
開催日・期間 開催地

１P ～11月15日 銀座NAGANO

２P 11月17日 東京交通会館

３P ～1月31日 南箕輪村

４P ～3月31日 長野県全域

５P 11月22日 安曇野市

６P 11月23日 安曇野市

７P 11月24日 安曇野市

８P 11月24～25日 中川村

９P ～12月9日 伊那市

１０P ～11月25日 東御市

掲載ページ

信州特産　野沢菜漬け体験

第19回 中川アルプス展望 さわやかウォーク

丸山晩霞生誕150年記念展「美しき明治のみずゑ」

「おしゅん」朗読会と貞享騒動を学ぶガイドツアー

伊那市立高遠町歴史博物館　第60回特別展「高遠に残る武具」

あれもやりたい、これもやりたい。

そんな欲張りなライフスタイルを実現したい方に。

北信州の「一人多役」なライフスタイル説明会の開催

2018-2019信州スノーキッズ倶楽部会員募集

第13回みなみみのわフォトグランプリ

安曇野産リンゴをまるごと使用した「アップルパイ作り体験」

美しの信州シリーズ写真展

月号11 
２０１８年１０月３０日 ⓒ長野県アルクマ

長野県PRキャラクター「アルクマ」

新着情報・首都圏イベント

参加募集

アルクマ便

り

美術館・博物館

長野県大阪観光情報センター

〒530‐0001大阪市北区梅田1‐3‐1‐800大阪駅前第一ビル8階
TEL06‐6341‐8205  FAX 06‐6456‐2889      e‐mail: osaka@nagano‐tabi.net
長野県観光機構http://www.nagano‐tabi.net 長野県大阪事務所http://www.pref.nagano.lg.jp/osakajimu/index.html

担当：山下武喜/赤岡薫/近藤典子/上村俊夫



開催日・期間 開催地

１１P
１０月２０･２１･２７･２８日
１１月３･４･１０・１１日 大町市

１２P 10月27日～11月4日 伊那市

１３P 11月3日 箕輪町

１４P 11月3日 伊那市

１５P 11月3日 東御市

１６P 11月3～4日 南木曽町

１７P 11月3日～1月6日 安曇野市

１８P 11月3日～1月6日 大町市

１９P 11月4日 東御市

２０P 11月4日 塩尻市

２１P 11月12～18日 塩尻市

２２P 11月23日 須坂市

２３P 11月23日 長野市

２４P 11月23～25日 小諸市

２５P 12月1日 山ノ内町

２６P 11月17日～18日
「dios 北千里」
（吹田市古江台）

12月６日～７日 大阪駅前第一ﾋﾞﾙ８階

“魅力いっぱい”　関東甲信越静７県の観光物産展

　　　　※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。

信州塩尻新そばウィーク
～週末は塩尻発祥(うまれ）塩尻育ちを味わうイベント同時開催～

第25回信州須坂とよおか　新そば祭り

トロバスラストイヤー特別企画　【宿泊者限定撮影会】

第113回長野えびす講煙火大会

小諸市児童遊園地感謝祭

志賀高原統一初滑り・スキー場開き祭

高遠城址もみじ祭り

皇女和宮御下向行列

もみじ湖夢ウォーキング・夢まつり

海野宿ふれあい祭

秋はみのりのみはらしまつり

掲載ページ

ふるさとの観光と名産品まつり

ワインウォーク in とうみ

光の森のページェント

第１８回工芸街道祭り

TWIN ILLUMINATION　光の森のページェント

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」

大阪観光情報センターからのお知らせ



  

 

 

  

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
豊丘村 

安曇野市 
●安曇野産リンゴをまるごと使用した

「アップルパイ作り体験」/5P 
●「おしゅん」朗読会と貞享騒動を 
学ぶガイドツアー/6P 

●信州特産 野沢菜漬け体験 
/7P 

●TWIN ILLUMINATION  
光の森のページェント/17P 

月号 

長野市 
●第１１３回長野えびす講煙火大会/23P 

飯綱町

大町市 
●トロバスラストイヤー特別企画  

【宿泊者限定撮影会】/11P 
●光の森のページェント/18P 

佐久穂町

山形村 

岡谷市

須坂市 
●第２５回信州須坂とよおか 新そば祭り/22P 
 

南木曽町 
●第１８回工芸街道祭り/16P 

 

塩尻市 
●皇女和宮御下向行列/20P 
●信州塩尻新そばウィーク/21P 

箕輪町 
●もみじ湖夢ウォーキング・夢まつり/13P 

伊那市 
●第６０回特別展「高遠に残る武具」/9P 
●高遠城址もみじ祭り/12P 
●秋はみのりのみはらしまつり/14P 

山ノ内町 
●志賀高原統一初滑り・スキー場開き祭/25P 
 

小諸市 
●小諸市児童遊園地感謝祭/24P 
 

長野県 
●美しの信州シリーズ写真展/1P 
●北信州の「一人多役」なライフスタイル説明会の開催/2P 
●2018-2019 信州スノーキッズ倶楽部会員募集/4P 

南箕輪村 
●第１３回みなみみのわフォトグランプリ/3P 

東御市 
●丸山晩霞生誕１５０年記念展「美しき明治の 

みずゑ」/10P 
●ワインウォーク in とうみ/15P 
●海野宿ふれあい祭/19P 

中川村 
●第１９回 中川アルプス展望 さわやかウォーク/8P 
 

１  １  

大阪観光情報センターからのお知らせ/26P  
●“魅力いっぱい”関東甲信越静７県の観光物産展 
●ふるさとの観光と名産品まつり 



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪アクセス≫ [列車で]

東京メトロ「銀座駅」より徒歩２分　

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） https://www.ginza-nagano.jp/

（E-ｍａｉｌ) ginza-nagano@pref.nagano.lg.jp

JR 「有楽町駅」より徒歩８分　　または

銀座NAGANO

〒104-0061中央区銀座5-6-5

　信州の四季折々の風景の一番魅力的な一瞬を、光とともに撮影する上田市在住の写真家岡田光司
（おかだみつし）。
　このたび、銀座NAGANOでは、『美しの信州シリーズ写真展』を２Fイベントフロアーにて開催する運
びとなりました。
　2019年カレンダーに展開した商品ラインナップも充実させ展示販売を行っていますので、ぜひ、信
州の四季折々の光を感じにご来場ください。

03-6274-6015 03-6274-6557

・信州の四季折々を切り取った写真展
・美しの信州ポストカード、幻想の花園2019年カレンダー、小さな幸せ2019年
カレンダーの販売。

―１―

新着情報 銀座NAGANO

美しの信州シリーズ写真展

１０月９日（火)～１１月１５日（木）※予定　　１０時３０分～２０時

長野県信州首都圏活動拠点（銀座NAGANO)　２Fイベントフロア



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [列車で] JR「有楽町駅」より徒歩１分(東京交通会館３階　グリーンルーム)

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ) rodokoyo@pref.nagano.lg.jp

〒380-8570長野県長野市大字南長野字幅下６９２－２

026-235-7119　 026-235-7327

● タイムテーブル（予定）
11:10～ 北信州の暮らし紹介
12:00～ メインセミナー「一人多役ってなんだ？」
　　　　　　フリーペーパー「鶴と亀」代表小林直博さんが
　　　　　　北信州の一人多役をリアルに語ります。
13:10～ パネルディスカッション
　　　　　　一人多役のスペシャリスト４人と小林直博さんによるパネルディスカッション
●　ブース
【地元企業ブース】11:00～
　地元企業も参加して、働く場のご提案をします。
【メンターコーナー】13:00～
　先輩移住者とも直接じっくりお話しいただけます。
【北信州の市村ブース】11:00～ （飯山市、木島平村、野沢温泉村、栄村）
　北信州地域の４市村の魅力紹介と暮らしのご相談に応じます。
●　その他
・事前申込み不要です。
・来場者には、ハローワークでは手に入らない、地元手作りの「地元企業紹介＆求人情報」を
差し上げます。

北信州「一人多役」型ライフスタイル推進実行委員会

―２―

https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/work-life/hitoritayakugata.html

無料

首都圏イベント 長野県

　～やりたいことって一つじゃない！自分のライフスタイルをデザインするセミナー～
　豊かな自然に恵まれた北信州飯山地域で、自然や人とつながりながら「あれやこれも」やる「一人多
役」型のライフスタイル。夏は農業・冬はスキーインストラクターなど、北信州の「一人多役」な働き方・
暮らし方をリアルにご提案するセミナーを開催します。
　自分のライフスタイルをデザインしてみるチャンスですので、ご参加ください。

11月17日（土)　　１１時～１７時

東京交通会館３階　グリーンルーム（東京都千代田区有楽町2-10-1）

あれもやりたい、これもやりたい。
そんな欲張りなライフスタイルを実現したい方に。

北信州の「一人多役」なライフスタイル説明会の開催

長野県産業労働部労働雇用課



１　日　時

２　内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「北殿駅」よりタクシーで約10分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://kankou-minamiminowa.nagano.jp/

（E-ｍａｉｌ) syoukou-c@vill.minamiminowa.lg.jp   

〒399-4592 長野県上伊那郡南箕輪村4825-1

0265-72-2180 0265-73-9799

―３―

参加募集 南箕輪村

第13回みなみみのわフォトグランプリ

　南箕輪村の現代の記憶を後世に記録として語り継ぎ、村の魅力を広く発信するために「第13回
みなみみのわフォトグランプリ」を実施します。
　作品を募集するテーマは「南箕輪の四季」と「南箕輪の暮らし」です。
　皆さまが魅力に感じる南箕輪村の風景や人の営みなどを切り取った写真を、ぜひご応募ください。

１０月１日（月）～２０１９年１月３１日（木）　　※1月31日消印有効

■ 募集テーマ　[A] 南箕輪の四季　[B] 南箕輪の暮らし
■ 募集期間　　10月1日～2019年1月31日 ※1月31日消印有効
■ 作品規格　　４切り、又はワイド４切り
■ 応募点数　　各テーマ３点以内
■ 応募資格　　特になし（18歳未満の方は、保護者の同意の上、応募）
■ 応募方法　　郵送又は持参　※詳細は南箕輪村観光協会ホームページを確認

▼ 入賞・賞品
　　≪最優秀賞≫　１点　賞金 30,000円
　　≪優秀賞≫　　 ４点　賞金 10,000円　※各テーマ２点ずつ
　　≪特別賞≫　　 １点　賞金 10,000円
　　≪入　 賞≫　  10点　大芝高原温泉ペア入浴券

▼ 入賞作品選考
　　① ２月上旬：観光協会長が委嘱する審査委員で投票にかける作品
     （応募総数の3分の１程度）を選考
  　② ２月15日(金)～３月15日(金)：投票　[場所]大芝高原味工房多目的体験室
　  ③ ３月下旬：上記②の結果により、審査委員で入賞作品を決定

南箕輪村観光協会

中央自動車道「伊那IC」から約20分　

南箕輪村観光協会（南箕輪村役場産業課）

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） https://www.snow-kids.net/

（E-ｍａｉｌ) yukyaku@nagano-tabi.net

（一社）長野県観光機構　国内ツーリズム推進部

〒380-8570　長野県長野市南長野幅下692-2

026-234-7219 026-217-7331

◎会員対象：全国の小学生
◎年会費： 1,000円
◎会員特典：
　１　長野県内スキー場　無料リフト1日引換券（小人券）プレゼント：１枚
　２　スクールレッスン1,000円補助券プレゼント：1枚
　３　ファミリーも使える！（会員および同伴家族4名、合計5名まで利用可）
　　　リフト1日券500円割引券プレゼント：3枚
　４　ファミリーも使える！（会員および同伴家族4名、合計5名まで利用可）
　　　スキー用品レンタル500円割引券プレゼント：3枚ポイントラリー
　５　ファミリーも使える！（会員および同伴家族4名、合計5名まで利用可）
　　　温泉入浴割引券（大人100円・小人50円）プレゼント：3枚
　６　ポイントラリー
　　　①シーズン中（何回でも引換可能）
　　　　4ポイント（4回リフト券購入）で、無料リフト1日引換券（小人券）1枚と引換
　　　②シーズン終了後（１回のみ）
　　　　4ポイント（同上）で、翌シーズンの無料リフト1日引換券（小人券）1枚と引換
　　　　※但し6年生の場合は、翌シーズンの無料リフト1日引換券（大人券）1枚と引換

（一社）長野県観光機構

―４―

参加募集 長野県全域

2018-2019信州スノーキッズ倶楽部会員募集

　　信州スノーキッズ倶楽部は、多くのこどもたちとご家族に信州・長野県の大自然に触れ楽しんでい
ただくため、スノーシーズンはスキー場情報を中心に、グリーンシーズンはスキー場周辺を中心とする
遊びや体験の情報を提供するなどし、特にスキー・スノーボードをはじめとしたウインタースポーツを長
野県のスキー場で楽しんでいただけるよう、（一社）長野県観光機構が、長野県内のスキー場（索道事
業者、スキー・スノーボードスクール、レンタルショップ）を始めとする事業者・施設の協力により運営す
る、小学生を対象とし、年会費1,000円で様々な特典・情報を提供する倶楽部です。

11月1日（木）～3月31日（日）

長野県内全スキー場ほか（対象スクール、対象レンタルショップ、対象温泉施設）



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線 「一日市場駅」よりタクシーで約20分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.azumino-e-tabi.net

（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03plala.or.jp

一般社団法人　安曇野市観光協会

〒399-8303　 長野県安曇野市穂高5952-3

0263-82-3133 0263-87-9361

【日程】
ファインビュー室山10：00集合⇒作業日程の説明⇒お手本を見ながら調理開始⇒⇒
試食⇒⇒解散12：30頃

●募集人員：20名（最少催行人員5名）
●参加費に含まれるもの：施設使用料、材料費、指導料、保険代含む
●申込締切日：11月12日（月）

―５―

参加募集 安曇野市

安曇野産リンゴをまるごと使用した

「アップルパイ作り体験」

　安曇野の特産であるりんごを丸ごと1個使用したアップルパイ作りです。りんごの種類が豊富な安曇
野はりんごそれぞれの味があり、オリジナルパイが作れます。丸ごとりんごパイは驚きの大きさと美味し
さに大満足！！

１１月２２日（木)　　１０時～12時30分

ファインビュー室山

一般社団法人　安曇野市観光協会

長野自動車道「松本IC」から約20分　

1,500円

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線 「中萱駅」より徒歩10分　　または

JR大糸線「中萱駅」よりタクシーで約3分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.azumino-e-tabi.net

（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03.plala.or.jp

0263-87-9361

参加募集 安曇野市

「おしゅん」朗読会と貞享騒動を学ぶガイドツアー

　貞享3年1686年松本藩(藩主：水野忠直)で起こった年貢にかかる騒動を学びます。近隣の高遠領・
諏訪領の年貢は籾1俵から玄米二斗五升挽に対して松本藩では三斗挽と重税を課せられ農民は必
死に耐えました。不作が続き困窮を極めていたこの年、藩は三斗四・五升挽と「のぎ踏み磨き」を命じ
ました。過酷な年貢の引き上げに身を挺して農民を救おうと多田加助を首領とする同志たちが高遠・
諏訪領並みに年貢を減免するよう郡奉行へ訴え出ました。これを知り加勢した万余の農民が鍬鋤を手
に松本城下へ押し寄せる大騒動となりました。

１１月２３日（金・祝)　　８時～１５時

貞享義民記念館・熊野神社

―６―

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20分

※集合場所：貞享義民記念館駐車場

4,000円（バス代、入館料、昼食代、資料代、保険代含む）

【日程】（8：30～10：50歴史探訪）
熊野神社…首塚…加助旧宅跡…二斗五升の碑…貞享義民記念館
（館内見学と説明）
〔11：00～12：00〕貞享義民記念館 朗読会「おしゅん～加助騒動と少女」鑑賞
〔12：00～12：40〕昼食タイム
〔12：50～15：00〕バスにて移動…貞享義民記念館…いちょう堂…熊倉の渡し・
渡し船…加助夫婦惜別の岩…勢高刑場跡・義民塚…貞享義民記念館…解散
●申込み期限：11月13日（火）
●募集人員：20名（最少催行人員15名）

一般社団法人　安曇野市観光協会

〒 399-8303　長野県安曇野市穂高5952-3

0263-82-3133
●



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線 「柏矢町駅」より徒歩15分　　または

JR大糸線「穂高駅」よりタクシーで約10分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.azumino-e-tabi.net

（E-ｍａｉｌ) azuｍino@bz03.plala.or.jp

参加募集 安曇野市

信州特産　野沢菜漬け体験

　信州といえば野沢菜が有名で、各家庭で工夫を凝らしたそれぞれの味の野沢菜漬けがあります。
畑から野沢菜をこぎとり(根から引き抜く）漬ける準備をする体験です。クリスマスの頃美味く食べごろに
なった野沢菜5kgをお送り致します。

１１月２４日（土)　　１３時～１７時

安曇野市豊科　ビレッジ安曇野

―７―

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10分　

3,000円（指導料、野沢菜、送料、保険代含む)

一般社団法人　安曇野市観光協会

〒399-8303　 長野県安曇野市穂高5952-3

0263-82-3133 0263-87-9361

【日程】
ビレッジ安曇野13：00集合⇒日程説明13：30⇒畑に移動⇒こぎとり作業⇒
15：30ビレッジ安曇野に戻りティータイム⇒漬け込み体験⇒解散17：00

●募集人員：20名（最少催行人員5名）
●持ち物：エプロン、三角巾、炊事用手袋、雨具、汚れてもよい作業の出来る服装、
運動靴 （雨の場合は長靴を用意いたします。）
●申込み期限：11月14日(水）

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「伊那大島駅」よりタクシーで20分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（E-ｍａｉｌ) nakakou@vill.nagano-nakagawa.lg.jp

〒399-3802　長野県上伊那郡中川村片桐4757

　0265-88-1005 0265-88-4005

11月24日(土)　12キロコース
11月25日(日)　16キロコース、12キロコース、
                    6キロコース（6キロはリンゴのもぎ採りなし）

ゴール後はお楽しみ抽選会が行われます。
会場では特産品の販売、豚汁の無料サービスがあります。

さわやかウォーク実行委員会

参加募集 中川村

第19回 中川アルプス展望 さわやかウォーク

11月24日(土)、25日(日)

中川村サンアリーナ「スタート、ゴール」

―８―

中央自動車道「松川IC」から約20分　

1日参加者1,500円　両日参加者2,000円、6キロコースは500円

さわやかウォーク実行委員会

　「中川村」は、その名のとおり村の南北を天竜川が流れ、「日本で最も美しい村」連合に加盟している
村のひとつです。
　その天竜川が作り出した河岸段丘と呼ばれる地形には、様々な自然の美しさが点在しています。
　特にこの時期の紅葉と、冠雪した中央アルプスとのコントラストは格別です。
　そんな絶景の中、さわやかな秋風のもとウォーキングはいかがでしょうか？
　リンゴ畑を通るコースでは、リンゴのもぎ採りも可能です。
　「美しい日本の歩きたくなるみち500選　認定大会」に選ばれた自然豊かな風景を楽しんでください。

●



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飯田線 「伊那市駅」あるいは「伊那北駅」より路線バスで約25分

「高遠駅」下車　徒歩15分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.inacity.jp/shisetsu/library_museum/rekishihakubutsukan/index.html

（E-ｍａｉｌ) t-rhk@inacity.jp

※身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳等をお持ちの方とお付き添い
の方1名の入館料は免除されます。

＊関連イベント
【講演会】　　11月10日(土）13時30分～15時
講師：飯田俊久氏（公益社団法人 日本美術刀剣保存協会 事務局長/刀剣博物館
学芸員）
【紙でかぶとを作ろう】　11月11日（日）13時30分～15時30分
紙で兜を作りしくみを学びます。
【ギャラリートーク】
10月20日（土）13時30分～14時10分
11月18日（日）13時30分～14時10分

伊那市立高遠町歴史博物館

中央自動車道「伊那ＩＣ」から約30分 「諏訪ＩＣ」から約50分

一般400円(団体300円）　小中学生200円（団体150円）

高遠町歴史博物館

「小黒川スマートＩＣ」から約25分

―９―

〒 396-0213 長野県伊那市高遠町東高遠457
0265-94-4444 0265-94-4460

博物館 伊那市

伊那市立高遠町歴史博物館

第60回特別展「高遠に残る武具」

　旧高遠藩領であった地域には、高遠藩主、高遠藩士ゆかりの武具がいくつも残されています。今回
そのような武具を一堂に展示してみたいと考え、情報提供を呼びかけたところ、何名もの方からぜひ展
示をしてほしいとお声掛けいただき、貴重な武具をお借りすることができました。中には、旧高遠藩領
ではない地域の方で、先祖が高遠藩士であったという方やコレクターの方もいらっしゃり、それぞれ大
変良好な状態で保管されていました。こうした個人所有のものは機会がなければ見ることができませ
ん。過去に当館で収蔵している武具とあわせて、貴重な文化財をぜひご覧ください。

１０月１２日（金)～１２月９日（日）　　９時～１７時（入館は16時30分まで）

 伊那市立高遠町歴史博物館

●



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] しなの鉄道 「田中駅」より1500ｍ、徒歩20分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://tomikan.jp/

（E-ｍａｉｌ) info@tomikan.jp

（高校生以上）500円、15名以上団体400円

・ギャラリートーク「水彩画で見る明治の東御市と晩霞の偉業」
（10月21日（日）14：00～）
・祢津名勝俳句ウォーク（10月28日（日）9：00～15：00）、500円）
・ギャラリートーク（毎週土曜日　11：00～、14：00～）

※ご所蔵の作品を丸山晩霞記念館まで持参いただくと、無料で制作年代の推定や
保存方法をアドバイスします。

丸山晩霞記念館

上信越自動車道「東部湯の丸IC」から約3分

（一社）信州とうみ観光協会

美術館(博物館） 東御市

丸山晩霞生誕150年記念展「美しき明治のみずゑ」

１０月１３日（土)～１１月２５日（日）　９時～１７時

　東御市（旧東部町）祢津出身の水彩画家・丸山晩霞。生誕150年を迎えた丸山晩霞は、生前「自然
に対して食い下がるという求心的で熱烈な精進と気魂」を持ち、山岳や田園を題材に数々の秀作を生
み出しました。そのみずみずしさと透明感は、今もなお日本人の心底に響くハーモニーであり、現代
社会においては、ひととき桃源郷を見るかのようです。
　本展では、所蔵品に加え、調査により明らかになった個人所蔵作品（初公開含む）、さらに盟友・吉
田博、三宅克己も交え、 明治期のみずみずしく輝く水彩画の魅力を伝えます。

―10―

〒389-0592 長野県東御市田中279

0268-62-7701 0268-62-7702

丸山晩霞記念館

●



１ 日　時

11月3日（土）・4日（日）・10日（土）・11日（日）

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線 「信濃大町駅」より路線バス40分

JR「長野駅」より特急バスで約105分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） https://www.omachi-promotion.com/

（E-ｍａｉｌ) kankou@city.omachi.nagano.jp

（その他） 詳細はこちらへ　http://www.tosee-japan.com/omachi/

イベント 大町市

トロバスラストイヤー特別企画【宿泊者限定撮影会】

　関電トロリーバスが、今年11月30日がラストラン。
　大町温泉郷各施設及びくろよんロイヤルホテル　宿泊者限定！
　「トロバス　ラストイヤー特別企画！　関電トンネルトロリーバスと電気バスの撮影会」
　出発と到着の合間に「来年から運行する電気バス車両」が撮影可能！通常、一般の方が入れない
エリアでの撮影ができる！など、見逃せないチャンスです♪
　【募集人員：各回先着30名】

10月20日（土)・21日（日）・27日（土)・28日（日）

各日ともに扇沢駅 14時～15時40分

―11―

大町市プロモーション委員会（JR信濃大町駅前　観光課事務所　内

〒398-0002 　長野県大町市大町3177

0261-23-4081　 0261-23-3378

【共通特典】
　・関電トンネルトロリーバス往復券
　・関電トンネルトロリーバスチョロQ ひとり1個
　・アルピナウォーター（280ml）トロバス限定パッケージ ひとり1本
【撮影会スケジュール】
　13：50～14：00  受付
　14：00  撮影参加者についての説明
　14：15  扇沢駅乗車ホーム撮影
　14：30・15：00  トロバス出発の撮影
　14：48・15：18  トロバス到着の撮影
　15：40  撮影会 終了
※大町温泉郷各施設及びくろよんロイヤルホテル　宿泊者限定！

大町市プロモーション委員会（JR信濃大町駅前　観光課事務所　内）

長野自動車道「安曇野IC」から約50分　

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

「小黒川スマートＩＣ」から約25分

[列車で] ＪＲ飯田線「伊那市駅」又は「伊那北駅」より路線バス「高遠線」25分　

高遠駅下車　徒歩15分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） httpｓ://inashi-kankoukyoukai.jp/

（E-ｍａｉｌ) ikk@ikk.inacity.jp

イベント 伊那市

高遠城址もみじ祭り

　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。
　また、公園内の高遠閣では「高遠そば新そばまつり」も同時開催。紅葉のなかで味わう新そばは格
別です。

１０月２７日（土)～１１月４日（日）　　

高遠城址公園

―12―

高遠城址もみじ祭り実行委員会

中央自動車道「伊那IC」から 約30分　「諏訪ＩＣ」から約50分

入園無料・駐車場無料

(一社）伊那市観光協会

〒 396-8617　長野県伊那市下新田3050番地

0265-78-4111㈹ 0265-78-4131

＊オープニングイベント「高遠おもてなし」（10/27 11：00～先着200名限定でクジ引き
商品券があたる）
＊「出陣じゃ！高遠城址で兜を作ろう！」（11/3・4 10：00～14：00）
＊「高遠そば新そばまつり」（期間中毎日　10：00～14：00：園内高遠閣）
＊R361「山麓一の麺街道フェスタ2018 ｉｎ伊那」（10/27・28 10：00～15：00）
＊郷土芸能披露（高遠囃子、高遠太鼓）
＊信州高遠藩鉄砲隊演武
＊菊花展
＊クラフトライフ(手芸工芸展示販売）
＊地酒試飲販売会　　ほかイベントは変更になる場合があります

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR[伊那松島駅」よりタクシーで25分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.town.minowa.lg.jp

（E-ｍａｉｌ) kankou@town.minowa.lg.jp

箕輪町観光協会

中央道「伊北IC」から車で30分

小雨決行　雨天翌日

ウォーキング：５００円　小学生以下無料

箕輪町観光協会

・もみじ湖夢ウォーキング
　1万本のもみじを楽しめるもみじ湖（箕輪ダム）での約８㎞ウォーキング。
　普段はゲートのある周遊コースを、この大会に合わせて開放します。
　じっくり湖畔を歩いて、もみじ湖の紅葉をお楽しみいただけます。

・もみじ湖夢まつり
　旬のリンゴや秋野菜を販売する軽トラ市、伊那谷ガレットなどの販売、野菜たっぷり
ののっぺい汁のふるまいなど、秋の味覚をお楽しみください。また牛乳の早飲み競
争、サイロのロールころがしなどの楽しいイベントにも奮ってご参加ください。

―13―

〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298

　0265-79-3111 0265-79-0230

イベント 箕輪町

もみじ湖夢ウォーキング・夢まつり

　もみじ湖畔をぐるっと１周するコースで、湖畔に映る紅葉を楽しみましょう。
　もみじ湖夢祭りも同日開催されます。おいしい農産物の軽トラ市、伊那谷ガレットの販売や、牛乳の
早飲み競争、サイロのロールころがしなどの楽しいイベント盛りだくさんです。

１１月３日（土・祝）　

もみじ湖　イベント広場

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「伊那市駅」より伊那バスターミナルから路線バスで25分　　

またはタクシーで約15分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://miharashi-farm.com/

（E-ｍａｉｌ) miharasi@dia.janis.or.jp

イベント 伊那市

秋はみのりのみはらしまつり

　毎年恒例のみはらしファーム集大成のイベントです！今回も、地元はざかけ新米コシヒカリ150ｋｇ争
奪「輪投げでＧＥＴ！」や「きのこ汁1,000杯無料振舞い」に大人気の「野菜の重量（一貫目）あてゲー
ム」など、楽しいゲームでにぎやかに開催します。またこちらも大人気「地元野菜詰め放題」や、ちびっ
こ餅つき大会、りんご皮むき競争、アスパラ釣り、福足抽選会、クイズラリー「みはらしクエスト」など、大
人から子供まで参加して楽しめるイベント盛りだくさん。「ローメン」など地元グルメの販売、地元農協主
催の「酪農祭」も同時開催の予定です！秋の味覚いっぱいの一日を満喫しにお出かけください。

11月3日（土・祝）　　９時～１６時

はびろ農業公園　みはらしファーム
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中央自動車道「伊那IC」から約5分　

みはらしファーム公園事務所

長野県伊那市西箕輪3416-1

・地元はざかけ新米コシヒカリ150ｋｇ争奪「輪投げでＧＥＴ！」：無料
　来場者どなたでも参加OK
・地元野菜詰め放題：有料　　５０名限定で午前午後の２回開催
・きのこ汁1000杯振る舞い：お昼頃から無料で無くなり次第終了
・「一貫目（野菜の重量あて）ゲーム」：無料　５０名限定で午前午後の２回開催
・「スタンプラリー　みはらしクエスト」：無料　人数限定限定
などなど

0265-74-1807 0265-74-1808

はびろ農業公園　みはらしファーム

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] しなの鉄道 「田中駅」よりすぐ

※田中駅及び東部湯の丸IC駐車場より送迎バスあり

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://tomi-koyo.jp/

（E-ｍａｉｌ) info@tomi-koyo.jp

ワイン試飲あり:5,400円、ワイン試飲なし:3,240円

両コースとも5、6ｋｍの道のりをワインや東御市の特産品を楽しみながら歩いていただ
くウォークイベント。それぞれのコースにワインの試飲と軽食、旬の農産物（りんご等）
や巨峰ジュースなどの加工品のふるまいあり。

定員：各コースとも45名
締切：10月25日（木）

東御市雇用創造協議会

上信越自動車道東部湯の丸ICより約10分（田中駅）

東御市雇用創造協議会
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イベント 東御市

ワインウォーク in とうみ

１１月３日（土・祝)　　9時30分～１5時

　高品質なワインを育む“千曲川ワインバレー”の中核をなす「東御市」では、標高700～1,000ｍの日
当たりのいい南面傾斜の丘陵地帯に“ヴィンヤード”が広がり、ぶどうやクルミ、高原野菜、リンゴ等、美
味しい農産物が育ち、人々に郷愁と親近感を抱かせる美しい里山を形成しています。このイベントで
は、農山村の魅力を「食」を通じて体験し、地域住民と交流を楽しんでいただきます。最後に温泉で体
を癒していただくコースと、せり上げ等の舞台装置を持つ日本最古の歌舞伎舞台の内部まで見られる
歴史・文化を楽しむコースの2コースを選んでいただくことができます。
　※モニターツアーですので、アンケート等にご協力いただきます。

〒389-0592 長野県東御市田中279

0268-62-7701 0268-62-7702

ワインと食×温泉を楽しむウォーク：大田区休養村とうぶより出発
ワインと食×歴史・文化を楽しむウォーク：西宮歌舞伎舞台より出発
（田中駅・東部湯の丸ＩＣ駐車場より送迎バスあり）

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「南木曽駅」よりバスで約30分　

または、タクシーで約10分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://nagiso.net

（E-ｍａｉｌ) kankou@town.nagiso.nagano.jp

イベント 南木曽町

第１８回工芸街道祭り

　伝統工芸品の「蘭桧笠」や「南木曽ろくろ細工」の実演や販売を行います。１１月4日には、民芸保存
会による「さいとろさし」が実演されます。「さいとろさし」とは、江戸時代に鷹を飼育するための小鳥を
捕える仕草を芸能にしたもので、宴席等で踊られるコミカルな踊りです。
　南木曽町の紅葉は、１１月初旬頃が見ごろです。ウォーキングやドライブにぜひお越しください。

１１月３日（土・祝)～４日（日）　　9時～１7時

主な会場：木地師の里・桧笠の家・木曽檜木創・南木曽温泉郷

・木地師の里　：手挽きろくろ実演、餅投げ、ろくろ製品割引有り、修理・オーダー相
談
・桧笠の家　：桧笠製作実演、桧笠割引、五平餅他販売、漬物・お茶・甘酒は無料
サービス
・木曽檜木創　：お買い上げの方に桧の粗品サービス
・南木曽温泉郷　：あららぎ温泉にて日帰り入浴割引　５００円で入浴できます。

同時開催
「第４２回南木曽ろくろ祭り」では、手挽きろくろの実演、ろくろ製品の販売を。
「第３０回あららぎ桧笠祭り では 桧笠製作実演 蘭の里ウ キング大会を実施
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工芸街道祭り実行委員会

中央自動車道「中津川IC」から約35分　

南木曽町　産業観光課

〒 399-5301長野県木曽郡南木曽町読書3668-1

0264-57-2001 0264-57-2270

●



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大糸線 「豊科駅」または「穂高駅」よりタクシー約15分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

長野自動車道「安曇野IC」から約20分　

アルプスあづみの公園　堀金・穂高管理センター（担当：遠藤、竹迫、宮澤）

http://www.azumino-koen.jp

〒〒399-8295　安曇野市堀金烏川33-4

0263-71-5511 0263-71-5512
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●イベント概要
初日の点灯式に始まり、「光と花火のショー」や「イルミネーションコンサート」、「バルーン
ショー」、「松本山雅のポインセチアツリーお披露目式」、「人形劇」、「クラフト体験」等々
他にもまだまだたくさんのイベントをご用意しています。
公園からの子供たちへクリスマスプレゼント企画もございます。
(詳細はHP等でご確認ください)

大人：450円（65歳以上210円）　中学生以下無料 （イベント体験：有料のものあり）

イベント 安曇野市

TWIN ILLUMINATION　光の森のページェント

　国営アルプスあづみの公園冬の風物詩、イルミネーションイベントのご紹介です。
　堀金穂高地区では、「日本最長500ｍの光りのトンネル」が登場!!アルプスの草原や

　山並みを表現したイルミネーションの周囲を光のトンネルが囲い、
　まばゆいばかりのトンネルの中をうきうき楽しく歩きましょう。

11月3日（土・祝)～2019年1月6日（日）、
堀金・穂高地区のみ1月12日(土)～14日(月・祝)も開催　　点灯時間 16時～21時

国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区　※大町・松川地区でも同時開催

アルプスあづみの公園管理センター

●



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）

（E-ｍａｉｌ)

イベント 大町市

光の森のページェント

１１月３日（土・祝）～２０１９年１月６日（日）　16時～21時

　11月からアルプスあづみの公園では、「光の森のページェント」を開催致します。
　今年の大町・松川地区では、日本一の５００箇所の光のハートが夜の公園を装飾します。

　中学生以下は入園無料ですので、ぜひお気軽にご参加ください。
　（イベント体験料は別途必要です）

http://www.azumino-koen.jp/

長野自動車道「安曇野IC」から約40分

JR大糸線「信濃大町駅」または「信濃松川駅」よりタクシー約15分

アルプスあづみの公園（大町・松川）地区管理センター
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国営アルプスあづみの公園 「大町・松川地区」

大町・松川地区では、「日本最多５００個の光のハート」が登場！
光のハートがなんと！５００個！！ハートのイルミネーションの数も日本一です。
大小様々なハートが園内に散りばめられて、ほっこりと温かな気持ちになります。

◇開催日：11月3日（土・祝）～1月6日（日）
◇時　間：16：00～21：00
◇場　所：園内

アルプスあづみの公園管理センター【大町・松川地区】

〒398-0004　長野県大町市常盤7791-4

0261-21-1214

大人（15歳以上）450円、小人（小中学生）無料、シルバー（65歳以上）210円

0261-21-1212

yuhei-ono@prfj.or.jp

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] 北陸新幹線「軽井沢駅」「上田駅」乗り換え、

しなの鉄道 「田中駅」下車

※駐車場が少ないため、市役所発着（田中駅経由）のシャトルバスをご利用ください。

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://tomikan.jp/

（E-ｍａｉｌ) info@tomikan.jp

イベント 東御市

海野宿ふれあい祭

　旧北國街道海野宿で例年11月に行われる祭りです。時代衣装行列や人力車の運行、名物「くるみ
おはぎ」「ほうとう」の販売等々、内容は盛りだくさん。上田城・松代甲冑隊行進や真田氏の祖・海野氏
ゆかりの神社「白鳥神社」での浦安の舞などもあり、深まる秋の一日、江戸時代の雰囲気の中で地元
の皆さんとのふれあい、出会いを楽しみましょう。
　※当日、着物で巡る北國街道「海野宿」ツアーを実施します。上田市の「着物ゆたかや」で上田紬に
着替え、ふれあい祭りを着物でお楽しみいただきます。

１１月４日（日)　　10時～15時
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〒389-0592 長野県東御市田中279

0268-62-7701 0268-62-7702

海野宿

ふれあい祭り：無料、着物で巡る北國街道「海野宿」ツアー：11,000円

くるみおはぎ、甘酒、やきとり、特産品販売、樽酒や綿あめの無料サービス、短歌・俳
句・川柳のつどい、写真コンテスト展示、海野宿歴史民俗資料館・なつかしの玩具展
示館無料開放、野菜ほうとう・小豆ほうとう販売（10：30～、数量限定）
●その他のイベント
着物で巡る北國街道「海野宿」ツアーは、10月28日も開催します。
（ツアー）定員：8名
締切：10月21日（実施日10月28日）、10月28日（実施日11月4日）

（一社）信州とうみ観光協会

上信越自動車道東部湯の丸ICから約10分

（一社）信州とうみ観光協会

●



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）

（E-ｍａｉｌ) info-shiojirikanko@tokimeguri.jp

街道交流事業実行委員会事務局（（一社）塩尻市観光協会内）

〒399-0736　塩尻市大門一番町12番2号

0263-88-8722 0263-52-1548

イベント 塩尻市

こうじょかずのみやごげこうぎょうれつ

皇女和宮御下向行列

　和宮のお興入れの様子を再現する「皇女和宮行列」。幕末の激動期、ペリー来航から始まった開国
要求とそれに反対する尊皇攘夷の中で、公武一和のもと仁孝天皇の皇女・和宮(15)の14代将軍徳川
家茂(16)への降嫁が決まり、文久元年（1861）旧暦10月20日に京都を出発した行列は、中山道を一路
江戸へと向かい、11月4日には奈良井宿で御小休をとっていることが古文書に記録されています。
　華やかな衣装を身にまとった約６０名の行列が木曽平沢及び奈良井宿を練り歩く姿は、まさに時代
絵巻そのもの。往時の面影を色濃く残す奈良井宿での行列は必見。

１１月４日（日）　午前１１時～（雨天時はイベント内容を変更して開催）

中山道　木曽平沢（午前１１時から※約1時間）
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街道交流事業実行委員会（（一社）塩尻市観光協会内）

中央自動車道→岡谷JCT→塩尻IC→国道１９号→木曽平沢→奈良井宿

中山道　奈良井宿（午後２時から※約１時間）

無料　※観覧無料

ＪＲ中央本線特急→塩尻駅→木曽平沢駅→奈良井駅
※塩尻駅まで２時間４０分、塩尻駅→木曽平沢駅は２０分、木曽平沢駅→奈良井駅は２分

和宮行列が宿場を練り歩くほか、次のイベント等を開催します。
(1)オリジナル再現菓子「深秋の姫道中」の限定販売（有料）
 皇女和宮が御下向の道中にお召し上がりになったお菓子を現代風に再現し、限定
販売します。
(２)「和宮御膳」を味わう（有料、要事前予約）
 和宮が御下向の際に本山宿でお召し上がりになった夕食の献立を奈良井宿にアレ
ンジし、ご提供します。
(３)特産品などの販売（有料）
(４)中山道の難所「鳥居峠ウォーキング」（無料、要事前予約）（ガイド付き、参加記念
品有り）
(５)木曽檜箸づくり体験（有料）
(６)長野県伝統工芸品「奈良井の曲物」の製作実演（無料）
(７)木曽漆器伝統工芸体験（無料）（木曽堆朱の研ぎ出し、お六櫛 実演販売）

http://www.tokimeguri.jp/

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「塩尻駅」より徒歩0分　

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） https://tokimeguri.jp/

（E-ｍａｉｌ) info-shiojirikanko@tokimeguri.jp

イベント 塩尻市

「そば切り発祥の地」である塩尻市で、挽きたて打ち立ての新そばを味わってみませんか？
市内各店舗が塩尻駅前広場に日替わり出店します！

週末の土日は、信州塩尻発祥「そば切り＆山賊焼」と搾りたてのヌーボーワインも楽しめる！！
アクセスよし！価格もお手頃！この機会にぜひお立ち寄りください！

１１月１２日（月）～１８日（日）　１１時～１４時

塩尻駅前広場

信州塩尻新そばウィーク
～週末は塩尻発祥(うまれ）塩尻育ちを味わうイベント同時開催～
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信州塩尻そば切り物語実行委員会（（一社）塩尻市観光協会内）

○塩尻市内そば店が日替わりで手打ちそばを限定販売します！
・かけそば600円（予定）/120ｇ
・もりそば500円（予定）/120ｇ
※トッピングは別料金がかかります
※参加店舗は決定次第、ホームページに掲載します
※手打ちそばは売り切れ次第終了となります。

○週末の土日（17日、18日）は信州塩尻発祥の「そば切り＆山賊焼」と搾りたてのヌー
ボーワインも楽しめます！
17日、18日の山賊焼＆ヌーボーワインは１０時から１６時まで

各社のヌーボーを集め、１杯３００円　４枚つづり1,000円でチケット販売します。

長野自動車道「塩尻IC」から約10分　

信州塩尻そば切り物語実行委員会（（一社）塩尻市観光協会内）

長野県塩尻市大門一番町12-2 えんぱーく４階

　0263-88-8722 0263-52-1548

●



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」よりタクシー約12分　

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ） 026-245-9768　

自家栽培そば粉を使用し打ち立て茹で上げの香り豊かなそばを
一人前400円で限定350食、限定販売します。
※そのさとホールにて11時15分より開場しそば引換え券を販売
※11時30分よりそば引換開始＜引換券番号でお呼びします＞
※セルフサービスになります。
※地場産品の販売（おやき、おでん、そばだんご、地元の農産物、須坂の銘菓など）
●新そば祭り当日のみのお問合せ（電話）026-248-2350
●会場住所：須坂市大字豊丘1023-1

豊丘地域づくり推進委員会（豊丘地域公民館）

上信越自動車道「須坂長野東IC」から約20分　
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イベント 須坂市

第25回信州須坂とよおか　新そば祭り

須坂の郊外にある豊丘地区は自然豊かな地域。そこで秋の味覚の新そばを楽しみませんか。
自家栽培そば粉を使用し打ち立て茹で上げの香り豊かなそばを限定販売！

また地元のおでん、おやき、ブルーベリー加工品、
須坂の銘菓、そばアイス、そばだんご、地元野菜などの販売もあります。

美味しいものがいっぱいです。是非ご賞味ください！

１１月２３日（金・祝）　　11時30分～　※限定350食

豊丘活性化施設 そのさとホール

豊丘地域づくり推進委員会（豊丘地域公民館）

〒382－0022 長野県須坂市大字豊丘1074-1

　026-245-9768　

●



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） http://www.nagano-cci.or.jp/ebisukou/

（E-ｍａｉｌ) ebisukou@nagano-cci.or.jp

JR「長野駅」東口より徒歩20分、またはシャトルバスで約10分

長野市　長野大橋西側・犀川第２緑地

※会場周辺に駐車場はございません。無料臨時駐車場（長野地方卸売市場・真島臨時駐
　 車場・エム ウェーブの3箇所）からシャトルバスをご利用ください。
   片道大人400円・小人200円
※16～21時会場周辺は交通規制があります。

●打上げ数　12,000発以上
●全国十号玉新作花火コンテスト
●音楽と花火のコラボレーション「ミュージックスターマイン」
●八号玉100連発特大ワイドスターマイン　　など

長野えびす講のイベント
　〈西宮神社〉　奉納江戸里神楽　11月18～20日、宵えびす　11月19日
　　　　　　　　　 本えびす(例大祭）　11月20日

長野商工会議所・長野商店会連合会

上信越道「長野IC」から約15分

無料（有料観覧席あり・詳しくは長野えびす講煙火大会HPをご覧ください）
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長野商工会議所

〒380-0904 長野市七瀬中町276

　026-227-2428 026-227-2758

イベント 長野市

第113回長野えびす講煙火大会

長野えびす講煙火大会は、全国でも珍しい晩秋の花火大会です。
絢爛豪華な花火が秋の澄んだ夜空を彩ります。

また、同時開催の「全国十号玉新作花火コンテスト」も人気です。
夏とは違った雰囲気の花火をお楽しみください。

１１月２３日（金・祝)　１８時打上開始（雨天決行）

●



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小海線・しなの鉄道「小諸駅」より徒歩約3分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

上信越自動車道「小諸IC」から約5分

イベント 小諸市

小諸市児童遊園地感謝祭

　　　　　小諸城址懐古園に併設するレトロな遊園地。
　　　　　日頃ご利用いただいているお客様に感謝の意を込めて遊園地感謝祭をおこないます。
　　　　　感謝祭期間中は、500円で乗り物が一日乗り放題！
　　　　　12月～3月中旬まではクローズとなりますので、この機会に思う存分楽しんでください。

１１月２３日（金・祝）～２５日（日）　9時30分～16時30分

小諸市児童遊園地（小諸城址懐古園内）
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http://www.city.komoro.lg.jp/category/institution/kouen/kaikoen/

▼感謝祭期間中は「遊具一日乗り放題パスポート（500円）」購入で乗り放題！
　（定置式遊具、バッテリーカーは別途有料となります。）

▼露店の出展もあります。

▼「小諸城址懐古園」「小諸市動物園」も隣接していますので、ファミリーで
　　一日楽しめます。
　（小諸城址懐古園、小諸市動物園へは別途入園料が必要となります。）

入場無料、遊具一日乗り放題パスポート500円

kaikoen@city.komoro.nagano.jp

小諸市懐古園事務所

〒384-0804 小諸市丁311

0267-22-0296 0267-25-0296

小諸市懐古園事務所

●



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「湯田中駅」下車 バス約60分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.shigakogen.gr.jp/

（E-ｍａｉｌ) info@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

　18のスキー場で極上のパウダースノーを味わえる「日本最大級のスノーリゾート 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。

12月1日（土）　10時～12時

志賀高原 焼額山スキー場（志賀高原プリンスホテル西館）
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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。
その他豪華ウィンター用品などが当たるお楽しみ抽選会やお得な特別割引リフト券
の販売、フードコーナーの出店等を予定しております。
※内容は変更になる場合があります。

10：00安全祈願祭
10：25フラッグ滑走
10：45開会宣言
11：00サービスコーナーオープン・抽選券販売開始（1枚200円、1回10枚）
11：05デモンストレーション滑走
※志賀高原観光PRキャラクターおこみん・大蛇滑走
志賀高原保育園・山ノ内町東小学校・山ノ内中学校・SAJ志賀高原スキー学校
SIA志賀高原スキー学校
11：30抽選会開始
12：15閉会

スキー場開き祭特別共通リフト券（12/1・2のみ有効）
1日券　12歳以上2900円　小学生まで1500円
2日券　12歳以上3800円　小学生まで1900円
※2日券の販売は12/1のみ

0269-34-2404 0269-34-2344

志賀高原観光協会

上信越自動車道「信州中野IC」から60分

志賀高原観光協会

〒381-0401山ノ内町志賀高原蓮池 志賀高原総合会館98内

●



 

長野県大阪観光情報センターからのお知らせです。 

 

 

 長野県大阪観光情報センターでは、長野県観光ＰＲや県産品の物産販売展の開催や支援をして

おります。 

11 月以降の開催予定は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日 時  平成 30 年 11 月 17 日（土）～18 日（日） 

２ 場 所  吹田市古江台「dios 北千里」 

３ 主 催  在阪関東ブロック連絡協議会 

４ 内 容  長野県のほか、群馬県、栃木県、新潟県、山梨県、静岡県、茨城県の 

特産品の販売と観光ＰＲ。 

 

 

 

 

 

 

１ 日 時  平成 30 年 12 月６日（木）11：00～17：00 

～７日（金）11：00～17：00 

２ 場 所  大阪駅前第一ビル８、９階 各県事務所 

３ 主 催  大阪駅前第一ビル連絡協議会 

４ 内 容  大阪駅前第一ビルに入居する長野県を含む 14 県の特産品の販売と 

観光ＰＲ。アルクマも登場予定！  
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“魅力いっぱい”関東甲信越静７県の観光物産展 

ふるさとの観光と名産品まつり 
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