長野県PRキャラクター
「アルクマ」

イベント名

内 容

開催地
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アニエラフェスタ
2018

長野県初のアニソン野外フェス「アニエラフェスタ」が今年も開催されます。
ライブのみならず、撮れる！遊べる！コスプレイベント！として、関東や関西で開催さ
れている「acosta!」との公式コラボイベント「acosta!×アニエラフェスタ」も同時開
催！
野外プールや子供も楽しめるアトラクション、信州の美味しいお酒や食べ物、フリー
マーケットの開催など、楽しいコンテンツが目白押しです。
料金: 一般当日 7,500円

駒場公園
(佐久市)

(株)アニエラ
TEL 0263-55-6209

小諸八幡宮
「八朔相撲」

八幡宮は慶長13年(1608年)、小諸城主であった仙石越前守秀久が中山道
八幡神社を当地に勧進したと伝えられています。元禄４年(1691年)に八幡宮の
祭礼行事として当時の藩主石川能登守乗紀が相撲を始めたとされ、今日まで由
緒ある伝統行事として受け継がれてきました。
旧暦の八月朔日(一日)に行われていることから「八朔」の名があります。
江戸時代中期の名力士・雷電為右衛門もここで相撲を取っていたと言われてい
ます。
わが郷土の誇りでもあり、小諸市重要無形文化財でもある八朔相撲にぜひ、お出
かけください。
当日は子供たちが、立派な化粧まわしをつけて市内を練り歩き、土俵入りをした
後、熱のこもった取り組みを披露します。

八幡宮神社
(小諸市)

小諸市教育委員会
生涯学習課
TEL 0267-22-1700

9月2日(日)
13:30～15:30頃

さくほジーバ共和国
里山びと物語
「プルーン農家になる
ということ」

57才でサラリーマンからプルーン栽培農家に転身した川上純さんに、果樹園経営
や里山暮らしの実際を語っていただく会です。就農のためIターンした川上さん。農業
で出会った様々な体験や想いを、都会でのサラ―リーマン時代の視点も併せて語っ
ていただきます。内容例、「農業は一生、サラリーマンは一時」、「奥さんが営業部
長」、「田舎は忙しい」等。
■参加費:お一人様2,000円 (お茶、軽食付き。税込み)
■募集人数:最大8名様まで、最少催行3名様、申込締切8月27日(先着順)

集合:佐久穂町
こどもセンター
(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

9月8日(土)
～9日(日)
13:00～翌11:30

北八ヶ岳
苔の森観察会

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

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

月 日

9月1日(土)
12:00～20:00

9月2日(日)
11:00～16:00

9月8日(土)
受付
9月9日(日)
競技

9月8日(土)
～9月20日(木)

9月9日(日)
開場13:30
開演14:00

ヒルクライム佐久
2018

自転車登板レース“ヒルクライム佐久”を今年も開催します。自然豊かな蓼科スカ
イラインを走るコース設定となっており、距離に応じてエントリーが可能なため、初心
者から本格的なサイクリストまで参加します。
※エントリーは締め切られています。

佐久高原
コスモスまつり

国道254号コスモス街道の最盛期に、全長約9kmのコスモスのフラワーベルトが
初秋の訪れを告げます。31回目を迎える佐久高原コスモスまつりは、期間中、
様々なイベントを開催します。
今年も、コスモス型風力発電機と水力発電機等を設置し、夜はイルミネーションを
灯します。コスモスの花ことば「乙女の純潔」にふさわしいロマンチックな秋の夜を過ご
してみてはいかがでしょうか？

蓼科スカイライン
開閉会式場
佐久合同庁舎
(佐久市)

コスモス街道沿線
コスモス広場
滑津川河川敷ほか
(佐久市)

第3回 若き音楽家
ドイツベルリンで作られた幻のピアノ「スタインベルクピアノ」での2台ピアノ演奏会。
佐久穂町生涯学習館
によるコンサート
ベルリンで学ぶ若き2人のピアノの連弾・饗宴をお楽しみください。
花の郷・茂来館ギャラリー
北端 祥人×守重 結加 ■チケット(全席自由)前売一般:1,200円 当日一般:1,500円 Ｕ-25:800円
(佐久穂町)
2台ピアノコンサート

ヒルクライム佐久
実行委員会事務局
TEL 0267-62-3285

佐久市観光協会
TEL 0267-62-3285

佐久穂町公民館
TEL 0267-86-2041

高原の城下町の老舗商家や蔵を会場としたギャラリーを巡りながら、地元作家の
アート＆クラフト、食文化との出会いを楽しむ5日間！
アンティークな空間や素材を若い才能たちが素敵なアートに変えてくれます。
9月21日(金)
～9月25日(火)

第7回信州小諸
城下町フェスタ

■13の歴史的建物でのアート＆クラフトの特設ギャラリー
■町屋の日替わりランチカフェ(ほんまち町屋館)
■城下町を深く味わう旧家拝見ツアー(要予約)
■そばガレット、そばがきづくり(江戸の庄屋)
■小品盆栽&秋の苔玉の展示販売(停車場ガーデン)
などなど

小諸宿街道沿いおよび
小諸城大手門周辺の
歴史的建造物
(小諸市)

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。

城下町にぎわい協議会
TEL 0267-24-7788
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月 日

9月22日(土)
9:30～11:45

9月22日(土)
～11月4日(日)

9月24日(月・祝)
受付:7:30～8:15
開会式:8:30～

9月29日(土)
16:00～19:30

９月30日(日)
7:15～14:00

9月30日(日)
8:00～

イベント名
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山吹色の
味噌仕込体験

江戸時代創業の老舗味噌蔵「信州味噌株式会社」にて、店では購入できない
麹2倍の味噌仕込体験をしていただけます。戦国大好きおじさんによる城下町・小
諸の町案内付き！(味噌団子の無料引換券プレゼント)
１樽で味噌２kgを仕込みます。
■参加費用3,600円 ※１組(１樽)のご参加は最大4名様となります。

信州味噌
(小諸市)

(一社)こもろ観光局
TEL 0267-22-1234

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

臼田総合福祉センター
「あいとぴあ臼田」
(佐久市)

佐久市観光協会
TEL 0267-62-3285

土村馬流商店街
(小海町)

小海町役場観光係
TEL 0267-92-2525

美しい自然景観と豊かな風土がおりなす“健康長寿の里・長野県佐久市”で
ウォーキング！老若男女、みんなが楽しめる大会です！今年は信州佐久うすだを
巡るウォーキングコース。松平乗謨(のりかた)氏のゆかりの場所をめぐります。(龍岡
城五稜郭、蕃松院、新海三社神社など)
◎お買物に使える300円のクーポン券付
◎今が旬プルーン食べ放題 サンプルーン発祥の地で生を丸かじり
佐久ぴんころウォーク
◎会場内(あいとぴあ臼田)で健康に関する出展
＆プルーンで健康フェア ◎佐久うすだのご当地グルメ大集合
【参加費】
◆ロングコース7.0km:
一般／1,800円(当日 2,000円)、中学生以下／500 円(当日 500 円)
◆ショートコース4.5km:
一般／1,800円(当日 2,000円)、中学生以下／500 円(当日 500 円)

小海町らんたんフェス
2018

さまざまな形をした自作のらんたんをもってくれば、誰でも参加できる、大人から子ど
もまで楽しめるお祭です。

北国街道
蕎麦グルメウォーキング

軽井沢の追分宿をスタートし、小諸城をゴールとする約14kmのウォーキング大会
です。 蕎麦をはじめとする地元グルメを味わいながら歩きましょう！
真田氏と徳川軍の決戦「第二次上田合戦」では、小諸城に本陣を置いた徳川
秀忠公を、小諸城主であった仙石秀久が追分宿まで出迎えに行き、小諸城まで
軽井沢追分宿～
案内したという史実イベントです！ 甲冑を着用しての参加も大歓迎！
小諸城大手門
スタートとゴールでは、小諸センゴク甲冑隊によるお出迎えも予定。
(受付:軽井沢町追分宿
■参加申込締切 9月17日(月)
郷土館 駐車場内)
■参加定員 200名
■参加費 3,500円
※参加費には休憩所でのおやつや食事(蕎麦)代が含まれます。

アサマ2000
スカイレース

標高2,227ｍの山頂を踏むスカイレース！ スカイランニング(快速登山)の大会
が、高峰高原、湯の丸、池の平湿原を舞台に開催されます。最高標高は2,227
ｍ！ 最低でも1,880ｍとその標高差は800ｍ！ 12ｋｍの距離を走り抜けま
す。参加しても、応援しても楽しめる大会です。
■コース
・JUNIOR RACE(3km)…小学生対象 100名まで
・SKYRACE(１２ｋｍ)…中学生以上 300名まで
■募集期間
2018年4月6日(金)～8月31日(金)
■申込方法
「ランネット」「スポーツエントリー」によるオンライン受付のみ
■参加費
小学生2,000円、 中高生3,000円、 一般5,000円
※保険・入浴割引・ランチ料金(カレーライス等)が含まれます。

アサマ2000パーク
(小諸市)

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。

(一社)こもろ観光局
TEL 0267-22-1234

日本スカイランニング協会内
SKY NINJA 事務局
Email
contact@skyrunning.jp
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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

小諸市

(一社)こもろ観光局
TEL 0267-22-1234

停車場ガーデン
(小諸市)

NPO法人こもろの杜
(大手門公園ガーデンエリア
指定管理者)
TEL 0267-24-2525

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

旧メルシャン軽井沢
美術館周辺エリア
(御代田町)

浅間国際フォトフェスティバル
実行委員会
TEL 0267-32-3112

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

小諸をバスで
めぐるツアー

4月7日(土)
～11月25日(日)の
毎週土、日曜日、祝日

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。

7月6日～9月29日の期
間中の毎週金、土曜日

Weekend Bar@
Garden
週末バル

停車場ガーデンが夜も営業します！ビール、ワイン、おいしい料理！ご家族でお出
掛けください。夕方16:30～21:00、ラストオーダー20:00

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

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)

8月11日～9月30日
10:00～18:00

奥村土牛記念美術館
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！

Photo MIYOTA
浅間国際
フォトフェスティバル

この夏、浅間山の美しい自然に囲まれた御代田町で開催される「浅間国際フォト
フェスティバル」には、写真にまつわるたくさんのアート作品が国内外から集結します。
写真、映像作品、インスタレーション、建築家と写真家によるコラボ作品の展示のほ
か、芝生に寝転んだり、森を散歩しながら写真を鑑賞する屋外展示、美術館での
VRやムービー作品の展示、セルフィー撮影エリアなど、最前線のアート写真を見るだ
けでなく、写真をもっと楽しく、身近に感じる体験をお届けします。
フェスティバル会期中には、ワークショップや参加作家によるトークショーなど写真に
まつわるさまざまなイベントを開催します。
入場無料。

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のホームページをご覧ください。

