
月　日 イベント名 内 　容 開催地 問合せ先

8月3日(土)

17:00～21:00
臼田よいやさ

　臼田駅から臼田中央まで、舞踊流し、大人みこし、子供みこ

しが街を練り歩きます。稲荷山北本部前では小満太鼓のお囃

子がみこしを迎え、それぞれ紹介されともに盛り上がります。ラスト

は臼田橋上流で花火が打ち上がり夏まつりが締めくくられます。

臼田駅前

～臼田中央通りほか

(佐久市)

佐久市臼田支所

佐久市観光協会臼田支部

TEL 0267-82-3111

8月3日(土)

踊り始め

18:45～21:00

こもろ市民まつり

「ドカンショ」

　小諸市民まつりの第二弾が8月3日に開催されます！

約4万人の観客で賑わう中、例年2千名以上の踊り手達が、

浅間山の噴火音にちなんだオリジナル曲「こもろドカンショ」の曲

に合わせ華やかに踊ります。※オープニングセレモニー 17:50～

小諸駅前商店街周辺

(小諸市)

小諸商工会議所

TEL 0267-22-3355

小諸市役所商工観光課

TEL 0267-22-1700

8月3日(土)

・4日(日)

小海町

フォトフェスティバル

2019「写真の扉」

　写真を撮ることが好きな方なら誰もが楽しめる2日間の写真イ

ベント。写真コンテストは、一日かけて小海町を廻り、自然を満

喫しながら撮影を行い、翌日には小海町高原美術館に展示さ

れます。

　人気写真家ハービー・山口さんによる実践講座や講演もあり

ます。美術館では8月25日まで、ハービー・山口さんの写真展も

同時開催中。

小海町高原美術館

(小海町)

小海町高原美術館

TEL 0267-93-2133

8月6日(火)

～

8月10日(土)

18:00～20:00

さくほサマーガーデン

　JR小海線八千穂駅前ロータリーで 「さくほサマーガーデン」を

開催します。生ビール、日本酒、冷酒、町内飲食店提供のおつ

まみなどなど、皆さまのお越しをお待ちしております。特別イベント

があるかも・・・・(雨天中止)

JR小海線八千穂駅前

(佐久穂町)

佐久穂町商工会青年部

TEL 0267-86-2275

8月8日(木)

～

10日(土)

小諸市動物園

NIGHT　ZOO

2019

　大好評イベントが、今年も開催！！今年は予約不要で参加

いただけます！

　夜行性の動物たちの観察や、普段は開放していないエリアの

特別散策など、楽しい企画が満載！夏休みの思い出は、

NIGHT　ZOOで！！

小諸市動物園

(小諸市)

小諸市懐古園事務所

TEL 0267-22-0296

8月9日(金)

9:30～12:00

小諸図書館

夏休みイベント

「風力発電機を作ろ

う！」

　【長野高専サイエンス・ツアー！】

■対象:小学生から中学生(低学年は保護者同伴)

■定員:20名 ※要申込

■持ち物:500mlペットボトル(キャップ付き)

　　　　　 　 2Lペットボトル(キャップ付き)　　　　の各２本

ステラホール

(市民交流センター2階)

(小諸市)

市立小諸図書館

TEL 0267-22-1019

8月10日(土)

14:00～15:30

絵本作家

のぶみ講演会inさくほ

　「ママがおばけになっちゃった！」「ぼく、仮面ライダーになる！」な

ど、絵本を200冊出版している「のぶみさん」の講演会です。

　入場は無料で、当日先着270名までご入場いただけます。講

演会終了後、サイン会を開催しますのでのぶみさんの絵本をご

持参ください。

花の郷・茂来館

メリアホール

(佐久穂町)

佐久穂町公民館

TEL 0267-86-2041

8月10日(土)

花火19:30～20:30

第47回

白樺湖夏祭り

花火大会

　標高1400メートル！高原の湖に響き渡る、迫力満点の花火

をお楽しみください。(打ち上げ数約1,000発)

白樺湖畔

(立科町)

白樺湖夏祭り花火大会

実行委員会

茅野市観光案内所

TEL 0266-72-2637

8月10日(土)

・11日(日・祝)

10:30～11:30

緑陰講座

　今年の講座は、堀辰雄の師匠である室生犀星生誕１３０

年を記念しての講座内容です。

■８月10日(土) 講師:上田正行氏(室生犀星記念館(金沢

市)館長)

■８月11日(日・祝) 講師:菊地和世氏(堀辰雄養女)、池

内輝雄氏(日本近代文学館副理事長)

堀辰雄文学記念館

(軽井沢町)

堀辰雄文学記念館

TEL 0267-45-2050

8月11日(日)

太鼓演奏19:00～

花火20:00～21:00

白樺高原花火大会

　打ち上げ前に御泉水太鼓の演奏が行われます。水中スターマ

インなど色彩豊かな花火が湖面に写し出されます。

(打ち上げ数約1,000発)

女神湖畔

(立科町)

信州たてしな観光協会

TEL 0267-55-6654

長野県PRキャラクター

「アルクマ」

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。



月　日 イベント名 内 　容 開催地 問合せ先

長野県PRキャラクター

「アルクマ」

8月25日(日)

みんなでダイヤモンド

浅間を見に行こう！

～日の出編～

　ダイヤモンド浅間。それは浅間山と日の出が重なり、ダイヤモン

ドのように輝く神秘的な現象。言葉を失うほど感動する光景に

出合えるツアー。みんなで一緒に登りましょう！

■集合・解散:高峰高原ビジターセンター

■行程:車坂峠～槍ヶ鞘またはトーミの頭～車坂峠

■対象:小学生以上(18歳以下は保護者同伴)

■定員:30名

浅間山周辺

(小諸市)

安藤百福センター事務局

TEL 0267-24-0825

8月14日(水)
浅科どんどん祭り

・納涼花火大会

　浅科地区では、毎年恒例のどんどん祭り・納涼花火大会が開

催されます。

【昼の部】魚のつかみどり大会など、子供から大人まで楽しんでい

ただけるイベントを各種開催しております。

【夜の部】納涼花火大会が開催されます。一番の見どころは、東

信随一と言われる尺玉花火の打ち上げです。

浅科多目的

屋内運動場周辺

(佐久市)

佐久市浅科支所

経済建設係

TEL 0267-58-2001

8月15日(木) 榊祭り

　火と榊によって一切の不浄を払い浄め、五穀豊穣や無病息

災を祈る、荒々しくも幻想的な火祭りです。暑さみなぎる真夏の

夜、100人を超える老若男女が、松明を手に山から駆け下り、

その炎を鹿曲川へと投げ込み、榊の神輿を地面に叩きつけ水を

掛け合う光景は圧巻です。

　その他にも、オープニングセレモニー、子ども神輿、横笛、船引

き、 望月高校ブラスバンド、松明、望月太鼓、花火、民謡流

し、榊神輿、獅子舞などが行われます。

旧中山道 望月宿一帯

(佐久市)

佐久市望月支所

経済建設係

TEL 0267-53-3111

8月15日(木)

19:30～21:00

第59回

2019佐久千曲川

大花火大会

　ナイアガアラやスターマインなど、夏の夜の醍醐味をたっぷりと楽

しむことができます。また千曲川に花火が映るのも魅力の一つで

す。 (打ち上げ数約3,000発)

千曲川河川敷

(野沢橋～佐久大橋)

(佐久市)

佐久千曲川大花火大会

実行委員会

TEL 0267-62-5714

8月16日(金)

12:00～18:00
小田井宿祭り

　小田井宿で行われる『拝領人形』の伝承と、宿場ができて

400年を記念するために始められたまつりです。当日は、太鼓

や、鼓笛隊、バザーなども催され、御代田の夏を締めくくるまつり

のひとつです。

旧中山道 小田井宿

(御代田町)

御代田町役場産業経済課

商工観光係

TEL 0267-32-3111

8月16日(金)

20:00～21:00

松原湖

灯籠流し花火大会

　松原湖高原の松原湖で開催される花火大会。湖上スターマ

インと400個の灯籠が織りなす幻想的な光景が魅力です。

　会場となる松原湖は山に囲まれているため、花火の大音響が

体感できます。山あいでは珍しい大きな花火です。

松原湖(猪名湖)

(小海町)

小海町産業建設課

商工観光係

TEL 0267-92-2525

8月17日(土)

～18日(日)

13:00～翌12:00

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。美しく神秘的な苔の世界を観察します。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

8月17日(土)

～20日(火)

第33回

蓼科音楽祭

　今年も、地元・立科町の音楽家をはじめ、各地で活躍中のベ

テラン演奏家から国際コンクールなどで上位入賞した気鋭の若

手演奏家まで多彩な構成によるコンサートを開催いたします。

　女神に愛しまれるこの地に響き渡る美しい音色をごゆっくりお楽

しみください。

蓼科野外音楽堂

(立科町)

蓼科音楽祭実行委員会

TEL 070-1570-9888

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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長野県PRキャラクター

「アルクマ」

8月20日(火)

19:30～

旧軽井沢

諏訪神社花火大会

　社叢が町指定文化財に指定されている、諏訪神社の花火大

会。8月20日に大祭を行い、みこし、奉納相撲、神楽、夜店な

どで賑わいます。花火は19:30頃から開始予定。

※小雨決行、雨天順延

旧軽井沢

(軽井沢町)

軽井沢観光案内所

TEL 0267-42-2491

8月25日(日)

10:00～11:00

市立小諸図書館会館

４周年記念講演会

　ｹﾞｯﾁｮ先生こと、沖縄大学学長盛口満氏による「身近な自然

(せかい)の楽しみ方」を教えてもらおう！

■定員100名　※要申込

ステラホール

(市民交流センター2階)

(小諸市)

市立小諸図書館

TEL 0267-22-1019

8月30日(金)

18:00～

音楽のまち・こもろ

「ミニコンサート」

　小諸市はまちじゅうに音楽の溢れる「音楽のまち・こもろ」を目

指し毎月1回ミニコンサートを開催しています。

　8月のミニコンサートは、小諸高校音楽科！小諸高校音楽科

は、県内で唯一の音楽科です。今回の出演は、声楽とピアノ専

攻生です。ソプラノ独唱、テノール独唱、そして女声合唱をお楽

しみ下さい。

ステラホール

(市民交流センター2階)

(小諸市)

小諸市教育委員会

文化財・生涯学習課

TEL 0267-22-1700

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以降は前月からの継続イベントです。

7月28日(日)

～

8月2日(金)

9:00～14:00

＊7月30日を除く

飯盛山イベント

　【信州山の日から5日間飯盛山イベントを開催！】

　老若男女問わず登れる飯盛山の頂上で南牧村のゆるキャラ

「みな福」が登山者をおもてなしします。

　その日の先着50名にはインスタ映えすること間違いなしの登山

証明書を配ります。登山証明書を村内の対象施設にもっていけ

ば割引等が受けられます。また、みな福と写真を撮ってくれた方

の中から抽選で南牧村の特産品をプレゼント。この日に合わせて

道標なども新しくなります。

飯盛山

(南牧村)

南牧村役場

産業建設課

TEL 0267-96-2211

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以降は佐久地域で開催中の美術展・企画展です。

6月15日(土)

～

8月25日(日)

未来への世界地図

ハービー・山口写真展

　写真家として50周年を迎えるハービー・山口さんの写真展。

多くの作品はモノクロームのスナップ・ポートレイトというスタイルで

す。

　ロンドンでの作品をはじめ「代官山17番地」、「二十歳の憧

憬」、「HOPE」のほか、小海町で撮影された作品でハービー・山

口の50年の軌跡を辿ります。

小海町高原美術館

(小海町)

小海町高原美術館

TEL 0267-93-2133

6月15日(土)

～

10月14日(月・祝)

「ＥＤＯ時代はＥＣＯ

だった」

開館時間　9:00～17:00まで(最終入館16:30)

休館日　水曜日(7/15～10/31は無休)

入館料　大人400円・小中高生200円

＊堀辰雄文学記念館と共通です。

追分宿郷土館

(軽井沢町)

追分宿郷土館

TEL 0267-45-1466

6月15日(土)

～

10月14日(月・祝)

歴史民俗資料館

企画展

「軽井沢のあかりと

暮らし」

開館時間　9:00～17:00時まで(最終入館16:30)

入館料　　大人400円・小中高生400円

休館日　月曜日(7/15～10/31無休)

歴史民俗資料館

(軽井沢町)

歴史民俗資料館

TEL 0267-42-6334

7月6日(土)

～

10月31日(木)

「稲垣黄鶴　書の世界

-浅間の麓の風を感じ

つつ-」

開館時間　9:00から17:00まで(最終入館16:30)

休館日　　7月8日(月)

入館料　　無料

離山公園雨宮邸

新座敷

(軽井沢町)

追分宿郷土館

TEL 0267-45-1466

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。



月　日 イベント名 内 　容 開催地 問合せ先

長野県PRキャラクター

「アルクマ」

7月11日(木)

～

12月1日(日)

室生犀星生誕１３０年

特別企画展

「師弟を超えた交流

-室生犀星と堀辰雄-」

開館時間　9:00から17:00まで(最終入館16:30)

入館料　大人400円・ 小中高生200円

休館日　水曜日(7/15～10/31無休)

＊入館料は追分宿郷土館と共通です。

堀辰雄文学記念館

(軽井沢町)

堀辰雄文学記念館

TEL 0267-45-2050

7月24日(水)

～

8月28日(水)

海野和男昆虫写真展

生きもの写真

リトルリーグ2019

開館時間　9:00から17:00まで

入館料　大人500円・小中高生250円

休館日　月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)

小諸市立高原美術館・

白鳥映雪館

(小諸市)

小諸市立高原美術館・

白鳥映雪館

TEL 0267-26-2070

8月10日(土)

～

9月16日(月・祝)

松原湖ギャラリー創

「松原高原に集う

作家達シリーズ」展

　松原高原で活動する写真グループ・ものづくり作家達の展示

を、一週間単位で展示します。

8/10～18「写だん佐久写真展」、8/20～9/3「源流写真

展」、9/7～9/16「山野麗色癒しの器展」

開館時間　10:00から17:00まで

休館日　水曜日 ＊入館無料

松原湖観光案内所

ギャラリー創

(小海町)

松原湖観光案内所

TEL 0267-93-2005

7月9日(火)

～

11月17日(日)

生誕130年記念

第89回作品展示

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

伯生誕130年を記念して、明治後年から折々に描き父の勧め

で初出版したスケッチ集「スケッチそのをりをり」を展示します。画

伯の息づかいを感じる未公開作品をご覧ください。

◇開館時間　9:30～17:00

◇入館料　一般500円・小中学生300円

             (20名様以上団体割引)

◇休館日:月曜日

　7月13日から9月1日まで長野県等主催のミュージアム・スタン

プラリー2019「信州とあそぼう」に参加しています。中学生以下

のお子さまは無料で入館できます。

　参加美術館や資料館などのスタンプ3コでオリジナルグッズや信

州の特産品が抽選で当たります。お出かけください。

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

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。


