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８月12日(⾦)
21:00〜24:00 ペルセウス座流星群観望会

　毎年多くの流星が流れることで有名な「ペルセウス座流星群」
　今年は⽉明かりの中を⾶ぶ明るい流星がいくつか⾒られることでしょ
う。
■内容:ペルセウス座流星群観望、流星群のお話、夏の天体観望
■参加費:⼀般520円、⼩中学⽣260円(⼊館料)
■定員:30⼈程度(電話申し込み先着順)

うすだスタードーム
(佐久市)

うすだスタードーム
TEL:0267-82-0200

８月26日(⾦)
19:30〜21:00

第２回星座教室「天の川と
夏の星座を⾒つけよう︕」

　四季の星座を楽しむ星座教室
　今回は天の川と夏の星座たちの観望です。
　星座にまつわる神話物語もご紹介します。
■内容:夏の星座の⾒つけ⽅、つなぎ⽅、星座神話のお話
■参加費:⼀般520円、⼩中学⽣260円(⼊館料)
■定員:30⼈程度(電話申し込み先着順)

うすだスタードーム
(佐久市)

うすだスタードーム
TEL:0267-82-0200

7月16日(土)
〜

９月4日（日）
10:00〜17:00

浅間国際
フォトフェスティバル2022

PHOTO MIYOTA

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。
■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
■料⾦　⼀部有料500円※ただし、野外展示は無料
■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
■HP    https://amanaphotofes.jp/miyota/

MMoP
（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

８月３日(水)
〜

８月７日(日)
19:30〜21:00

スターウィーク観望会

　⼤きな望遠鏡で夏の星をじっくりと観察していきます。夏の星を⾒る
だけではなく、夏の星にまつわるお話もセットでお届けされますよ︕普
段はなかなか味わえない迫⼒ある天体をお楽しみください。
■定員︓30名程度
■申込
うすだスタードーム　0267-82-0200
■うすだスタードーム/佐久市ホームページ
https://www.city.saku.nagano.jp/star-dome/

うすだスタードーム
(佐久市)

８月28日(日)
国⽴天⽂台野辺⼭
宇宙電波観測所

特別公開

自然科学研究機構
国⽴天⽂台

野辺⼭宇宙電波観測所
(南牧村)

自然科学研究機構 国⽴天
⽂台

野辺⼭宇宙電波観測所
電話︓0267-98-4300

■ヨンゴ―研究　発表会(オンライン)
■時間:10:30〜15:30
   45メートル電波望遠鏡は、⾒た目は40年間変わっていませんが、
その中身は変わり続けています。最新鋭の装置開発や観測成果を７
名の研究者が研究者が紹介します。
■現地企画
■時間:９:30〜16:00
・ヨンゴ―研究ポスター発表会
　ポスターを使って最新の研究成果を研究者本⼈が発表。
・巨⼤アンテナを触ってみよう
　45メートル電波望遠鏡を触って鏡面の感触を確かめてみよう。
・キーワードラリー(開催期間:８⽉28日〜９⽉30日)
　観測所に隠されたキーワードを集めてプレゼントをもらおう。
　(なくなり次第終了)
■HP　https://www.nro.nao.ac.jp/

うすだスタードーム
TEL:0267-82-0200

以降は前月からの継続イベントです

８月13日(土)
〜

８月18日(木)

2022年度
蓼科⾳楽祭

■前売りチケット:⼥神湖の各ホテル、店舗で販売
　 当日券は開演20分前よりホール⼊口受付にて販売
■演奏内容
13日　ジャズピアノ＆ヴォーカル<サマータイム真夏の夜に>
14日　講師陣によるガラコンサート
15日　ジョイントリサイタル
16日　コンクール受賞者コンサート
17日　ヴィオラアンサンブル
18日　クラスフィナーレコンサート/地元音楽家によるコンサート
蓼科音楽祭ホームページ
http://tateshina-ongakusai.com/access/

蓼科園地
蓼科野外⾳楽堂

室内ホール
(⽴科町)

⼥神湖ミュージックキャンプ
実⾏委員会

megamikomc21
@gmail.com

 ８月６日(土)
 18:45〜20:00
 (内　休憩３回)

 第50回こもろ市⺠まつり
 「ドカンショ」

※中止となりました
 浅間山の噴火音にちなんだ「⼩諸ドカンショ」の曲に合わせて踊り歩き
 ます。なんと踊り⽅や服装は自由︕
 ※今年は⾶び⼊り参加不可です。
■⼩諸市オフィシャルサイト
https://www.city.komoro.lg.jp/soshikikarasagasu/sang
youshinkoubu/shokokankoka/2/1/ibennto/12323.html

 小諸駅前商店街周辺
 (小諸市)

小諸商工会議所
　TEL:0267-22-3355

小諸市商工観光課
　TEL:0267-22-1700

８月15日(月)
19:30〜20:45

雨天でも開催します
(荒天順延)

第60回2022佐久
千曲川大花火大会

　プログラム数約50本、花火数約3000発の⼤規模な花火⼤会で
す。夏の風物詩がいよいよ帰ってきましたね︕今年は露店の出店はあ
りませんがその分近くの飲食店内で楽しみましょう。
■駐⾞場:野沢・中込両商店街にありますが、混み合うため、中込
駅付近の駐⾞場などをご利⽤ください。
■佐久ケーブルテレビでは、開会式から花火終了まで全て⽣中継
放送日︓8⽉15日(⽉)19時15分放送開始
■中込商会ホームページ
http://nakagomi.jp/hanabi/index.html

佐久市
千曲川河川敷

(佐久市)

佐久千曲川大花火大会
実⾏委員会

TEL:0267-62-5714

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。
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長野県PRキャラクター

「アルクマ」

〜2023年
２月３日(⾦)

KARUIZAWA　PHOTO
CONTEST　2022

〜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︕

▶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
アカウント（@karuizawaphoto.official）をフォローする。
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

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://karuizawa-

kankokyokai.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。

〜2023年
１月６日(⾦)

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。

佐久市 佐久市観光協会事務局
TEL　0267-62-3285

ジェイアールバス関東株式会
社

小諸支店
TEL　0267-22-0588

４月９日
〜

10月30日
（⾦土日祝日）

①20:00〜20:45
②21:00〜21:45

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。

※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/

「グラスビーチツアー」
高峰マウンテンホテル

「ほしのやどりツアー」
高峰高原ホテル

（小諸市）

高峰高原
マウンテンホテル

TEL  0267-23-1712

８月16日(火)・17日(水)
９月10日(土)・11日(日)
10月15日(土)・16日(日)

苔の観察会

　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。

　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︕

８月・10月
⻨草ヒュッテ
(芽野市)

９月
⻘苔荘

(佐久穂町）

⻨草ヒュッテ
　TEL  090-7426-0036

 ⻘苔荘
　TEL  090-1423-2725

〜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 佐久広域連合
TEL  0267-62-7721

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」

　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︖

■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4,000円
　　　　　　　　　　⼀日コース6,000円
■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
　https://www.jreast.co.jp/nagano/spring-
kanko/page2.html

軽井沢駅⇔
小諸市内・佐久市内

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。


