
区分 イベント名 日時 開催地 開催内容 問合せ先

クリス
マス

イルミ
ネー
ション

　

樫山工業
イルミネーション
（新規掲載）

〜2023年2⽉28日
(火)

16:30〜24:00

軽井沢星野
エリアの

クリスマス
（新規掲載）

〜12⽉25日（日） 軽井沢
星野エリア

（軽井沢町）

　自然と文化を愛する人々が集う場所「軽井沢星野エリア」。
心温まる様々な各種イベントが、ハルニレテラス、もみの木広
場、軽井沢高原協会の３つのエリアで開催されます。

■ハルニレテラス（点灯時間︓16:00〜22:00）
　レストランやカフェなど個性豊かな16店舗が集うその頭上に
はクリスマスに欠かせない「やどりぎ」を象ったイルミネーションが
輝きます。
　やどりぎの下を通ると幸福が訪れるとの⾔い伝えも︕

■もみの木広場（点灯時間︓17:00〜22:00）
　本イベントの中心にあるのはもみの木広場のクリスマスツリー
です。高さ10ｍのクリスマスツリーは本物のもみの木で、フォト
スポットとしても人気︕

■軽井沢高原教会（開催時間︓19:30〜21:30）
　数えきれないほどのランタンキャンドルが軽井沢高原協会の
森に灯ります︕（軽井沢高原協会 星降る森のクリスマスの
現地訪問は完全予約制です。）

※ここでは紹介しきれないイベントが多数ありますので、詳細
はホームページをご覧ください。

■軽井沢星野エリアのクリスマスホームページ
https://www.hoshino-area.jp/christmas/

ハルニレテラス

TEL
050-3537-3553

樫⼭⼯業⻄側
（佐久市）

　今年で18回目を迎えます︕国道沿い200mに設置された
13本のツリーが今年も寒空を彩ります。
　LEDの数はなんと25万球を超え、今では県内外から多くの
人が訪れます︕

■テーマ
「白雪姫と王子様」

■駐⾞場
お⾞でお越しの際は、必ず樫⼭⼯業 精機第⼀⼯場（旧樫
⼭精密）のイルミネーション専⽤駐⾞場をご利⽤下さい。

■樫⼭⼯業イルミネーションホームページ
https://illuminate.jp/

樫⼭⼯業
イルミネーション

https://illuminat
e.jp/contact/

※ 新型コロナウイルス等の影響により、予定は変更になる場合があります。詳しくは問合せ先にお尋ねください。

長野県PRキャラクター

「アルクマ」
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※ 新型コロナウイルス等の影響により、予定は変更になる場合があります。詳しくは問合せ先にお尋ねください。

長野県PRキャラクター

「アルクマ」

周遊

祭り

アウト
ドア

松原湖観光案内所

TEL
0267-93-2005

松原湖氷上
わかさぎ釣り

（新規掲載）

解禁日
（12⽉下旬）

〜
2023年３⽉上旬
６:30〜16:30

松原湖
（小海町）

　結氷した松原湖でワカサギの氷上釣りが楽しめます。
　釣ったワカサギはレンタル店にて揚げてもらえますよ︕

■レンタル店
・リゾートイン⽴花屋　TEL︓0267-93-2201
・ファミリーロッジ宮本屋　TEL︓0267-93-2432
・釣り宿佐久屋　TEL︓0267-93-2221

■料⾦
道具⼀式︓1500円〜5000円
⽇釣り券︓500円（中学⽣以下無料）

■小海町観光協会ホームページ
http://www.koumi-kankou.jp/?p=391

12⽉３日（土）

小諸駅⇒
田中駅⇒

軽井沢駅⇒
小諸駅

■参加費︓20,000円（⼤人・小人同額）
■募集人数︓40名
■集合場所︓「小諸駅のまど」
■受付時間︓10:00〜10:30

■内容
・⾏程︓小諸駅（11:06発）⇒田中駅（11:19着
/11:33発）⇒軽井沢駅（12:36着/13:28発）⇒小諸
駅（14:00着）
※旧軽井沢駅舎内2階ラウンジにてシンガーソングライターの
佐藤嘉風さんのライブ演奏を予定。

・お食事
洋食コース（小諸市の停⾞場ガーデン︓荻原シェフ）
・列⾞内にてウェルカムドリンク（小諸産ワインまたはソフトドリ
ンク）
・小諸産ワインの有料販売

■こもろ観光局ホームページ
https://www.komoro-tour.jp/blog/id_9619/

観光列⾞「ろくもん」
予約センター

TEL
0268-29-0069

Karuizawa
Winter

Festival 2023
（新規掲載）

〜2023年２⽉28日
（火） 軽井沢町

　冬の軽井沢にて様々なイベントが催されます︕
　今年のテーマは、“冬だ︕軽井沢へ︕︕”

■軽井沢白糸の滝 真冬のライトアップ
・場所︓白糸の滝
・⽇程︓12⽉17⽇（⼟）〜2023年２⽉12⽇（⽇）
(特定期間の週末開催 計13⽇程度開催)

■クリスマスコンサート
・場所︓軽井沢⼤賀ホール
・⽇程︓12⽉18⽇（⽇）14:00〜16:00

※ここでは紹介しきれないイベントが多数ありますので、詳細
はホームページをご覧ください。

■軽井沢ウィンターフェスティバルホームページ
https://karuizawamonogatari.com/

ウインター
フェスティバル2023

TEL
0267-41-3850

⼩諸駅発着︕
観光列⾞
ろくもん

特別ツアー
（新規掲載）
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※ 新型コロナウイルス等の影響により、予定は変更になる場合があります。詳しくは問合せ先にお尋ねください。

長野県PRキャラクター

「アルクマ」

フォト
コンテ
スト

軽井沢
フォトフェスト 〜１⽉31日（火） 軽井沢町

■募集写真
撮影期間（2022年６⽉１⽇〜2023年１⽉31⽇）に
軽井沢町で撮影された写真（ジャンル、テーマ共にオープ
ン）

■Karuizawa Foto Festメインイベント
・期間︓2023年４⽉１⽇〜2023年５⽉14⽇
・内容︓250枚程度のファイナリストを選出し、高画質基準
を満たした作品は軽井沢の様々な場所に設置されるターポリ
ンにて展示されます。

■賞
グランプリ︓Fujfilm X100V ミラーレス カメラ mirrorless
camera、軽井沢町アーカイブに収蔵
副賞︓CREATE 富⼠フィルム運営のプロ・ラボ商品券
KFF 委員会賞︓KFF公式ハガキやポスターに作品と名前の
掲載。使⽤料が賞として⽀払われます。

■軽井沢フォトフェストホームページ
https://www.karuizawafotofest.jp/

火星観望会
（新規掲載）

12⽉１日（木）
19:30〜21:00

　12⽉１⽇は⽕星が地球に最接近します︕
　⾒やすくなった⽕星を⼤型望遠鏡で観察するほか、⽕星接
近の仕組みや、⽕星の観測の歴史のお話をお楽しみいただき
ます。

■⼊館料︓⼀般520円、小中学⽣260円
■定員︓30人程度（電話申し込み先着順）
■佐久市ホームページ
https://www.city.saku.nagano.jp/star-
dome/guide-events.html

星空
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

FAX
0267-82-0210

e-mail
stardome@city.s
aku.nagano.jp

クリスマス観望会
（新規掲載）

12⽉24日（土）
19:30〜21:00

　オリオン座、おうし座、ふたご座などの冬の星座たちとその星
座神話、すばるやオリオン⼤星雲などの天体たちをたっぷりとお
楽しみいただきます。
　クリスマス・イブの天文台で⼤切な人に星のプレゼントはいか
がでしょう。

■⼊館料︓⼀般520円、小中学⽣260円
■定員︓30人程度（電話申し込み先着順）
■佐久市ホームページ
https://www.city.saku.nagano.jp/star-
dome/guide-events.html

ふたご座流星群
観望会

（新規掲載）

12⽉14日（水）
21:00〜24:00
（自由解散）

　毎年多くの流星が⾒られる「ふたご座流星群」今年は14⽇
夜が極⼤となります。
　流星群観望のほか、流星群の仕組みのお話や望遠鏡によ
る冬の天体観望でお楽しみいただきます。

■⼊館料︓⼀般520円、小中学⽣260円
■定員︓30人程度（電話申し込み先着順）
■佐久市ホームページ
https://www.city.saku.nagano.jp/star-
dome/guide-events.html

軽井沢フォトフェスト
実⾏委員会

e-mail
kff@karuizawafo

tofest.jp
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※ 新型コロナウイルス等の影響により、予定は変更になる場合があります。詳しくは問合せ先にお尋ねください。

長野県PRキャラクター

「アルクマ」

⼀般社団法人
軽井沢観光協会

TEL
0267-41-3850

FAX
0267-41-3851

https://karuizaw
a-

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。

KARUIZAWA
PHOTO

CONTEST
2022

〜2023年
２⽉３日（⾦） 軽井沢町

■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

■賞
グランプリ︓１点、３万円
伝統風景部門賞︓２点、１万円
軽井沢ライフ部門賞︓２点、１万円
後援社特別賞︓４点、３千円　※その他の賞もあります。

■軽井沢観光協会ホームページ
https://karuizawa-kankokyokai.jp/news/33268/

佐久市観光協会
事務局

TEL
0267-62-3285

フォト
コンテ
スト

信州佐久市観光
フォトコンテスト

2022

〜2023年
１⽉６日（⾦） 佐久市

■テーマ︓佐久市の観光地､祭り､イベント、自然の美しさ
※「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）

■賞
最優秀賞︓１点、賞⾦５万円、賞状
優秀賞︓３点、賞⾦２万円、賞状
準優秀賞︓10点、賞⾦３千円、賞状　※その他の賞もあり
ます。
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。

■信州佐久市観光フォトコンテスト実施要項
http://www.sakukankou.jp/photo-
contest/kankouphotooubo/
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※ 新型コロナウイルス等の影響により、予定は変更になる場合があります。詳しくは問合せ先にお尋ねください。

長野県PRキャラクター

「アルクマ」

藤村記念館

TEL/FAX
0267-22-1130

E-mail
toson@city.kom
oro.nagano.jp

秋冬展
アーサー・ラッカム
と「ギフト・ブック」

の時代

〜１⽉９日（⽉）
10:00〜16:00

休館日についてはホー
ムページをご確認くだ

さい

軽井沢
絵本の森美術

館
（軽井沢町）

　本展では、アーサー・ラッカムの挿絵の魅⼒にせまりながら、
子どもたちの絵本の歴史を飾った「ギフト・ブック」を振り返りま
す。このほか、当館の収蔵品の中から貴重な60点以上の挿
絵本と、ラッカムと同時代に活躍した画家であるロビンソン三
兄弟、レズリー・ブルックらの原画も展示いたします。

■料⾦
・軽井沢絵本の森美術館
⼤人950円、中高⽣600円、小学⽣450円
・エルツおもちゃ博物館・軽井沢との２館共通セット券
⼤人1,400円、中高⽣900円、小学⽣650円

■軽井沢　絵本の森美術館HP
https://museen.org/ehon

軽井沢
絵本の森美術館

TEL
0267-48-3340

島崎藤村生誕
150年記念特別

企画展
『藤村を支えた

⼈々〜⾚壁の家
神津猛〜』

〜12⽉18日（日）
９:00〜16:30

小諸市⽴藤村
記念館（懐古

園内）
（小諸市）

　島崎藤村⽣誕150年を記念して、「破戒」出版までの小諸
時代に焦点を当てた、特別企画展を開催します。

　そして、島崎藤村⽣誕150年を記念して「文豪とアルケミス
ト」と小諸市⽴藤村記念館がタイアップします。
　藤村記念館に島崎藤村等身⼤キャラクターパネルが展示さ
れます。
　また、藤村記念館⼊館者先着1万名様に描き下ろしイラス
トを使⽤した栞が配布されるほか、各種グッズを販売します。

■展示内容
・「破戒」執筆に使⽤した文机（神津忠彦氏所蔵）
・神津猛宛藤村書簡（神津忠彦氏所蔵）
・「破戒」浄書本（北野美術館所蔵）

■⼊館料（懐古園共通券）︓⼤人500円、中学⽣以下
200円

第十一回
比田井天来
・⼩琴 顕彰

佐久全国臨書展

〜12⽉11日（日）
（12⽉５日（⽉）

は休館）

佐久市⽴近代
美術館

（佐久市）

　近代で古典学書の方法論を確⽴した⽐田井天来のふるさ
と佐久市が主催し、天来の推奨した古典体系によって、「現
代の書」の原点としての臨書を改めて問い直そうとするのがこ
の臨書展です。

■料⾦︓⼊場無料

■特別企画
①企画展（同時開催）審査員臨書作品
②12⽉４⽇（⽇） 講師︓髙橋蒼⽯
ワークショップ「褚遂良 雁塔聖教序を臨書する」

■佐久市ホームページ
https://www.city.saku.nagano.jp/shisetsu/sakub
un/tenraikinenkan/rinsyo11.html

佐久市
社会教育部
文化振興課

文化振興・文化施
設係

TEL
0267-62-5535

FAX
0267-64-6132

芸術


