お・す・す・め！
長野県PRキャラクター
「アルクマ」

月 日

11月3日(土・祝)
8:00～16:50予定

11月3日(土･祝)
9:00～
※雨天決行

11月3日(土・祝)
10:00～15:00

11月3日(土・祝)
12:00～21:00

11月3日(土・祝)～
11日(日)

11月4日(日)、
11日(日)
10:00～15:00

イベント名

内 容

開催地

問合せ先

はろー浅間山
(前掛山)登山
【浅間山コース】

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

第30回
駒の里
草競馬大会

駒の里望月で開催される秋の一大イベント。県内外から、
ポニーや農耕馬、サラブレットなどたくさんの馬が出場し、午前
中に予選レース、午後には決勝レースが行われ、沸き立つ観
客を前に、白熱したレースを繰り広げます。昼食時間中に
は、ちびっこ馬車も運行します。
予選レース、式典、決勝レース、ちびっこ馬車、ふれあい動
物コーナー、出店、農産物直売ほか
※各駐車場から会場間で無料シャトルバス運行

望月総合グラウンド
(佐久市)

佐久市望月支所
経済建設係
TEL 0267-53-3111

長野県スキー場
オープニングイベント
in
軽井沢プリンスホテル
スキー場

長野県にウィンターシーズン到来！長野県内で一番最初
にオープンする軽井沢プリンスホテルスキー場で、ウィンター
シーズンの幕開けを祝うオープンイベントを開催します。今年
は、ソチ五輪、平昌五輪2大会個人銀メダリストの渡部暁斗
選手と、フリースタイルモーグル・平昌五輪銅メダリストの原大
智選手がゲストとして登場！
■内 容:
・オープニングセレモニー、ゲストとのトークセッション、プレミア
ム抽選会
・NAGANO DEMO TEAMワンポイントレッスン
・スキー関係者等によるブースでのＰＲやゆるキャラ出演
・県内スキー場リフト券が当たる抽選会

軽井沢プリンスホテル
スキー場
(軽井沢町)

「スノーリゾート信州」
プロモーション委員会
(事務局)
長野県 観光部
観光誘客課
TEL 026-235-7254

南牧村×ビクセン
「手ぶら de
星空観賞会」

南牧村野辺山高原は「日本星名所三選」に選ばれた星の
聖地。 野辺山の美しい星空を、たくさんの人に味わってほし
い。特にビギナーの方にも、 空を見上げれば広がる満天の星
を知ってほしい。その想いを込めて、手ぶらで気軽に楽しんで
いただける観望イベント、 南牧村×ビクセン「手ぶら de 星空
観賞会」を開催しています。 (参加無料 ※一部有料、雨天
決行)

南牧村農村交流館
【ベジタボール・ウィズ】
パラボラひろば
(南牧村)

南牧村役場内 観光協会
「手ぶらde星空観賞会」
事務局
E-mail soragirl@kankonobeyama.jp

華道家 假屋崎省吾
佐久穂町 恋華めぐり
2018

假屋崎省吾スペシャルイベントデー
11/3(祝)10:00から12:00まで「ワークショップ＆サイン会」
を開催
美術館内を花で彩る假屋崎省吾の世界をお楽しみくださ
い。
入館料/大人500円・小中学生300円(団体割引あり)
入館者はワークショップセミナー参加無料

奥村土牛記念美術館
(佐久穂町)

信州小諸 秋の陣
2018 センゴクまつり
「センゴク甲冑野点」

400余年前、慶長5年・徳川秀忠軍は、小諸城から真田
昌幸、信繁の上田城攻めへ向かう・・・(上田合戦)
徳川軍・本陣の小諸城より出陣！小諸センゴク甲冑隊によ
る、野点！
一服:500円(抹茶とお菓子付き)

小諸城址 懐古園
(小諸市)

佐久穂町公民館
TEL 0267-86-2041
奥村土牛記念美術館
TEL 0267-88-3881

(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♪ 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。

お・す・す・め！
長野県PRキャラクター
「アルクマ」

月 日

11月4日(日)
13:15～18:00

11月9日(金)
19:30～21:00

11月10日(土)
10:00～13:00
9:30集合

11月10日(土)
12:20
佐久平駅浅間口
集合・出発
12:40
佐久合同庁舎
集合・出発

11月11日(日)
9:30~13:00

11月11日(日)
13:30~
(開場 12:45)

イベント名

内 容

開催地

問合せ先

実践カメラ塾
「小諸城址懐古園
紅葉まつり編」

紅葉真っ盛りの小諸城址 懐古園を舞台に、一眼カメラの
テクニックを学べるプログラム。(一社)日本写真講師協会
(JPIO)の認定フォトインストラクター 山本啓一さんを講師に
招き、撮影テクニックや、実際に懐古園で撮った写真に対す
る講評会も行います。紅葉まつりのイベント「甲冑野点」で呈
茶も味わい、季節を感じながらカメラテクニックを磨きます。
▼参加費: お一人様 3,000円(税込)
▼注意事項:
・一眼カメラまたはデジタルカメラをご持参ください。
・講評のための作品提出方法はSDカードとなります。撮影
時はJPEG形式で、過去の画像は消去しておいてください。
・寒暖差が激しい季節ですので、防寒対策をしてお越しくだ
さい。

小諸城址 懐古園
(小諸市)

(一社)こもろ観光局
TEL 0267-22-1234

第３回星座教室
「アンドロメダ銀河と
秋の星座をみつけよ
う！」

季節の星空を楽しむ「星座教室」。今年度4回のうち第3
回となる今回は、秋の星座とアンドロメダ銀河の見つけ方で
す。星座神話に彩られた秋の星座たち、図鑑でもおなじみの
アンドロメダ銀河を、自分の目で見つけてみましょう。
■内容 秋の星座とアンドロメダ銀河観望、星座神話のお
話し ほか
■参加料:一般500円 小中学生250円(入館料)

うすだスタードーム
(佐久市)

うすだスタードーム
TEL 0267-82-0200

案内人と歩く
中山道ウォーキング
【第２回 御代田町】

「東信州中山道」を親しみながら旅していただきたいと思
い、佐久市と御代田町の２箇所でウォーキングイベントを開
催いたします。案内人の説明を受けながら散策し、文化と歴
史を学びましょう。
コース:軽井沢町中山道69次資料館～小田井宿本陣
距離:約5.3㎞(高低差300m下り)
講師:尾台 和雄 氏(御代田町文化財審議委員)
募集人員:20人
参加料:2,000円(含む昼食代1,000円)
申込:開催日の前日までに事務局に電話でお申し込みくだ
さい。(定員になり次第、受付を終了)
※平成30年度長野県地域発元気づくり支援金活用事業

集合場所:
御代田町役場駐車場
(御代田町)

東信州中山道連絡協議会
事務局
(御代田町商工会)
TEL 0267-32-5435

(集合・解散)
佐久平駅浅間口
または
佐久合同庁舎
(佐久市)

佐久地域振興局
商工観光課
TEL 0267-63-3157

根菜を沢山使った鍋を振舞います。このほか地元のおまん
じゅう、おやきの販売、ポップコーンやわたあめの無料配布も行
われます。今回は、地元の特産品である『くらかけ豆』を使用
した商品も多数ご用意致します。

農産物加工直売所
(小海町)

小海町農産物加工直売所
TEL 0267-92-4460

モンゴル国スフバートル区友好都市協定締結10周年記念
に贈る！楽しさ満載！観て・聴いて「草の海・青空の国」モン
ゴルを知る！
「民族楽器＆ホーミー」
■出演:モンゴル伝統芸術協会「テムジン・アンサンブル」
コンサート
■全席自由、高校生以上500円(当日1,000円)、中学
生以下無料
※平成30年度長野県地域発元気づくり支援金活用事業

佐久平交流センター
ホール
(佐久市)

佐久市・モンゴル親善協会
TEL 0267-66-0061

小中学生が、自分の住む佐久地域が「身近に美しい星
空」を見て楽しむことができる場所だと知り、いつまでも佐久地
域の星空を誇りに思い続けてもらうために、「佐久エリア星空
観賞会」を開催します！
■場所:国立天文台野辺山宇宙電波観測所、うすだスター
ドーム(バスツアー形式)
佐久エリア星空観賞会
■対象:佐久地域の小中学生及びその保護者 50名
■内容:国立天文台野辺山宇宙電波観測所での電波望
遠鏡等施設見学・４Dシアター視聴体験、うすだスタードー
ムでの星空観賞 他
■参加費:無料
■申込期限:11月２日(金) ※定員次第締切

小海町直売所
根菜祭り

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。

お・す・す・め！
長野県PRキャラクター
「アルクマ」

イベント名

内 容

開催地

問合せ先

11月11日(日)
15:30～

十日夜

わら鉄砲で地面をたたき、秋の収穫を祝う上塚原区の伝
統行事。上塚原区の諏訪神社では、わら鉄砲で勢いよく地
面をたたく音や元気いっぱいの子どもたちの声が響き渡りま
す。

上塚原区
諏訪神社
(佐久市)

佐久市観光協会
TEL 0267-62-3285

11月中旬予定

さくほジーバ共和国
冬根菜の美味しい
漬け物を教わる！

【内容】:午後１時30分にJR 小海線・八千穂駅で集合
→ ばぁちゃんの畑で大根等の冬野菜を収穫 → 駅に隣
接する加工場で漬け物作りを教わります → 午後3時半
頃、現地解散

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

11月中旬予定

さくほジーバ共和国
ジーバ共和国恒例の
収穫祭

11月中旬頃に大日向地区で開催予定です。(詳細未
定)

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

11月17日(土)
～18日(日)

野辺山高原
シクロクロスレース
自転車競技大会

日本自転車競技連盟シクロクロス競技規則に則り行いま
す。内容は1周約3ｋｍのオフロードコースを設定し、制限時
間内での周回数を各ランクごとに競います。

滝沢牧場
(南牧村)

野辺山高原シクロクロスレース
実行委員会
(南牧村商工会内)
TEL 0267-96-2134

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月から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。
■入場無料、遊具一日乗り放題パスポート500円

小諸市児童遊園地
※小諸城址
懐古園内
(小諸市)

小諸市懐古園事務所
TEL 0267-22-0296

佐久穂町生涯学習館
花の郷 茂来館
(佐久穂町)

佐久穂町役場
産業振興課農政係
TEL 0267-88-2528

月 日

11月23日(金)～
11月25日(日)
9:30～16:30

11月23日(金)
11:00～14:00

信州ひすいそば「新そば」300食をふるまいます。おいしいひ
信州ひすいそば収穫祭 すいそばをご賞味ください。茂来館内で、茂来マルシェや町の
特産品などの販売も行います。

11月23日(金)～
2019年2月23日
(土)

今回も心あたたまる、この季節がやってきました。軽井沢ウ
インターフェスティバル2019のテーマは“ホワイトファンタジー”で
す。軽井沢・冬ものがたり 新しい幕開けです！
■White Christmas in 軽井沢
2018/11/23(金)～12/25(火)
軽井沢
＜2018/11/23 オープニングセレモニー開催！＞
ウインターフェスティバル
オープニングセレモニーでは軽井沢駅北口本通りを歩行者
2019
天国にし、大々的なマルシェを開催！イベントでは冬ものがた
り盛り上げ隊長 吉本クリエイティブ こてつのお二人と一緒に、
軽井沢のルイザ、群馬県のいそせんくん、お富ちゃんがきて盛
り上げてくれますよ！そして恒例の花火も打ち上がります！
お見逃しなく！

軽井沢駅北口他
軽井沢町内各所

軽井沢・冬ものがたり／
軽井沢ウィンターフェスティバル
実行委員会
TEL 0267-46-8870

11月24日(土)
10:00～22:00

うすだスタードームは今年開館23周年を迎えます。開館記
念日のこの日は終日無料開放。夜の天体観望会も無料と
うすだスタードーム
なります。この機会にぜひお越しください。
開館記念日無料開放 ■内容:昼間…望遠鏡・施設観覧 夜間…天体観望会
(曇天時は星のスライドショー等)
■参加料:無料

うすだスタードーム
(佐久市)

うすだスタードーム
TEL 0267-82-0200

11月24日(土)
13:00～17:00
※受付12:30～

落ち着いた大人の男女が出会える場所として、高級すぎ
ず、構えずに、気軽に参加が出来る。そんな手作りのパー
ティーを開催致します。皆様のご参加を心よりお待ちしており
ます。
■集合受付:万平ホテル
参加費:男性6,000円 女性3,000円
参加条件:30歳前後以上の独身の方(男性は商工会会
員の方及び、軽井沢町内の在住、または勤務されている
方。女性は特に募集エリアを定めません。)
■締切日:10月31日 ※定員に達した場合、締切日より
前に募集を終了します。

万平ホテル
(軽井沢町)

軽井沢町商工会
TEL 0267-45-5307

第3回
軽井沢♥街コン

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。
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月 日

開催地

問合せ先

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

奥村土牛記念美術館
(佐久穂町)

奥村土牛記念美術館
TEL 0267-88-3881

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。

軽井沢町内各所

軽井沢紅葉まつり
実行委員会
TEL 0267-45-8579

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20日～11月4日 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

イベント名

内 容
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

7月10日(火)
～11月18日(日)

9月22日(土)
～11月4日(日)

10月20日(土)
～11月18日(日)

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
奥村土牛記念美術館
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
想いをよせて～」
体割引あり
■休館日:月曜日

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。

