長野県PRキャラクター
「アルクマ」

佐久地域のイベント情報
月 日

イベント名

内 容

開催地

問合せ先

浅間牧場
(小諸市)

安藤百福センター事務局
TEL 0267-24-0825

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
TEL 026-235-7254

南牧村野辺山高原
(ベジタボール・ウィズ)
(南牧村)

(株)コックス
TEL 0267-62-0403

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バスツ
アー」を開催します！
■場所:国立天文台野辺山宇宙電波観測所、南牧村農村
佐久エリア
交流館、うすだスタードームを貸切バスで巡ります。
星空観賞バスツアー
■対象:佐久地域の小中学生及びその保護者
※申込受付終了
■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

(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

軽井沢発地市庭での、この季節恒例の収穫祭です。
軽井沢グランフェスタ
地元野菜の特売や海産物の販売、そばの無料ふるまい等、
2019秋
期間中様々なイベントが開催されます。

軽井沢発地市庭
(軽井沢町)

軽井沢発地市庭
TEL 0267-45-0037

火おこし・ナイフワーク・木登りや岩登り、弓矢や石器づくりな
安藤百福センター ど、子供から大人まで楽しめる30のワークショップを体験できま
信州冒険ものがたり す。その他にも、地元の旬の味覚を味わえる飲食ブース、野外
2019
音楽ライブなど、自然の中で様々なアート・アウトドア・食を満喫
できます。

安藤百福センター
(小諸市)

安藤百福センター事務局
TEL 0267-24-0825

町内各所
(軽井沢町)

軽井沢ウインターフェスティバル
実行委員会事務局
TEL 0267-48-6460
(平日8:45～17:45)

11月1日(金)
13:00～18:00
受付12:30～

ガイド同行でないと歩けない牧場の道(ランチウェイ)を歩き、雄
大で伸びやかな景色を満喫した後、北麓から優美な浅間山に
沈む太陽を拝みます。この絶景を堪能すべく、みんなで一緒に
みんなでダイヤモンド
歩きましょう！
浅間を見に行こう！
■定員30名
■小学生以上(未成年者は保護者同伴)
■参加費1000円(保険代込み)

11月2日(土)
9:00～15:00

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」にて、ウィンターシーズンの幕開けをお祝いするオープンイ
ベントを開催します！
ノルディックスキー複合元日本代表の荻原健司さんと、長野県
永久観光大使の峰 竜太さんをゲストにお迎えし、オープニングセ
レモニーやじゃんけん大会、プレミアム抽選会など、盛りだくさんな
イベントです！
ゲレンデでのスペシャルレッスンや、スキー関係者によるブース出
展、ゆるキャラも登場するかも！？長野県のスキーシーズンの幕
開けを、みんなでお祝いしましょう！

11月2日(土)
12:00～20:00
※雨天決行

11月2日(土)
11:20～20:40
11:20
佐久平駅浅間口
集合・出発
11:45
佐久合同庁舎
集合・出発

11月2日(土)
～4日(月・休)
9:00～17:00

11月3日(日・祝)

11月23日(土・祝)
～
2020年3月1日(日)

長野県スキー場
オープンイベント

天文台ツアーやシアター講演、星空撮影教室など、星空にま
つわる企画が盛りだくさん！音楽イベントや飲食ブースの出店も
手ぶらde星空観賞会 あります。
■参加無料(一部有料)
■事前予約が必要な企画あり。詳細はHPをご覧ください。

軽井沢ウインター
フェスティバル
2020

冬の軽井沢を華やかに彩る毎年恒例のイベントです。
今年は｢大切な人に贈る軽井沢の冬」をテーマに、花火やマル
シェ、イルミネーション等の文化イベントと、アイスホッケーやカーリ
ング等のスポーツイベントが町内各所で行われます。夏とは違っ
た軽井沢の魅力を発見していただけます。

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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イベント名

内 容

開催地

問合せ先

浅間国際
フォトフェスティバル
2019

昨年プレイベントとして開催し、51日間で約2万人を集客した
浅間国際フォトフェスティバル。今年度から本格開催します。豊
かな自然に恵まれた環境と、屋内外に数百店のアート写真を組
み合わせることで、今まで体験したことのない五感を刺激する写
真の楽しみ方を提供します。
■料金:入場無料(建物内一部有料1,500円｡中学生以下
無料)
■時間:10:00～17:00(最終入館16:30)

御代田写真美術館
予定地MMOP
(旧メルシャン
軽井沢美術館)

浅間国際フォトフェスティバル
実行委員会事務局
(御代田町企画財政課
地域振興係)
TEL 0267-32-3112

軽井沢紅葉まつり

リゾートマラソンやテニス大会といったスポーツ大会やウォーキン
グイベントなど、さわやかな秋を迎えた軽井沢を満喫できるイベン
トが盛りだくさんです。

町内各所
(軽井沢町)

軽井沢町観光経済課
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。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。
■散策券 大人:300円 小人:100円

懐古園
(小諸市)

小諸市懐古園事務所
TEL 0267-22-0296

堀辰雄文学記念館
(軽井沢町)

堀辰雄文学記念館
TEL 0267-45-2050

軽井沢大賀ホール
(軽井沢町)

生涯学習課 文化振興係
TEL 0267-45-8695

以降は前月からの継続イベントです。

9月14日(土)
～
11月10日(日)
10:00～17:00
＊最終入場16:30

9月21日(土)
～
11月4日(月・休)

10月19日(土)
～
11月17日(日)

以降は佐久地域で開催中の美術展・企画展です。

7月11日(木)
～
12月1日(日)

11月3日(日・祝)
開場13:30
開演14:00

室生犀星生誕１３０年 ■開館時間 9:00から17:00まで(最終入館16:30)
特別企画展
■入館料 大人400円・ 小中高生200円

「師弟を超えた交流 ■休館日 水曜日(7/15～10/31無休)
‐室生犀星と堀辰雄‐」 ＊入館料は追分宿郷土館と共通です。

古来より伝承されてきた多くの文化。その中から江戸時代より
唄い継がれてきた「追分節」にスポットライトを当て、町と追分節
の歴史や魅力を脚本家の吉田紀子先生や専門家に、より分か
りやすく解説いただくシンポジウムを開催します。併せて、地域文
化の保存・継承について提言していただきます。
軽井沢文化遺産
また、追分節保存会による追分節の上演、そして北海道の江
フェスティバル
差追分会をお招きし、江差追分全国大会優勝者の歌声を披
「追分節の起源を訪ね
露していただきます。
て」
秋も深まる文化の日に、郷土の大切な宝物である「追分節」
の歴史や魅力をご堪能ください。
■開場 13:30
■入館料 無料

■開演 14:00

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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11月9日(土)
＊集合AM8:45

イベント名

内 容

借宿の入山道分岐点から鳥井原までの入山道をたどる散策
会。追分宿から鳥井原まで約7kmの道を歩きます。帰路は湯
川ふるさと公園からマイクロバスで追分宿駐車場まで戻ります。
※自歩で完歩できる方が対象です。詳しくはお問い合わせくださ
い。
■定員 20名(中学生以上)
秋の散策会
■参加費 無料
「秋の入山道を歩こう
■時間 AM8:45 追分宿郷土館集合
―借宿から鳥井原ま
■講師 櫻井秀雄 先生
でー」
(長野県埋蔵文化財 センター第三課長)
■持ち物 軽食・飲み物・雨具(カッパ、ポンチョ)等

開催地

追分宿郷土館周辺
(軽井沢町)

問合せ先

追分宿郷土館
TEL 0267-45-1466

■申し込み 11月1日(金)午前9時から予約受付開始。
※先着順、定員になり次第締め切ります。
電話または窓口でお申込みください。
※11月6日は休館日

11月17日(日)

追分節(信濃追分・追分馬子唄)を体験しませんか。
江戸時代から伝わる追分節(信濃追分・追分馬子唄)は、軽
井沢町の大切な文化です。当日は保存会の皆様が優しく教え
軽井沢文化遺産
てくださいます。
フェスティバル
この貴重な文化がいつまでも続くように、信濃追分そして追分
「追分節ワークショッ
馬子唄を体験してみてください。
プ」

追分公民館
(軽井沢町)

生涯学習課 文化振興係
TEL 0267-45-8695

■時間 13:30～15:00
■入場料 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。

