長野県観光PRキャラクター
「アルクマ」

月 日

イベント名

9月12日(土)
～10月18日(日)

牧野伸英展

内

容

開催地

今回の展示は、これまで院展に発表してきた作品を中心に
34点展示します。詩情豊かな作品をこの機会にどうぞお楽し
みください。
市立小諸高原美術館･
■入館料：高校生以上500円（400円）/小中学生250円
白鳥映雪館
（200円）※（）は30名以上の団体。
（小諸市）

問合せ先

小諸市教育委員会
生涯学習課
TEL 0267-22-1700

http://www.city.komoro.lg.jp/newsinstitution/2015082600121/

9月12日（土）
～11月3日（火）
9:30～17:00
休館日：木曜日

2015年秋の企画展テーマは「宇宙開発」。油井宇宙飛行
士が打ち上げの際に着用したものと同型の宇宙服を展示しま
す。また、宇宙開発に関する模型等も多数展示。
川上村出身で第44次/45次長期クルーとして国際宇宙ス
知ろう！宇宙開発 テーション（ISS)に長期滞在中の油井亀美也宇宙飛行士の応
援コーナーも設置します。
※入館料のみで見学できます。

佐久市子ども未来館
（佐久市）

佐久市子ども未来館
TEL 0267-67-2001

八千穂高原自然園
（佐久穂町）

佐久穂町役場産業振興課
商工観光係
TEL 0267-88-3956

・駒場公園佐久創造館
・佐久市立近代美術館
・佐久市立中央図書館
・家畜改良センター
長野支場

佐久商工会議所
TEL 0267-62-2520

http://kodomomiraikan.jp/index.php

10月2日(金)
～10月12日(月･祝)
17:00～20:00

10月3日（土）
～10月4日（日）

八千穂高原は、日本一美しい白樺群生地です。期間中は、
夕暮れとともに、ライトアップがされていきます。
八千穂高原自然園
色鮮やかなモミジやナナカマドが白樺林に映え、黄金に輝
ライトアップ
く針葉樹が見事なこの時期。この自然一杯の中でゆっくりと
した時間を過ごしましょう。
■料金：大人(16歳以上)300円/小人(小中学生)150円

ぞっこん！
さく市

佐久平の文化や風土、地元にある技術・素材を活かした展
示・販売が行われます。実演や体験を通じて、地域の産業振
興を図ることを目的に開催している総合イベントです。
http://www.sakucci.or.jp/list/?p=1409

10月3日（土）
～10月4日（日）

10月4日（日）
10：00～

10月4日(日)
10:00～15:00

10月9日(金)
～10月11日(日)
※雨天決行

「もっともっと エコするこころ、科学するこころ」をテー
マに、環境に関する製品、技術、活動を紹介し、身近な環境
について考えるイベントです。
2015環境フェア
ソーラーミニカーや燃料電池ミニカー、木の枝など自然の
in 佐久
物を使った工作会、カラマツ薪ストーブやハイブリッド車、
電気自動車ＣＯＭＳ、燃料電池自動車ＦＣＸクラリティな
ど、エコに関する展示を行います。

女神湖感謝祭

秋の紅葉と立科の食を楽しむ感謝祭です。豚汁や丸焼き豚
のふるまいをはじめ、りんごの長皮むき大会やおにぎり早食
い競争などイベント盛りだくさんです。
秋の白樺高原に遊びに来てください。

小諸の新たな食文化（Ｆｏｏｄ）の開発や地域性（風土）
の掘り起し、そして街歩き（Ｆｏｏｔ）を目的として毎年秋
第21回
に開催される「信州ふーどまつり」。市役所新市庁舎も完成
信州小諸ふーどまつり
した小諸の市街地に楽しい空間が登場し賑わいます。ご家族
でお越しください。
小海町単独でOSJシリーズ100マイルレースが、八ヶ岳東
OSJ
部小海町松原湖周辺から稲子湯周辺にかけて開催されます。
トレイルランニング 32kmを5周回と選手には厳しいコースです。
レース
http://www.powersports.co.jp/osjtrail/15_kou
KOUMI100

長野県佐久地方事務所環境課
家畜改良センター長野
（豊かな環境づくり佐久地域
支場ふれあい広場
会議事務局）
（佐久市）
TEL 0267-63-3166

白樺高原
蓼科牧場ゴンドラ
乗り場前お祭り広場
（立科町）

（一社）
蓼科白樺高原観光協会
たてしなイベントがかり
＠蓼人会
TEL 0267-55-6654

小諸市相生町通り
藤村プロムナード
ほんまち町屋館
（小諸市）

信州小諸ふーどまつり
連絡会(小諸商工会議所内)
TEL 0267-22-3355

松原湖周辺から
稲子湯周辺
（小海町）

松原湖観光案内所
TEL 0267-93-2005

権現山運動公園
～女神湖
（立科町）

立科町教育委員会
TEL 0267-56-2311

松原湖高原
（小海町）

小海町役場観光係 (事務局)
TEL 0267-92-2511

小海町農産物
加工直売所
（小海町）

小海町役場産業建設課
TEL 026７-92-2525

mi100/race.htm

10月10日（土）

10月10日（土）
～10月12日(月)

標高700mから1500mまでの紅葉の高原をゆっくりと楽
女神湖歩け歩け大会 しむ大会です。
■参加費：500円
松原湖高原で行われる日本唯一のマウンテンバイク24時間
耐久レースです。台風が来ても耐久レースは開催します！
マイティデューロ ＜プログラム予定＞
･MTB24時間耐久 10月10日(土)受付、検車、試走、マイティデューロイブ
10月11日(日)8:00スタート
レース
10月12日(月)8:00フィニッシュ
http://www.bike-joy.com/MD23th.htm

10月11日（日）

10月11日(日)
9:30～14:30

秋の直売所祭

地場産の天然きのこ（松茸、ハナイグチなど）をお値打ち
に販売します。
また、新そばの実演販売やそば粉を使用したそばまんじゅ
うも販売。わたあめ、ポップコーンのサービスもありますの
で、お誘い合わせてお出かけください。

出展ブースでは地元の特産品の販売はもちろん、地元なら
ではのグルメが味わえます。毎年恒例の丸太切り大会など楽
八千穂高原紅葉祭
しいイベントも盛りだくさんです。高原の秋と美味しい味覚
を満喫してください。

八千穂レイク周辺
（佐久穂町）

佐久穂町観光協会
TEL 0267-88-3956

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♪詳しくは市町村や観光協会、またはさわやか信州旅.netのホームページをご覧ください。

長野県観光PRキャラクター
「アルクマ」

月 日

イベント名

10月11日（日）

中山道塩名田宿
宿場祭り

内

容

千曲川の目の前に広がる河川交通の要衡であった塩名田宿
で行われる祭り。石畳がつづく宿場の中で太鼓演奏や民謡流
しなどが開催されます。
http://www.city.saku.nagano.jp/kanko/townguide/event/syu
kubamaturi.html

10月17日(土)
12:00～21:00

開催地

問合せ先

中山道塩名田宿
お滝通り
（佐久市）

佐久市観光協会
浅科支部
TEL 0267-58-2001

今年で４回目を迎える「手ぶらde星空観賞会」は、国立天
文台スタッフによる講演会や長野県で活動するアーティスト
のライブ＆パフォーマンス等、昼も夜も楽しめる企画が満載
南牧村野辺山高原
手ぶらde星空観賞会 です。星空の聖地野辺山へ満天の星を見にお越しください。
(ベジタボール･ウィズ)
(日本三選星名所)
■参加費：無料（一部有料で要事前申込み）
（南牧村）
※男性のみの参加不可

南牧村観光協会
「手ぶらde星空観賞会」
事務局
TEL 0267-98-2091

http://www.kanko-nobeyama.jp/sora_girl/index.html

10月18日（日）
開場/14：00
開演/15：00

天文学者が選ぶ日本で一番綺麗な星空ベスト３に選ばれた
沖縄県石垣市、岡山県井原市美星町、南牧村が一堂に会し星
空サミットが開催されます。
南牧村の星空観光への取り組みの発表や天文関係の講演会
第３回日本三選星名 等が行われます。
所星空サミット
■入場無料、事前申込み制(応募者多数の場合は抽選)
■定員100名
※お申込みは下記URLよりお願いします。

八ヶ岳高原音楽堂・
八ヶ岳高原ロッジ
（南牧村）

日本三選星名所
・星空サミット実行委員会
TEL 0267-96-2２１１

小諸城址「懐古園」
（小諸市）

小諸市懐古園事務所
TEL 0267-22-0296

松原湖高原
スケートセンター
（小海町）

小海町産業建設課観光係
TEL 0267-92-2525

旧中山道界隈
（立科町）

「たてしなの中山道を歩く」
実行委員会
（立科町役場 総合政策課
内）
TEL 0267-56-2311
内線 282

佐久総合運動公園陸上
競技場から佐久スキー
ガーデンパラダ（北）
（佐久市）

佐久市
ハーフマラソン大会事務局
TEL 0267-62-2020

マンズワイン小諸
ワイナリー
（小諸市）

マンズワイン小諸ワイナリー
TEL 0267-22-6341

佐久スキーガーデン
パラダ（北）
（佐久市）

佐久市観光協会
TEL 0267-62-3285

南相木ダム周辺
（南相木ダム）

南相木村役場振興課産業係
TEL 0267-78-2121

http://kanko-nobeyama.jp/star_summit/

10月17日(土)
～11月22日(日)
8：30～17：00

10月18日(日)
9:00～14:00

日本100名城のひとつ、紅葉の名所「小諸城址懐古園」で
開催します。期間中は各種イベントが盛りだくさんです。苔
むした石垣の緑と黄、橙、朱に染まる紅葉した園内のケヤキ
懐古園紅葉まつり やモミジ、カエデなどの樹々とのコントラストをお楽しみく
ださい。※例年の見頃・・・10月中旬～11月上旬
■懐古園散策券 大人300円・中学生以下100円
懐古園共通券 大人500円・中学生以下200円
8kmと6kmの2コースがあります。8kmコースは松原湖の
遊歩道を紅葉を味わいながら歩くコース。6kmコースは八ヶ
小海町紅葉ウォーク 岳を正面に見ながらのコース。
■料金：大人：1,000円/中学生以下：無料
http://www.koumi-town.jp/office/files/pdf/kouyouulo-ku.pdf

10月18日(日)
9:20～15:30

木々が鮮やかに染まる秋、「信州たてしな」の中山道を歩
くイベントです。笠取峠の松並木から芦田宿、さらには茂田
中山道ウォーキング 井間の宿へと続く道のりを、自然や歴史を目で、耳で、肌で
inたてしな
感じながら散策します。
http://www.town.tateshina.nagano.jp/topic/001597.html

10月18日(日)
※雨天決行

今大会よりコースが変更となり、佐久総合運動公園陸上競
技場より発着となります。また、小学生の1.5ｋｍの部が新
設され、ハーフの部の関門時間が30分延長され、2時間30
第25回佐久市
ハーフマラソン大会 分になりました。
http://www.city.saku.nagano.jp/kyoiku/sports/taikai_kyoshits
u/hahumarason.html

10月24日(土)
～10月25日(日)
9:00～16:00

海外コンクールでも数々の受賞歴を誇るワイナリーの収穫
祭。ワイナリー敷地内のブドウ畑の横でワインの試飲やおい
しいフードを楽しみましょう。
マンズワイン小諸
期間中は普段公開していない地下セラーで、ワイナリーが
ワイナリー収穫祭 誇る「ソラリス」の有料試飲ができます。
■入場料:無料
http://www.mannswine-shop.com/winery/komoro/

10月25日（日）

10月25日（日）

第38回平尾山
もみじ祭り

佐久鯉太鼓や園児によるおゆうぎといったステージ発表の
ほか、フリーマーケット、炭火バーベキューやマス釣り大会
など開催します。

日本一標高の高い場所（1,532ｍ）にあるダムで紅葉を眺
めながらウォーキング。爽やかな秋の一日を満喫できます。
南相木ダムふれあい 10キロ、5.5キロの２コースを用意。
■参 加 費：500円（小学生以下無料）
ウォーク'15
■募集期間：9/19～10/9
http://www.minamiaiki.jp/

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♪詳しくは市町村や観光協会、またはさわやか信州旅.netのホームページをご覧ください。

