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2月上旬
～

４月上旬

第84回作品展示
奥村土牛記念美術館
「旅のスケッチ」

　奥村土牛画伯が旅先で描いた作品を中心に
展示。
2会大展示室の大正時代に造られたシャンデリ
アや四季折々の風景を楽しんでいただける日
本庭園もご覧ください。
■入館料　大人500円　小・中学生300円

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

3月10日(土)

第7回
春よ来いコンサート

上野 耕平 サクソフォン
リサイタル

　スタインベルクピアノとサクソフォンの演
奏をお楽しみください。
■入場料　一般：前売1,500円 当日1,800円
　　　　　Ｕ-25：前売800円 当日1,000円

生涯学習館
「花の郷 茂来館」

（佐久穂町）

佐久穂町公民館

TEL
0267-86-2041

3月10日(土)
第5回

みんなでつくろう！
長寿の里

　医食同源を考えるつどい。
健康長寿の秘訣は「食事」から！花咲く長寿
レシピの紹介
【特別講演】
　　　テーマ『長寿にむけた一汁四菜』
　　　講師　横山タカ子氏
　その他、トークセッション等があります。

ＪＡアクティホール
（長野市）

（一財）
日本農村医学研究所

TEL
0267-82-2485

3月11日(日)

八千穂高原スキー場

スキー場祭り

　お客様感謝デー
ゲームや抽選会に参加して豪華地元特産品を
ゲットしてください。

八千穂高原
スキー場

（佐久穂町）

八千穂高原スキー場

TEL
0267-88-3866

3月11日(日)
白樺高原国際スキー場

KID'Sスキー大会

　ソフトポールを使ったタイムレース
　小学生未満のちびっ子スキー愛好者ならど
なたでも参加できます。※必ず保護者同伴の
こと
定員先着50名様　※当日受付または事前申し
込み
■参加料　500円
表彰　１位から３位まで・全員に参加賞

3月1８日(日)

白樺高原国際スキー場

ふれあい
ふるまいサービス

　白樺国際スキー場に来場されたお客様限定
で12時よりあたたかいすいとんのサービスを
行います。

3月21日(水・祝)
しらかば2in1スキー場

感謝サービスデー

　リフト1日券購入者の方に地元特産品等が当
たる抽選会を開催。

しらかば2in1スキー場
（立科町）

白樺高原総合観光センター

TEL
0267-55-6201

2月17日(土)
～

3月21日(水・祝)

郷土のひな人形展
～女学校で作られた

押絵雛～

　郷土で古くから伝わってきたひな人形のほ
か、女学校で作られた押絵びなや色あせた布
を着せ替えた押絵びな等も展示します。ま
た、ひな壇に飾られた小物・つるし雛や笠飾
り等も展示します。
■入場料　一般300円　高・大250円
　　　　　小・中学生150円

佐久市立望月歴史
民俗資料館
（佐久市）

佐久市立望月歴史
民俗資料館

TEL
0267-54-2112

3月9日(金)

　初心者チームから日本トップレベルチーム
まで、様々なチームが参加する大会です。白
熱した試合をぜひご覧ください。

風越公園
軽井沢アイスパーク

（軽井沢町）

長野県カーリング協会

TEL
0267-45-0039

3月3日(土)
～

3月4日(日)

軽井沢オープン
カーリング大会

佐久市民の日
　3月9日の‟さく”の日に、市内各所の公共
施設の無料化や割引のサービスが行われま
す。

佐久市内

佐久市役所総務課

TEL
0267-62-3002

白樺高原国際
スキー場

（立科町）

（一社）
蓼科白樺高原観光協会

TEL
0267-55-6654

長野県PRキャラクター

「アルクマ」

2018年3月

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のホームページをご覧ください。
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3月3日(土)

 シャトレーゼ
 スキーリゾート八ヶ岳

ひな祭り・甘酒サービス

　女性のお客様限定で午前11時まで甘酒の振
る舞いを行います。お酒を飲めない方には
ホットカルピスもあります。運転の方は十分
な時間の余裕を。

3月3日(土)
親子・雪だるま

コンテスト

　家族で作る雪の芸術！アッと驚く奇抜な雪
だるま作って上位３組に入賞すればリフト１
日券をGET！参加賞はシャトレーゼのお菓
子！

3月10日(土)
 親子･そり滑り

コンテスト

　親子の体力そり大会！トーナメント方式で
１～３ブロックで勝ち進んだチャンピオン親
子を決定し、最終のグランドチャンピオン親
子を決定します！

3月14日(水)
ホワイトデー・チョコ

フォンデュ

　ホワイトデーの日はWプレゼントとして
12:00～13:00に２Fレストランでお食事の
お客様全員にチョコレートフォンデュの無料
サービスを行います。

3月17日(土) 親子・雪上運動会
　４種類のミニゲームを2チームに分かれて対
戦し総合得点が多いチームが勝利となりま
す。参加料は無料です。

3月24日(土) 親子・スノーフラッグ

　ビーチフラッグの雪上版!トーナメント方式
で1～3ブロックで勝ち進んだチャンピオン親
子を決定し、最終のグランドチャンピオン親
子を決定します！

3月25日(日) ファン感謝デー

　今シーズンの感謝を込めてぬいぐるみが登
場しお菓子配り、２択クイズ、じゃんけん大
会を実施し最後の目玉の大抽選会は当日お渡
しする抽選番号で豪華賞品が当たります！

3月31日（土）

＜ワークショップ＞
ネイチャークラフト

小海産の木の実・豆で
コラージュしよう！

　小海町で手に入る豆や木の実、野菜の種等
を使って、クラフトＢＯＸやコルクボードに
デザイン（コラージュ）していくネイチャー
クラフトのワークショップです。
自分だけのオリジナルインテリアを作ろう！
■10:00～　2時間程度
■参加費：2000円
■場所：松原湖観光案内所

松原湖観光案内所
（小海町）

松原湖観光案内所

TEL
0267-93-2005

シャトレーゼスキー
リゾート八ヶ岳

（川上村）

シャトレーゼ
スキーリゾート八ヶ岳

TEL
0267-91-1001
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２月１７日(土)
～

３月４日(日) ４００年の隠し雛探し
「幸せめぐり」

　小諸にちなんだ逸話なども楽しみながら、
北国街道小諸宿周辺の４か所に隠されてい
る、幸福をもたらす「梅」「うぐいす」「俵
ねずみ」「牛」のつるし雛を見つけて、隠さ
れたキーワードを当てよう！正解された方に
は素敵なプレゼントをご用意しています。ま
た、参加者全員に取扱店にてお使いいただけ
る500円クーポンをプレゼント！
■参加料：1,000円（500円クーポン付）

北国街道小諸宿
（小諸市）

一般社団法人こもろ観光局

TEL
0267-22-1234

２月１７日(土)
～

３月３１日(土)

「お人形さんめぐり」
開催記念入場券販売

（枚数限定）

　「お人形さんめぐり」へはしなの鉄道をご
利用ください！
■販売期間　２月１７日(土)～３月３１日(土)
■発行場所　小諸駅
■料　　金　190円

小諸駅
（小諸市）

しなの鉄道株式会社
営業課

TEL
0268-27-4733

３月１日(木)
つるし雛作り体験教室

（要予約）

　▼つるし雛作り（椿）10:00～
　参加料：1,500円（材料費込み）
　持ち物：裁縫道具
　▼つるし雛作り（柿）13:00～
　参加料：1,000円（材料費込み）
　持ち物：裁縫道具
　■定　員：各10名

北国街道ほんまち町屋館
（小諸市）

お人形さんめぐり
実行委員会(塩川）

TEL
090-8328-7294

３月３日(土)
小諸宿スペシャル

ガイドツアー
（要予約）

　北国街道小諸宿周辺の普段は見ることがで
きないお宝や、入ることができない場所を、
地元ガイドさんがご案内する特別ツアーで
す。ガイドさんからミニクイズも出されます
よ！
人気料理ユニット「浅間兄弟」の鴨川シェフ
による地場食材を使ったランチ付き。
▼本町コース
　行程　9:50小諸観光交流館集合→本陣主
屋・本陣問屋場→脇本陣→養蓮寺（名力士
「雷電」の袂鐘の特別拝観）→光岳寺→ほん
まち町屋館12:00
　■参加費：2,000円
　■定員：20名（定員に達し次第受付終了）

北国街道小諸宿
（小諸市）

一般社団法人こもろ観光局

TEL
0267-22-1234

３月３日(土) わら馬パレード

　無病息災をわら馬に託し、まちなかを歩く
伝統行事です。
時間　　13:00～　受付開始
　　　　13:20～　開会式、アトラクション
　　　　　　　　　終わり次第出発
コース　ほんまち町屋館→市町→大手→停車
場ガーデン→相生町→八十二銀行小諸支店→
ほんまち町屋館

北国街道ほんまち町屋館
（小諸市）

小諸市高齢者クラブ連合会

TEL
0267-22-5550

３月４日(日)
小諸学舎蔵太隊

（くらふとたい）と作る
「梅の花・布巾（ふきん）」

　早春に「百花に先駆けて咲く花」として喜
びの象徴とされる「梅の花」の手作りスタン
プを使って、世界に一枚の早春・ハッピー布
巾を作ってみませんか？
■時　間　10:00～14:00（所要時間30分）

■参加費　500円
■定　員　20名（当日受付も可。定員に達し次第受付終
了）

北国街道ほんまち町屋館
（小諸市）

一般社団法人こもろ観光局

TEL
0267-22-1234

２月１８日(日)
２月２５日(日)
３月４日(日)

無料シャトルバス運行

　お人形さんめぐり期間中の日曜日は、無料
シャトルバスをご利用いただけます。
■運行時間　10:00～13:30まで30分ごと
に「小諸観光交流館」(小諸駅から徒歩約２分)
を出発
■停車場所　小諸観光交流館→ほんまち町屋
館→与良館→相生町→小諸観光交流館

北国街道小諸宿周辺
（小諸市）

一般社団法人こもろ観光局

TEL
0267-22-1234

【第１４回北国街道小諸宿のお人形さんめぐり】
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