位置しており、八ヶ岳が間近に見える蓼科湖から徒歩2
分の場所にあります。標高が高いため、桜の開花が遅く、例年ゴールデンウィーク近辺で300本のソメ
イヨシノが満開の時期を迎えます。近くの桜の名所が葉桜となっても、こちらではまだお花見を楽しむ
ことができます。蓼科高原で時期はずれのお花見はいかがですか？

境内の桜と、背景となる蓼科山、
北横岳など八ヶ岳との景色が
大変綺麗です。また、歩いてすぐに
蓼科湖があり、観光地となっています。

１期

間

４月下旬から５月上旬

２場
３内

所
容

蓼科山聖光寺（茅野市北山蓼科）
遅咲きの桜を見に、毎年大勢の方にお越しいただいています。
境内に植えられた約300本の桜が満開を迎えるなか、桜の背景には、日本百名山に
もなっている蓼科山が雪をかぶって鎮座しています。
聖光寺の桜は、本州で最も遅く桜としても知られ、ゴールデンウィークを中心に、季
節外れのお花見を楽しむ人で賑わいます。
最盛期には豚汁のふるまいなど予定しております。

≪主 催≫
≪アクセス≫

蓼科観光協会
[お車で] 中央自動車道諏訪ＩＣから約40分
[列車で] JR中央本線茅野駅下車、バス、タクシーで約30分

お問合わせ先

蓼科観光協会
（住 所） 〒391-0301 茅野市北山4035
（電 話） 0266-67-2222
（ＦＡＸ） 0266-67-4914
（ＵＲＬ） http://kk.tateshina.ne.jp/asobu-miru004.html
（E-ｍａｉｌ) HP上のお問い合わせフォームをご利用ください

美術館（博物館）

須坂市
じゃくふ

特集展示『今よみがえる江戸の桜

叒譜と
須坂藩ゆかりのお雛さま、印籠・根付』

須坂藩堀家に伝えられた江戸時代の雛人形・雛道具とともに、多くの美しいさくらが細密に描かれた
図譜『叒譜』250点（須坂市指定有形文化財）、江戸の技と粋が凝縮した珠玉の「印籠・根付」コレクショ
ンを一堂に展示・ご紹介します。併せて、市内各所で見事な花を咲かせる須坂市指定天然記念物のさ
くらの写真など、暖かな春の訪れを感じさせる展示品の数々を、この機会にぜひご覧ください。期間中
は、紙芝居や邦楽コンサートなどイベントも盛りだくさんです。

１期

間

３月３日（火）～５月１０日（日）

９時～１７時

２会

場

須坂市立博物館 １階 特別展示室および第２展示室
３月の月曜及び祝日、５月７日（木）は休館

３入場料

高校生以上200円（20名以上は160円）・中学生以下無料

４内

▼須坂藩主堀家の雛人形・雛道具を展示。内裏雛は優雅な顔立ちの古今雛で、雛道具は
大名家の婚礼調度品を思わせる緻密なつくりです。
▼須坂藩１３代藩主・堀直虎が序文を記して完成させた桜図譜『叒譜』（市指定有形文化財）
の全ページを写真パネルでご紹介。ボタニカルアート(植物細密画）のような細密な描写で
２５０余りのさくらが描かれています。
▼須坂市指定天然記念物に指定されている桜を中心に、爛漫と咲き誇る桜を写真パネルで
ご紹介。満開の瞬間を一度にお楽しみ頂けます。
▼「印籠・根付」コレクションは当館所蔵の約８０点をすべて展示。
【関連イベント】
（１）展示解説（ギャラリートーク）
期日：3月15日（日）、29日（日）、4月12日（日）、26日（日） 午後２時より
（２）スポット解説「掌上の芸術 根付 ～匠の技を大解剖!!～」（根付の解説会）
期日：３月２８日（土） 午後２時より
（３）紙芝居口演 『叒譜』をのこした若き藩主のドラマ「須坂のとのさま物語」
期日：3月14日（土）、4月11日（土） 午後２時より
（４）春をうたう邦楽コンサート（尺八、箏の演奏会）
期日：３月２２日（日） 午後１時30分より、４月１９日（日） 午前11時30分より

容

≪主 催≫
≪アクセス≫

須坂市・須坂市教育委員会
[お車で] 上信越自動車道 須坂長野東ICから約15分(駐車場あり）
長野電鉄 須坂駅からバスで約15分「臥竜公園入口」下車徒歩約5分

[列車で] または須坂駅からタクシーで約5分
お問合わせ先

須坂市立博物館 担当：三ツ井
（住 所） 〒382－0028 須坂市臥竜二丁目４番１号
（電 話） 026‐245‐0407
（ＦＡＸ） 026‐214‐5548
（ＵＲＬ） http://www.city.suzaka.nagano.jp/enjoy/shisetsu/hakubutsukan/
（E-ｍａｉｌ) s-hakubutsukan@city.suzaka.nagano.jp

長野県PRキャラクター

アルクマ

メモ欄

よろしくお願いいたします。
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
http://www.ginza-nagano.jp/ E-mail: ginza-nagano@pref.nagano.lg.jp
担当：熊谷晃／横山浩明／菊池千代美／岩下春夫

