長野県PRキャラクター
「アルクマ」

月 日

イベント名

10月5日(金)

さくほジーバ共和国
ネイチャーガイドと
紅葉の白樺林を
散策！

内 容
【内容】 八千穂高原・自然園で集合 → ネイチャーガイドの上原さんと紅葉
や山野草を訪ねて自然園(或いは八千穂レイク付近)を散策 → 自然園内の
ロッジ八ヶ嶺で山女魚の丼のランチ → 現地解散

開催地

問合せ先

八千穂高原の畑
(佐久穂町)

さくほジーバ共和国
代表:力武(リキタケ)
TEL 090-9247-5711

日本百名山に数えられる浅間山(前掛山)の山頂を目指しませんか！？3年ぶ
りに噴火警戒レベルが引き下げられ、待望の前掛山までの登山が解禁となりまし
た。是非この機会に、仲間と楽しく登頂を目指しませんか？Jバンドを周遊、前掛
山を目指し、天狗温泉浅間山荘へ下ります(車坂峠までバス利用)。
■コース概要
6:00高峰高原ビジターセンター→黒斑山→Jバンド→前掛山→火山館→天
狗温泉浅間山荘→バス乗車→高峰高原ビジターセンター(17:00解散予定)
(集合・解散)
▼食事:朝× 昼○ 夜×
高峰高原ビジターセンター
▼参加者特典
(小諸市)
○ほっこり手作りスタンプラリー
○特性おにぎり弁当＆温泉入浴券付
○「浅間山登頂証明書」の発行(希望者)
▼最少催行人数:7名、定員20名
▼参加費:一般6,800円(税込)
※こもろ観光局のプログラムに参加したことがある方はリピート割で参加費から
1,000円割引

(一社)こもろ観光局
TEL 0267-22-1234

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に開催される「信州小諸ふーどまつり」。買い物や食
べ歩き、各種ステージイベントに大勢の人で賑わいます。
■内 容
・飲食店によるフードコート(こもろん味噌焼そば/そばイベント)
・地場食材を使用した手づくり加工品の販売(小諸まちなかマルシェ)
・参加団体によるイベントや出店(出張ちびっこ動物園)
・同時開催イベント
北国街道小諸宿 骨董・蚤の市、 こもろ軽トラック市、 ＫＯＭＯＲＯ Ｃ
ＡＲｎｉｖａｌ(コモロカーニバル)
などなどイベント多数！

小諸駅前相生町通り・
藤村プロムナード・
はんまち町屋館・
小諸市庁舎前ほか
(小諸市)

小諸商工会議所
TEL 0267-22-3355

10月6日(土)
9:00～16:00
(競技 10:30
～14:30)
雨天決行
荒天中止

小諸市内にあるアニメ・マンガの舞台をめぐり写真を撮影しながら、小諸のグルメ
を食べてポイントを稼いで競うイベントです。自転車で高得点を狙うも良し、普段
自転車乗らないけど電動アシスト自転車でガチ勢と競うも良し、徒歩で食い倒れ
舞台めぐりサイクル＆ するも良しのミックスガチンコバトル！
■KOMOROGAINING(コモロゲイニング)とは？
ウォーキング
チェックポイントを制限時間内で多く巡り、獲得した合計得点を競うスポーツ「ロ
KOMOROGAININ
ゲイニング」。 チェックポイント通過の証明に目印を撮影する長野県小諸市を
G
フィールドにしたイベントの総称です。
(コモロゲイニング) ▼参加申込締切 9月25日(火)(応募はスポーツエントリーから！)
▼参加定員 200名
▼参加料金 おひとり3,800円(保険料含む)
キャラクターサイクルウェア推奨のイベントです！

受付:小諸城
大手門公園
(小諸市)

(一社)こもろ観光局
TEL 0267-22-1234

10月6日(土)
～8日(月)

OSJトレイルランニング 小海町単独でOSJシリーズ初の周回による100マイルレースが、八ヶ岳東部小
海町松原湖周辺から稲子湯周辺にかけて開催されます。32kmを5周回と選手
レース
には厳しいコースです。
KOUMI100
料金:22,000円から

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

10月6日(土)
6:00～17:00予定

10月6日(土)
10:00～15:00

10月12日(金)
～14日(日)

10月7日(日)
9:00～15:00

10月13日(土)
～14日(日)
12:30～翌11:30

10月13日(土)
10:00～13:30

はろー浅間山
(前掛山)登山
【浅間山・外輪山
周遊コース】

信州小諸
ふーどまつり

北八ヶ岳小海・
星と自然のフェスタ
2018

星の観察会、勉強会、講演会など各種メーカーが大集合。イベントブースには
地元特産品をはじめ、メーカーのブースが多数出展します。

小海リエックスホテル
(小海町)

小海町産業建設課観光係
TEL 0267-92-2525

八千穂高原紅葉祭

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

北八ヶ岳苔の会
(佐久穂町)

北八ヶ岳苔の会
麦草ヒュッテ
TEL 090-7426-0036

小海リエックスホテル
(小海町)

小海町産業建設課観光係
TEL 0267-92-2525

北八ヶ岳
苔の森観察会

小海町紅葉ウォーク

白駒の池周辺は、一面の緑の苔に覆われた神秘的は原生林「苔の森」
美しい苔の世界の観察会です。 専門の講師がご案内いたします。
■参加費:大人15,000円 小学生10,000円(1泊2日懇親会費含む)
■要予約

標高1450mの高原にある小海リエックスホテル、その周辺を歩くウオーキング
コースです。爽やかな高原の空気と白樺林が美しいです。
■料金:大人:1,000円、中学生以下:無料

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PRキャラクター
「アルクマ」

月 日

イベント名

内 容

開催地

問合せ先

うすだスタードーム
(佐久市)

佐久地域振興局
商工観光課
TEL 0267-63-3157

10月13日(土)
19:30～21:00
雨天決行

SAKU星空観賞会
秋物語

～「アルクマと一緒に佐久の夜空を楽しみませんか～
内容:～皆さんとアルクマで一緒に～
うすだスタードーム職員による秋の夜空のお話
60cm反射望遠鏡、双眼鏡などで星空観賞 など
参加費:無料

10月中旬予定

さくほジーバ共和国
花豆を収穫し、
美味しい煮豆を
つくりましょう！

【内容】午後1時30分に「やちほ夢の森」で集合 → 標高９００ｍのジーバ
共和国の畑で花豆を収穫 → 近くの施設に移動し花豆を煮豆に。ホットケーキ
にも入れて食べましょう → 午後４時頃、現地解散 ※お持ち帰り用花豆
200gつき

八千穂高原の畑
(佐久穂町)

さくほジーバ共和国
代表:力武(リキタケ)
TEL 090-9247-5711

はろー浅間山
(前掛山)登山
【浅間山コース】
(中級)

日本百名山に数えられる浅間山(前掛山)の山頂を目指しませんか！？3年ぶ
りに噴火警戒レベルが引き下げられ、待望の前掛山までの登山が解禁となりまし
た。是非この機会に、仲間と楽しく登頂を目指しませんか？
■コース概要
8:00天狗温泉浅間山荘→火山館→前掛山→火山館→天狗温泉浅間山
荘(16:50解散予定)
▼食事:朝× 昼○ 夜×
▼参加者特典
○ほっこり手作りスタンプラリー
○特性おにぎり弁当＆温泉入浴券付
○「浅間山登頂証明書」の発行(希望者)
○天狗温泉 浅間山荘の駐車場無料
▼最少催行人数:7名、定員20名
▼参加費一般5,800円(税込)
※こもろ観光局のプログラムに参加したことがある方はリピート割で参加費から
1,000円割引

(集合・解散)
天狗温泉 浅間山荘
(小諸市)

(一社)こもろ観光局
TEL 0267-22-1234

小諸城址懐古園
紅葉まつり

日本百名城のひとつ、紅葉の名所「小諸城址懐古園」で開催します。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。
■期間中に開催されるイベント(予定)
▼第53回東信菊花展 10月中旬～11月上旬 9:00～17:00
▼草笛教室 期間中の日曜日 13:00～15:00 園内馬場あずま屋
▼小諸センゴク甲冑隊による甲冑野点(のだて)
11月4日(日)、11日(日) 10:00～15:00 園内馬場あずま屋
一服 500円
▼「信州・小諸フォトコンテスト」入選作品展示
期間中毎日 9:00～16:00 園内武器庫
▼藤村記念館開館60周年記念演奏会 10月28日(日) 10:30～、13:30
～
などなど

小諸城址「懐古園」
(小諸市)

小諸市懐古園事務所
TEL 0267-22-0296

第10回
中山道ウォーキング
inたてしな

江戸時代における五街道の一つである中山道。江戸時代より旅人を見守り続
ける「笠取峠のマツ並木」、中山道26番目の宿である「芦田宿」、昔日の面影を
残す「茂田井間の宿」の秋を歩いてみませんか。昼食は、「皇女 和宮(かずのみ
や)」が芦田宿で召し上がったとされる食材をもとに復元し、現代風にアレンジした
「特製 和宮御膳」をお楽しみいただきます。
コースは２コースございます。どちらかをお選びください。
▼中山道コース:
松並木公園～松並木～正明寺～芦田宿～茂田井間の宿 約５km
▼津金寺コース:
芦田宿～松並木公園～松並木～津金寺～茂田井間の宿 約６km
■募集人員:先着130名
■募集期間:2018年９月28日(金)まで
■料金:大人3,000円、子供2,500円
■備考:当日は、JR「佐久平駅」から無料送迎バスをご用意します(要予約)

旧中山道界隈
(立科町)

「たてしなの中山道を歩く」
実行委員会事務局
(立科町役場 企画課内)
TEL 0267-88-8403

集合:高峰高原
ビジターセンター駐車場
(小諸市)

安藤百福センター事務局
TEL 0267-24-0825
メール
info@momofukucenter.jp

10月20日(土)
8:00～16:50予定

10月20日(土)
～11月18日(日)

10月21日(日)
9:20～15:20

10月24日(水)
集合:14:00
解散:19:30

パール浅間。それは浅間山の山頂に満月前後の月がかかり、パールのように淡く
輝く神秘的な現象。太陽がかかる「ダイヤモンド浅間」と比べてチャンスは非常に
少なく、年1～2日程度しか見られません。浅間山のシルエット越しに光り輝く
みんなでパール浅間を 「パール」を見にみんなで一緒に登りましょう！
※本イベントの対象は小学生以上(小学生は保護者同伴)です。
見に行こう！
■参加料金:1,000円(保険代込み)
■事前申し込み必要(氏名／ふりがな、年齢、住所、電話番号、メールアドレス
をお知らせください。)

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PRキャラクター
「アルクマ」

月 日

イベント名

内 容

マンズワイン
小諸ワイナリー
第20回 収穫祭

ワイン作りに最適な地、マンズワイン小諸ワイナリーで、日頃お世話になっている
地元の皆様や、ワインをご愛飲下さる方への感謝をこめて、収穫祭が開催されま
す。様々な飲食出展やイベントが盛りだくさん！ワイン用ブドウ畑も望みながら、楽
しく酔いしれてください。
▼最初の1杯をグラスと共に300円でお買い求めいただくと、それ以降はワインも
ジュースも1杯50円でお楽しみいただけます。
▼お祭り広場
ミニコンサート、大じゃんけん大会(賞品多数！)
▼お祭り広場
焼き肉、焼き鳥、チーズ等、地元から飲食出展多数(別途有料)
お子様に大人気「ファファ」も！
※ 飲酒運転、周辺路上駐車は絶対におやめください。
▼秋のイベント宿泊プラン
小諸市観光案内所を通じて前後泊をご予約いただいた方へ、ちょっとしたサービ
スをご用意。必ず「マンズワイン収穫祭 秋のイベント宿泊プラン」とお伝えくださ
い。
○対象の宿
「高峰高原ホテル」、「里山暮らし体験宿 青雲館」、「ランプの宿 高峰温
泉」、「天狗温泉 浅間山荘」、「中棚荘」、「常盤館」、「小諸グランドキャッスル
ホテル」
■宿泊の問合せ
小諸市観光案内所 ℡:0267-22-0568

マンズワイン
小諸ワイナリー
(小諸市)

10月25日(木)
~26日(金)

ラウンドアバウト
サミット
in 軽井沢

ラウンドアバウトは全国の都道府県で運用されています。交通事故の減少、災
害時の有効性などが認められていますが、国内での整備事例はまだ少ない状況
です。今回は計画・設計に関する基本的な事項について情報発信すると思に、
導入を検討する自治体への情報提供や意見交換を行い、一層の普及を目的と
してサミットを開催します。

軽井沢大賀ホール
(軽井沢町)

軽井沢町
地域整備課
TEL 0267-45-8582

10月27日(土)
碓氷峠ラン184
10月28日(日)
軽井沢リゾートマラソン
雨天決行

2018
軽井沢マラソン
フェスティバル

紅葉の美しい碓氷峠・軽井沢の街並みを満喫できる大会。今年は碓氷峠ラン
184に新種目“駅伝”が加わりました！たくさんの皆様のご参加をお待ちしておりま
す。

メイン会場・受付:
軽井沢プリンスホテル
スキー場 駐車場
(軽井沢町)

軽井沢マラソンフェスティバル
事務局
TEL 03-6629-2602

10月27日(土)
～28日(日)
9:00～16:00

10月28日(日)
10:00～15:00

第41回
平尾山もみじ祭り

開催地

今年も秋色深まる佐久スキーガーデンパラダ 北パラダで「第41回平尾山もみ
じ祭り」が開催されます。浅間山を望む会場で、バーベキューに舌鼓を打ちなが
ら、特設ステージでのコンサートや太鼓演奏などをお楽しみください。アンパンマン
ショー、マス釣りや金魚すくい、ふれあい動物園など盛りだくさんのイベントがあります
ので、ご家族でゆっくり秋の1日をお過ごしいただけます。
■入場料:無料(一部有料イベントあり)
佐久スキーガーデンパラダ
■内 容:
北パラダ(メイン会場)
▼特設ステージ:歌謡ショー、佐久鯉太鼓演奏、平根保育園児おゆうぎ、平根
南パラダ(サブ会場)
小学校金管クラブ演奏他
(佐久市)
▼特設コーナー:バーベキューコーナー、きのこ汁無料サービス(先着100名様)、
地元特産品即売会 ほか
▼その他:金魚すくい、マス釣り、ヨーヨー風船プレゼント、お楽しみ抽選会(「味の
券」購入者)
▼バーベキュー味の券:前売券 1,300円、当日券 1,500円

問合せ先

【イベントの問合せ】
マンズワイン小諸ワイナリー
TEL 0267-22-6341
【宿泊の問合せ】
小諸市観光案内所
TEL 0267-22-0568

佐久市観光協会
(佐久市役所観光交流推進課
内)
TEL 0267-62-3285

以降は前月からの継続イベントです。

4月7日(土)
～11月25日(日)の
毎週土、日曜日、祝日

4月7日(土)
～11月25日(日)の
毎週土、日曜日、祝日

小諸をバスで
めぐるツアー

車がなくても小諸の人気観光スポットをめぐれる特典つきバスツアー。コースは4
つの中から選べます。小諸観光交流館にて受付・出発となります。
Ａ:氷風穴コース
Ｂ:布引観音コース
Ｃ:あぐりの湯(布引いちご園)コース
Ｄ:ワイナリーコース
■旅行代金 1,500円(要予約)
※小人も同額・席の必要のない乳幼児は無料
■食事、添乗員の同行はございません。

小諸市

(一社)こもろ観光局
TEL 0267-22-1234

浅間山周遊バス

たくさんのお客様のリクエストにお応えして！浅間山周遊登山を実現してくれる
周遊バスができました。花の百名山・絶景の「黒斑山コース」と、ジオ体感「火山
館コース」の両方を楽しめるいいとこどり周遊コースです。
Ａコース:小諸観光交流館→天狗温泉浅間山荘
Ｂコース:天狗温泉浅間山荘→高峰高原ホテル
Ｃコース:高峰高原ホテル→ 天狗温泉浅間山荘
Ｄコース:高峰高原ホテル→小諸観光交流館
■旅行代金1,500円(予約制ですが、空席あれば当日の朝でも予約可能)
※旅行代金は各コース出発地のスタッフにお支払ください。
■食事、添乗員の同行はございません。

小諸市

(一社)こもろ観光局
TEL 0267-22-1234

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PRキャラクター
「アルクマ」

月 日

イベント名

7月10日(火)
～11月18日(日)

7月21日(土)
～11月30日(金)
(8月は毎日営業。9月
以降は、土日祝日のみ
営業)

9月22日(土)
～11月4日(日)

内 容

奥村土牛記念美術館 現代日本画壇の最高峰に位置した日本画家 奥村土牛画伯の素描を展示し
ています。今回は奥村家から借用した特別作品の展示があります。
「小さな秋に
■入館料:一般500円/小中学生300円/20名様以上団体割引あり
想いをよせて～」
■休館日:月曜日

こもろどうぶつえん
軽井沢出張所

しなの鉄道「軽井沢駅」のなかにオープンした楽しい「森の小リスキッズステーショ
ン」。このなかに小諸市のブース「こもろどうぶつえん軽井沢出張所」がオープンしま
す。楽しい＆お得な催しがいっぱい！
さぁ！こもろワンダーランドへ冒険だ！

軽井沢紅葉まつり

今年で50周年を迎える軽井沢紅葉まつり。マラソンやテニス大会などイベント盛
りだくさん。町内各所でのイベントの他、美術館割引や民宿割引などお得なイベン
トも開催します。

開催地

問合せ先

奥村土牛美術館
(佐久穂町)

奥村土牛美術館
TEL 0267-88-3881

しなの鉄道
軽井沢駅
(軽井沢町)

(一社)こもろ観光局
TEL 0267-22-1234

軽井沢町内各所

軽井沢紅葉まつり
実行委員会
TEL 0267-45-8579

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。

