楽しいイベントがいっぱい！

７月
長野県PRキャラクター
「アルクマ」

月 日

7月16日(土)
〜
９月4日（日）

イベント名

浅間国際
フォトフェスティバル2022
PHOTO MIYOTA

内

容

開催地

３年ぶりに開催します︕
浅間山麓の美しい自然の中で、五感で感じられるさまざまな写真体験
ができるアートフォトの祭典です。国内外の優れた写真家たちの作品の
展示や、写真の楽しさを提案する体験型のイベントの実施、ワーク
ショップ等を開催予定です。
MMoP
■時間 10時から17時（最終⼊場︓16時30分まで）
※野外展示は時間以外も閲覧可能です
（御代田町）
■料⾦ ⼀部有料500円※ただし、野外展示は無料です
■定休日 水曜定休日（8月10日(水)は除く）
※ただし、野外展示は無料です
■HP https://amanaphotofes.jp/miyota/

問合せ先

浅間国際フォトフェスティバル
実⾏委員会
TEL 0267-32-3112

スリル満点な夜のオープントップバスで⾏く、標高2,000mの高峰
高原から⾒渡す星空夜景ツアー。高峰高原の夜を星空案内人と共に
散策します。ここにしかない感動体験をぜひご堪能ください。

７月２日(土)
〜
９月25日(日)
の土日祝日

７月２日(土)・３日(日)
７月30日(土)・31日(日)
※満員
８月16日(火)・17日(水)
９月10日(土)・11日(日)
10月15日(土)・16日(日)

〜2023年
１月６日(⾦)

定期観光バス
「高峰高原
宙さんぽコース」

■運⾏ルート︓
軽井沢駅（18:30発）=高峰高原（星空観察体験 約50分）=
小諸駅（21:25頃着）
■ご利⽤代⾦︓おとな4,000円、こども2,000円
★星空観察体験料も含まれた、夏の思い出づくり応援価格です。
■ご予約
・ジェイアールバス関東株式会社 小諸支店 TEL 0267-22-0588
・高速バスネット https://www.kousokubus.net/BusRsv/ja/
・(詳細はこちら)
https://www.jreast.co.jp/nagano/springkanko/page2.html

専門講師と⼀緒に訪ね、基本的なコケ知識を学び、神秘的なコケの
世界を満喫しよう。

苔の観察会

主にフィールドワークを中心に、始めは広い視点で雄大な苔を楽し
み、次第に視点を狭くしていき、虫眼鏡や顕微鏡で苔に迫ります。マク
ロからミクロまで苔を存分に楽しんでいただけるイベントです。
１泊２日で苔を直接感じ、講師による苔の解説を聞き、山小屋で
過ごす貴重な機会をお⾒逃しなく︕

信州佐久市観光
フォトコンテスト2022

佐久市の観光地、祭り、イベント、自然の美しさなどをテーマとした作
品を応募しよう︕
※「佐久バルーンフェスティバル2022」をテーマとする作品は、 全て
「佐久バルーンフェスティバル2022写フォトコンテスト」へ 応募してくださ
い。（本コンテストでは審査対象外とさせていただきます）
最優秀賞1点、優秀賞3点、準優秀賞10点にはそれぞれ賞⾦も出
ますよ︕
また、選外者全員にパラダリフト割引券、平尾温泉みはらしの湯割引
券を贈呈予定。

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。

軽井沢駅→
高峰高原→
小諸駅

８月・10月
⻨草ヒュッテ
９月
⻘苔荘

佐久市

ジェイアールバス関東
株式会社
小諸支店
TEL 0267-22-0588

⻨草ヒュッテ
TEL 090-7426-0036
⻘苔荘
TEL 090-1423-2725

佐久市観光協会事務局
TEL 0267-62-3285

楽しいイベントがいっぱい！

７月
長野県PRキャラクター
「アルクマ」

月 日

イベント名

内

容

開催地

問合せ先

軽井沢町

一般社団法人
軽井沢観光協会
TEL 0267-41-3850
FAX 0267-41-3851
https://karuizawakankokyokai.jp/
公式アカウントのダイレクトメッ
セージでも可能です。

〜私が⾒つけた新しい軽井沢〜
軽井沢で「いいね︕」と感じた瞬間を撮影してインスタに投稿しよう︕

〜2023年
２月３日(⾦)

▶応募方法
①軽井沢で写真を撮影
②Instagramのご自身のアカウントで軽井沢フォトコンテストの公式ア
KARUIZAWA PHOTO
カウント（@karuizawaphoto.official）をフォローする。
CONTEST 2022
③軽井沢で撮影した写真にハッシュタグ「#2022軽井沢フォトコン」ま
たは「#2022karuizawaphotocontest」を付けて投稿する。
▶テーマ
「軽井沢の伝統・風景」「軽井沢ライフ」
※軽井沢ライフとはWellness Resort・スポーツ・テレワーク・ウェディン
グや軽井沢の日常
以降は前月からの継続イベントです

４月９日
〜
10月30日
（⾦土日祝日）

高峰高原
宙さんぽ

高峰高原の夜を星空案内人と共に散策する宙さんぽ。街明かりも届
「グラスビーチツ
かない標高2000mの夜空には、満天の星空が鮮明に浮かび上がり
アー」
ます。寝転びながら大切な人と過ごす星空観賞会は、最高の思い出
高峰マウンテンホ
に。ここにしかない、標高2000mの感動体験を是非ご堪能ください。
テル
※月〜⽊曜日の平日は15名以上の団体のみ受付
■参加費 大人2000円 子供（小学生以下）1000円
３歳以下無料
■お申し込み 高峰マウンテンホテル TEL 0267-23-1712
■特設サイト https://asama-resort.co.jp/sorasanpo/

①20:00〜20:45
②21:00〜21:45

「ほしのやどりツ
アー」
高峰高原ホテル

高峰高原
マウンテンホテル
TEL 0267-23-1712

（小諸市）

【７月は開放感満点のオープントップバスで運⾏︕】
小諸市、佐久市の観光スポットをめぐるバスが運⾏します︕高峰高
原では雲海の先に広がる富士山や八ヶ岳を望み、「駒の⾥」で知られ
る佐久市望月の春日温泉では、ソムリエ資格を持つオーナーが開発し
たチーズ＆佐久地域の日本酒のペアリングを楽しめます。７・９月は
オープントップバスで運⾏︕この機会に小諸佐久のディープな魅⼒を
探してみませんか︖

4月16日(土)
〜
9月25日(日)
の土休日中心

定期観光バス
「魅⼒満載︕
小諸佐久エリアコース」

■運⾏期間︓2022年４月16日（⼟）〜９月25日（日）の⼟
休日中心
■ご利⽤代⾦︓半日コース（午前または午後）おとな・こども4,000
円
⼀日コース（午前＋午後）おとな・こども6,000円
軽井沢駅⇔
■運⾏ルート︓
小諸市内・佐久
【午前】
市内
夏でもさわやか高原めぐり（６〜８月運⾏）
軽井沢駅（9:00発）=夢ハーベスト農場＝高峰高原=小諸駅=
佐久平駅（14:10頃着）
【午後】
・小さな温泉郷と本格庭園めぐり午後Dコース（４〜９月運⾏）
佐久平駅（14:20発）=春日温泉=風の丘しいある=佐久平駅
=軽井沢駅（18:20頃着）
■ご予約
・ジェイアールバス関東株式会社 小諸支店 TEL 0267-22-0588
・高速バスネット https://www.kousokubus.net/BusRsv/ja/
（詳細はこちら）
https://www.jreast.co.jp/nagano/springkanko/page2.html

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。

ジェイアールバス関東株式会
社
小諸支店
TEL 0267-22-0588

楽しいイベントがいっぱい！

７月
長野県PRキャラクター
「アルクマ」

月 日

イベント名

内

容

開催地

問合せ先

小諸市内

株式会社
まちづくり小諸
TEL 0267-27-1194

佐久地域

佐久広域連合
TEL 0267-62-7721

令和４年４月16日から毎週土曜日 新交通運⾏中︕
しなの鉄道１日フリー電⼦乗⾞券
▶「信州こもろパス」
信州こもろパスは軽井沢〜小諸間、上⽥から小諸間の⼆種類の乗⾞
券があります。
⼀日何度でも自由に乗り降りができます。
軽井沢〜小諸間 通常往復1,000円→信州こもろパス800円
上⽥〜小諸間 通常往復820円→信州こもろパス660円
※しなの鉄道「信州こもろパス」は６月25日(土)をもって販売を一
時休止します。(７月下旬頃に再販予定)
また、既にご購入されました未使⽤のチケットは７月９日(土)まで
ご利⽤いただけますので、ぜひご利⽤ください。
４月16日(土)
〜
11月26日(土)
（毎週土曜日）

縁JOY︕
小諸＆信州
こもろこまーす

「北国街道まち巡り便」
▶スマートカート「egg」
小諸駅を出発し、北国街道小諸宿の町並みを中心としたコースを15
分で巡ります。運⾏ルート上のどこでも乗り降りすることが可能です。
（※６・７月は運休）(※７月下旬頃再開予定)
▶EVバス「こもこむ号」
小諸駅を出発し、北国街道小諸宿の町並みを中心に巡るコースで
す。10時〜16時まで20分間隔で運⾏します。（※12:30〜13:30
は調整休）（※７月は運休。７月下旬頃再開予定）
「布引観⾳・台地巡り便」
▶EVバス「こもこむ号」
小諸駅を出発し、千曲川を渡り、自然の眺望や絶景、温泉や御牧ケ
原の大地で育ったワインを巡るコースです。（※７月は運休。７月下
旬頃再開予定）
〈詳細はこちら〉
縁JOY︕小諸ポータル https://enjoy-komoro.jp/

募集中
【応募締切】
11月30日（水）

佐久地域ふるさと
フォトコンテスト2022

▶テーマ︓「私が好きな佐久地域」
私が好きなおすすめしたい佐久地域の四季、風景、文化、暮らし、お
祭りなど、地域に住むことの幸せや人のつながりを感じさせる写真
▶プリント部門とInstagram部門を⽤意︕
（詳細はこちら）
http://www.areasaku.or.jp/photo_contest/index.html

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。

