お・す・す・め！

長野県観光PRキャラクター
「アルクマ」

佐久地域では、このほかにもたくさんのイベントが行われます♪ くわしくは市町村や観光協会のホームページをご覧ください。

月 日

イ ベ ン ト 名

開催地

問合せ先

佐久市/
子ども未来館

佐久市子ども未来館
TEL.0267-67-2001

女神湖ザゼンソウ祭り

ザゼンソウは、ミズバショウと同じく湿地帯に咲く春
の花です。僧侶が座禅を組む姿に見えることが名称の由
来とされ、ダルマソウとも呼ばれます。
白樺高原の女神湖畔の遊歩道沿いには、毎年約500株
ものザゼンソウが咲き誇ります。湖畔の女神湖センター
では、甘酒のふるまいや自慢のソフトクリームを特別価
格で販売する予定ですので是非お出かけください♪

立科町/
女神湖

女神湖センター
TEL.0267-55-6210

松原湖高原 山菜採り
（要予約・有料）

小海町町民または小海町に宿泊者・別荘利用者限定。
山菜採り名人が、コゴミ・タラノメ・ゼンマイ等の山菜
採りにご案内します。

小海町

松原湖観光案内所
TEL.0267-93-2005

☆信濃路自然遊歩道ハイキング

○散策コース＝軽井沢駅→峰の茶屋→小瀬温泉→軽井沢
駅（約７㎞）
○ハードコース＝軽井沢駅→峰の茶屋→個浅間山→小瀬
温泉→軽井沢駅（約12㎞）

軽井沢町/
信濃路自然遊歩道

草軽交通㈱
TEL.0267-42-2441

軽井沢若葉まつり

新緑の軽井沢でハイキングや野鳥観察の集いなど、ス
ポーツや自然と親しめるイベントを町内各地で開催しま
す。

軽井沢町/
各地

軽井沢町観光経済課
TEL.0267-45-8579

～6月15日（日）
〔放映時間：各45分〕

※詳しい時刻は
お問い合わせ下さい
※団体予約優先
※休止あり

「ワンピース ザ プラネタリウム」

＆
「星の王子さま」

4月上旬～5月上旬
※詳しい開催時期は
お問い合わせ下さい

４月12日（土）
～６月の土・日・祝日

4月29日（火・祝）
～6月8日（日）

4月29日（火・祝）
～6月15日（日）

5月3日（土・祝）

5月3日（土・祝）
～5日（月・祝）

☆軽井沢野鳥観察の集い

佐久鯉まつり

内

容

☆･･･「信州の山」に関する行事

〔ワンピース〕
ルフィ率いる麦わらの一味が、プラネタリウムを観に
来た観客と一緒に星空を大航海！四季の星座や宇宙の神
秘を麦わらの一味の大冒険に重ねあわせて紹介します。
〔星の王子さま〕
サン＝テグジュペリが描いた永遠の名作「星の王子さ
ま」がプラネタリウムに登場します。主人公が王子さま
との出会いで見つけたものとは？あなたも目には見えな
い大切なものを探しに行きませんか。

軽井沢町/軽井沢野
新緑の芽吹く早朝の軽井沢野鳥の森で野鳥の観察を行
軽井沢町観光経済課
鳥の森（ピッキオビ
います。
TEL.0267-45-8579
ジターセンター前）

端午の節句の「鯉のぼり」と古い歴史をもつ名産「佐
久鯉」をかけ、子どもの健やかな成長と市の繁栄を祈っ
たお祭りです。
特設ステージでの伝統芸能等の催し物のほか、様々な
お店が出店されます。また佐久鯉マラソンなどのスポー
ツイベントも開催されます。

佐久市/
千曲川スポーツ交流
広場
ほか

佐久鯉まつり
実行委員会事務局
TEL.0267-62-3285

ゴールデンウィークの風物詩として定着している佐久
バルーンフェスティバルは、今年で22回を数えます。
佐久市観光協会
佐久市/
5月3日（土・祝）
全国各地からトップクラスのパイロットが集結し、佐
（佐久市役所観光交流
佐久バルーンフェスティバル2014
千曲川スポーツ交流
～5日（月・祝）
久の空を色とりどりの熱気球でうめつくします。
推進課内）
広場
また、熱気球の係留体験や親子で楽しめる体験イベン
TEL.0267-62-3285
トが開催されます。

5月4日（日）

5月10日（土）

佐久鯉マラソン大会

☆浅間山開き
※浅間山登山規制により変更有り

子どもの健やかな成長と健康を祈る「佐久鯉まつり」
に合わせて行われるマラソン大会です。
佐久市/
佐久鯉マラソン大会運営
初夏の浅間山を臨みながら、新緑の中を駆け抜ける爽
駒場公園多目的グラ
委員会事務局
快感は格別です。
ウンド
TEL.0267-62-3285
ファミリーの部～シニアまで全世代が楽しめます。距
離も2㎞～10㎞とお手頃なのが魅力的です。

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「火山館
コース」より記念登山を行います。新緑の樹林帯を抜け
ると活火山「浅間山」ならではの大パノラマが広がりま
す。

小諸市/浅間山
天狗温泉より入山

小諸市観光協会
TEL.0267-22-1234

月 日
5月10日（土）
～６月30日（月）
※水曜日を除く

5月10日（土）
～６月30日（月）

イ ベ ン ト 名

内

容

5月17日（土）
・24日（土）

5月18日（日）

5月18日（日）

5月18日（日）

5月18日（日）
・6月14日（日）
・9月 7日（日）
・10月26日（日）

５月18日（日）

5月25日（日）

5月25日（日）

5月27日（火）

５月31日（土）
・6月１日（日）

問合せ先

駅からハイキング
信州中山道を往く（2）
映画の舞台「追分宿」探訪

話題の映画「風立ちぬ」の舞台を訪ねて、文人・知識
人たちが住んだ場所を探訪するハイキング。数多くの文
人・知識人たちが愛した散歩道を歩きましょう。
※受付場所：軽井沢駅内観光案内所

軽井沢町/
軽井沢駅～

駅からハイキング事務局
TEL.03-5719-3777

駅からハイキング
アート水色（すいしょく）の道
芸術のかほりにつつまれて
塩沢～風越公園コース

新緑深まる軽井沢の自然と芸術を楽しみながら文化を
感じるゆったりしたひと時を。芸術の香り高いコースを
歩きながら心身共に癒され軽井沢の文化を感じてみませ
んか。
※受付場所：軽井沢観光案内所（中軽井沢駅・くつか
けテラス内）

軽井沢町/
中軽井沢駅～

駅からハイキング事務局
TEL.03-5719-3777

小諸市/
信州青少年の家
・車坂峠

小諸市観光案内所
TEL.0267-22-0568

標高1,975.3m車坂峠を目指して標高差1,000mをの
ぼるヒルクライム自転車大会。信州小諸・浅間山の大自
第１０回
然を満喫！！高峰高原のカラマツやシラカバの森を抜
５月11日（日） サイクリングフェスティバルあさま
け、チェリーパークラインの大パノラマ展望の絶景を眺
車坂峠ヒルクライム
める峠道を自転車で。ロードレーサー、ＭＴＢによるヒ
ルクライム挑戦！

５月11日（日）

開催地

☆どんぐり返し（植樹祭）

子どもたちが広い集めたドングリ・トチの実の苗木を
軽井沢の山に植樹します。

軽井沢町/
町内の国有林

軽井沢町教育委員会
TEL.0267-45-8695

芽吹きの軽井沢を歩こう

芽吹きの季節、すがすがしい風の中を軽井沢観光ガイ
ドと一緒に歩きましょう。
①旧軽井沢ロータリー～雲場池方面
②旧軽井沢銀座～ショー記念礼拝堂方面
※参加料：無料 所要時間：１時間程度

軽井沢町/
集合：旧軽井沢
ロータリー（交番
前）

軽井沢観光協会
TEL.0267-41-3850

臼田小満祭・佐久総合病院祭

五穀豊穣、商売繁盛を祈願する稲荷神社のお祭り。
小満太鼓の上演、キツネの嫁入り道中などを開催。同時
に佐久総合病院祭も行う予定です。

佐久市/
佐久市臼田地区

星の郷 八ヶ岳 野辺山高原
100kmウルトラマラソン

日本全国から集まった2,000名以上のランナーが八ヶ
岳山麓を駆け抜けます。
大会名物である未舗装の林道トレイルやアップダウン
小海町、北相木村、
南牧村役場産業課
のあるこの日本屈指のタフなコースは「野辺山100km
南相木村、南牧村、
（ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝ事務局）
を制するものはウルトラを制す」と言われるほど、ウル
川上村
TEL.0267-96-2211
トラランナーに愛されています。
普通のフルマラソンではもの足りない！という方は是
非挑戦してください！ 感動をあなたに！

佐久市臼田支所経済建設係

TEL.0267-82-3111

第２回浅間しゃくなげ公園まつり

御代田町塩野の「真楽寺」に隣接する『浅間しゃくな
げ公園』にご当地キャラクターが大集合します。辺り一
面に咲き誇るしゃくなげを鑑賞しながら、御代田町の美
味しい料理とご当地キャラクターイベントを堪能しま
しょう。

御代田町/真楽寺、
浅間しゃくなげ公園

御代田町観光協会
TEL.0267-32-3111

中山道の宿場と街道を歩こう

中山道芦田宿から笠取峠・和田峠を越えて下諏訪宿へ
歩くツアー。このツアーでは普段一般には公開されてい
ない「芦田宿本陣土屋家」と長久保宿の「釜鳴屋竹内
家」（長和町指定文化財）を特別に見学する予定です。

立科町、長和町/
中山道エリア

信州・長和町観光協会
TEL.0268-68-0006

軽井沢ハーフマラソン２０１４
第29回ロードレースin軽井沢
震災復興支援チャリティー大会

旧軽井沢・南ヶ丘・中軽井沢・新軽井沢を周遊し、新
緑あふれる軽井沢を満喫できます！

軽井沢町/
町内各地

軽井沢ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ大会事務局

第42回 信州川上郷
山菜まつり

毎年恒例、川上村の山菜まつりを今年も開催します。
特設売店では、山菜の販売のほか、山菜を使ったてんぷ
らや岩魚の塩焼き、名物川上そばを食べることができま
す。また、メインステージでは、歌謡ショーやお笑い
ショーなどをお楽しみいただけます。どうぞ、川上村の
春を感じに、新緑に囲まれた高原へ足をお運びくださ
い。

川上村/原
高登谷高原
（タカトヤコウゲ
ン）

☆北八ヶ岳苔の森開き

日本の貴重なコケの森に選ばれた北八ヶ岳の「苔の
森」の大切さを、地元の方をはじめ全国の多くの方々に
北八ヶ岳苔の会事務局
知っていただくための年の初めの行事です。
佐久穂町/
青苔荘
当日は神事を行うほか、自然への関心や理解を深める 白駒の池有料駐車場
TEL.090-1423-2725
場として苔の会メンバーによる無料の「苔の観察会」が
開催されます。

TEL.026-236-3371

山菜まつり実行委員会
事務局

TEL.0267-97-2121

☆佐久地区森林祭(植樹祭）

森林、林業への理解を深めてもらい、地域の緑化及び
森林資源の整備を図るため地域住民参加による森林祭を
実施します。

南牧村

TEL.0267-63-3153

第13回ジーロ・デ・軽井沢

軽井沢万平ホテルをメイン会場として、一般公道を走
るクラシックカーによるタイムラリー、ヒルクライム。
新緑の美しい軽井沢、浅間山麓周辺を２日間で約３５０
キロを走ります。

軽井沢町/
町内各地

ジーロ・デ・軽井沢
実行委員会
TEL.0267-45-4271

佐久地方事務所林務課林産係

