
開催日・期間 開催地

1P 12月5日 安曇野市

2P 6月6日～9月27日 松本市

3P 6月13日～11月1日 飯山市

4P ～9月27日 長野市

5P ～11月3日 長野市

6P ～11月下旬 長野市

7P 8月1日～11月15日 安曇野市

8P 8月1日～23日 山ノ内町

8P 9月13日 山ノ内町

9P 7月6日～9月13日 原村

10P 7月30日～9月22日 長野県
長野県信濃美術館
東山魁夷館コレクション展第Ⅲ期

開館40周年記念展
「新収蔵　清水多嘉示の石膏原型の全貌」　第２期

美ヶ原高原直行バス

志賀高原ヒルクライム

戸隠キャンプ場

【戸隠鏡池】テイクアウトやってます

安曇野市宿泊施設応援券

渋温泉夏祭りイベント

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、イベントが中止になる場合もございますので、予めご了承ください。

掲載ページ

安曇野穂高ロゲイニング

GO!GO!千曲川サイクリング

飯綱高原キャンプ場

２０２０年７月２１日

銀座ＮＡＧＡＮＯ（信州首都圏総合活動拠点）

東京都中央区銀座5-6-5 TEL：03-6274-6015 FAX：03-6274-6557 担当：小山浩一／山浦義晴／山口史靖／吉川悦治

http://www.ginza-nagano.jp/ E-mail: ginza-nagano@pref.nagano.lg.jp

ⓒ長野県アルクマ

長野県PRキャラクター「アルクマ」

月号８

新着情報

美術館・博物館

アルクマ便り

参加募集



11P 7月18日～8月23日 安曇野市

12P 7月18日～8月23日 大町市

13P 8月9日 木祖村

夏のアルプス大冒険

夏のアルプス大冒険

　▼「アルクマ便り」は毎月第3または第4水曜日、ホームページにアップします。カラーでご覧いただけます。
　 https://www.pref.nagano.lg.jp/tokyokanko/pressreleases/arukumatayori.html

テンカラ釣り＆毛バリ講習会

イベント

ⓒ長野県アルクマ

長野県PRキャラクター「アルクマ」
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月号 

 

長野県 
●長野県信濃美術館  
東山魁夷館コレクション展第Ⅲ期/10P 
 

飯綱町 

８ 

1

0  
 

木祖村 
●テンカラ釣り＆ 
毛バリ講習会/13P 
 

長野市 
●飯綱高原キャンプ場/4P 
●戸隠キャンプ場/5P 
●【戸隠鏡池】テイクアウトやってます/6P 
 
 

安曇野市 
●安曇野穂高ロゲイニング/1P 
●安曇野市宿泊施設応援券/7P 
●夏のアルプス大冒険/11P 
 

山ノ内町 
●渋温泉夏祭りイベント/8P 
●志賀高原ヒルクライム/8P 
 

飯山市 
●GO!GO!千曲川サイクリング/3P 
 

https://www.go-nagano.net 

～とっておきのトリップアイデアを提案し、旅のプランをお手伝い～  

 
観光総合サイト「さわやか信州旅.net」及びインバウンドサイト「Go！NAGANO」を統一し 
世界に NAGANO を発信するグローバルサイトとして生まれ変わりました。 

麻績村 

原村 
●開館 40 周年記念展 
「新収蔵 清水多嘉示の石膏原型の全貌」 第２期/9P 
 

 豊丘村 

大町市 
●夏のアルプス大冒険/12P 
 

松本市 
●美ヶ原高原直行バス/2P 
 



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先 安曇野市観光交流促進課
（住 所） 〒399-82821 長野県安曇野市豊科6000番地
（電 話） 0263-71-2000 （ＦＡＸ） 0263-72-1340
（ＵＲＬ） http://azumino-rogaining.jp/
（E-ｍａｉｌ)

●３時間の部　一般１名：3,500円　大学生以下１名：1,000円
●５時間の部　一般１名：5,000円　大学生以下１名：1,000円

・新宿　7:00発(あずさ1号)→松本9:38着
　　　　　9:54発(大糸線普通)→穂高10:20着
・名古屋7:00発(しなの1号)→松本9:08着
　　　　　9:20発(大糸線普通)→穂高9:50着

kankokoryu@city.azumino.nagano.jp

●スケジュール
  9:30　受付開始
 10:30　5時間の部　開会式・競技説明
 11:00　5時間の部　競技　スタート
 11:30　3時間の部　開会式・競技説明
 12:00　3時間の部　競技　スタート
 15:00　3時間の部　フィニッシュ～表彰式
 16:00　5時間の部　フィニッシュ～表彰式
 17:00　閉会
●募集人員
　チーム・ソロ　合計200名
●募集締め切り
　11月15日（日）

●参加申し込み
　スポーツエントリーからお申し込みください

●競技　ロゲイニング
　＊制限時間：３時間／５時間
　＊移動手段：歩行または走行
　＊通過証明：デジタル写真撮影による
　＊地図仕様：1/25,000　A3ノビサイズ
　＊JOA Navigation Games 2020 シリーズ戦参加
●クラス
＜３時間の部限定＞
　(1)家族チーム(2～5名、16歳以上と15歳以下の
メンバー含む)
＜３時間／５時間の部 共通＞
　(1)混合チーム(2～5名、男女混合、16歳以上)
　(2)女子チーム(2～5名、女子のみ、16歳以上)
　(3)男子チーム(2～5名、男子のみ、16歳以上)
　(4)女子ソロ(女子1名、16歳以上)
　(5)男子ソロ(男子1名、16歳以上)

信州安曇野ロゲイニング実行委員会

長野自動車「安曇野IC」から約15分(駐車場)

参加募集 安曇野市

安曇野穂高ロゲイニング

今年の安曇野ロゲイニングは、12月に穂高地区にて３時間の部と５時間の部に分けて開催します。
3時間の部はファミリーや初心者も気軽に楽しめ、5時間の部は穂高の魅力を存分に楽しめます！
夜には穂高神社で安曇野神竹灯（かみあかり）が開催され、火を灯した約10,000本の竹灯籠が幻想
的な世界に誘います。初冬の安曇野の魅力をぜひお楽しみください！

１２月５日（土)　　９時３０分～１７時

安曇野市穂高支所別館会議室

●

※新型コロナウイルス感染症の状況などによっては中止となる場合があります。

http://azumino-rogaining.jp/#
mailto:kankokoryu@city.azumino.nagano.jp#


１ 日　時

２ 会　場

３ 運　賃

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「松本駅」より徒歩すぐ

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.city.matsumoto.nagano.jp/miryoku/oshirase/utsukushigaharakougenntyokkoubus.html

（E-ｍａｉｌ) kankou@city.matsumoto.lg.jp

さわやか信州松本フェスティバル組織委員会

長野自動車道「松本IC」から約15分　

500円～1,000円(大人)

新着情報 松本市

美ヶ原高原直行バス

　松本駅アルプス口（西口）から約75分、終点、美ヶ原自然保護センターまでの直行バスを今年も運行
します。松本から少し足を伸ばして、北アルプスはもちろん浅間山、南アルプス連峰、富士山も見渡せ
る360度のパノラマ。溶岩台地に広がる600haの大草原に、200種類もの亜高山植物が咲き乱れる美ヶ
原高原。どこまでも続く空とのどかな牧場風景を眺めながら次のバスの時間までのんびりと散策を。

松本駅アルプス口から美ヶ原自然保護センター

●運賃
松本駅アルプス口（西口）・美ヶ原温泉・浅間温泉～思い出の丘・美ヶ原自然保護セ
ンター 1,000円
松本駅アルプス口（西口）・美ヶ原温泉・浅間温泉～美鈴湖 500円
美鈴湖～思い出の丘・美ヶ原自然保護センター 500円
●時刻
松本駅→美ヶ原自然保護センター
1便目（8：15発、9：30着)　2便目(13：15発、14：30着)
美ヶ原自然保護センター→松本駅
1便目(11：15発、12：30着）　2便目(16：30発、17：45着)

6月6日（土)～9月27日（日）の土日祝日／7月13日(月)～8月31日(金)は毎日運行

松本市役所観光温泉課
〒380-0874　 長野県松本市大手3-8-13
　0263-34-8307 0263-34-3049

●

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/miryoku/oshirase/utsukushigaharakougenntyokkoubus.html#
mailto:kankou@city.matsumoto.lg.jp#


１ 日　時

２ 会　場

３ 料　金

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「飯山駅」直結

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://shinetsu-activity.jp/

（E-ｍａｉｌ) info@shinetsu-activity.jp

信越自然郷アクティビティセンターで自転車をレンタル　→
道の駅 花の駅千曲川で立ち寄り　→ ゴールはいいやま湯滝温泉　→
いいやま湯滝温泉で、自転車を乗り捨てしてJR飯山線で帰路へ

・サイクリングルート　走行距離：約13ｋｍ
　アップダウンが非常に少なく、初心者の方でも安心して楽しめるコースです。

※プラン除外日
「いいやま湯滝温泉」休館日：祝祭日を除く毎週火曜
「道の駅 花の駅千曲川」休館日：7/9（木）、8/6（木）、9/10（木）、10/8（木）

▼WEBからのご予約も可能です
https://shinetsu-activity.jp/activity/4652/

信越自然郷アクティビティセンター

上信越自動車道「豊田飯山IC」から約10分　

おひとり 大人3,000円、小学生2,300円(税込
※料金に含まれるもの…レンタサイクル、乗り捨て代、修理補償金、スイーツ＆ドリン
ク代、入浴代 （上境駅からのJR運賃は含まれていません）　★最大1500円お得

信越自然郷アクティビティセンター
〒 長野県飯山市大字飯山772-6 飯山駅1階
　0269-62-7001 0269-62-7003

新着情報 飯山市

GO!GO!千曲川サイクリング

　レンタサイクル＋スイーツ＋温泉がセットになった、ちょっぴり贅沢でとってもお得なプランが登場！
　飯山駅1階「信越自然郷アクティビティセンター」からレンタサイクルに乗って、ゴールの「いいやま湯
滝温泉」まで、ゆったりと流れる千曲川沿いのサイクリングを楽しみながら、「道の駅 花の駅千曲川」の
スイーツでちょっと一息。復路は、自転車を乗り捨てして最寄りの上境駅からJR飯山線で。のんびり片
道自転車旅をお得に楽しんでみませんか。

６月１３日（土)～１１月１日（日）　※プラン除外日あり

飯山駅1階　信越自然郷アクティビティセンター　スタート

●

https://shinetsu-activity.jp/#
mailto:info@shinetsu-activity.jp#


１ 日　時

２ 会　場

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「長野駅」よりアルピコ交通バス「ループ橋経由戸隠線」約40分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.city.nagano.nagano.jp/

（E-ｍａｉｌ) kankou@city.nagano.lg.jp

　家族で行こう！緑たっぷりのテーマパーク
　飯綱高原は長野市街地から車で約25分という近さでありながら、深い森にあふれた自然体験ができ
る施設です。ボートに乗ったり、木立の中でゆっくり過ごしたり、池の周りを散策したり…。700mの区間
に31の遊具が点在するアスレチック場「小天狗の森」（無料）はお子様づれにぴったり。木の上に設置
されたスリル満点のアスレチック・フォレストアドベンチャー長野（有料）もあり、家族で楽しむことができ
ます。
　※今シーズンはコロナウイルス感染拡大防止のため一部利用方法に変更がございます。
　　ご利用の際はキャンプ場のホームページなどでご確認をお願いいたします。

新着情報 長野市

飯綱高原キャンプ場

９月２７日（日）まで　※宿泊は９月２６日（土）で終了　

飯綱高原キャンプ場

●住所：長野市大字上ケ屋2471-608
●TEL：026-239-3272
●HP：httpｓ://www.iizuna-kougen.com/

上信越自動車道「長野IC」から約50分
上信越自動車道「信濃町IC」から約２５分

長野市　商工観光部　観光振興課
〒380-8512 長野県長野市大字鶴賀緑町1613番地
026-224-8316 026-224-5043

「飯綱高原」下車

●

http://www.city.nagano.nagano.jp/#
mailto:kankou@city.nagano.lg.jp#


１ 日　時

２ 会　場

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.city.nagano.nagano.jp/

（E-ｍａｉｌ) kankou@city.nagano.lg.jp

上信越道「信濃町IC」から約30分
長野市内から40分

長野市　商工観光部　観光振興課
〒380-8512 長野県長野市大字鶴賀緑町1613番地
026-224-8316 026-224-5043

JR 「長野駅」よりバス約75分「戸隠キャンプ場」（終点）

戸隠キャンプ場

●住所：長野市戸隠大洞沢3694
●TEL：026-254-3581
●HP：httpｓ://www.togakusi.com/camp

新着情報 長野市

戸隠キャンプ場

１１月３日（火・祝）まで　

　標高１２００ｍ！戸隠連峰の麓の広大なキャンプ場へ。
　通常のテントサイトから電源水道付きサイト、バンガロー、ログキャビン、コテージなどさまざまなニー
ズに対応しています。乗馬体験や動物とふれあえる景色抜群の牧場も隣接。歴史ある戸隠神社や、
日本三大そばの戸隠そば、忍者村など周辺の観光も充実しています。
　※今シーズンはコロナウイルス感染拡大防止のため一部利用方法に変更がございます。
　　ご利用の際はキャンプ場のホームページなどでご確認をお願いいたします。

●

http://www.city.nagano.nagano.jp/#
mailto:kankou@city.nagano.lg.jp#


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「長野駅」よりアルピコ戸隠キャンプ場行きで１時間、

戸隠森林植物園下車、徒歩約30分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://togakushi-21.jp/

（E-ｍａｉｌ) info@togakushi-21.jp

〒381-4101 長野県長野市戸隠２０３９−１０

一般社団法人戸隠観光協会事務局（担当：松尾）
〒381-4101 長野県長野市戸隠3517
026-254-2888 026-254-2678

戸隠鏡池の畔にある「鏡池どんぐりハウス」で、蕎麦ガレットをテイクアウトで提供中。
食事系・デザート系全てのガレットがお持ち帰りいただけます。

上信越自動車道「信濃町IC」から国道18号を経由し、県道36号を戸隠方面へ17㌔　約40分

新着情報 長野市

【戸隠鏡池】テイクアウトやってます

　戸隠鏡池の畔にある「鏡池どんぐりハウス」で、蕎麦ガレットをテイクアウトで提供中。食事系・デザー
ト系全てのガレットがお持ち帰りいただけます。天気の良い日は、鏡池を眺めつつ野外で食事を楽し
むのもあり。３密を避けて美味しいガレット片手に自然を満喫。ゆったりとした時間をお過ごしいただけ
るかと思います。

営業時間　９時～１６時３０分　※水曜定休、冬季休館（11月下旬～4月中下旬）

鏡池どんぐりハウス

●

mailto:info@togakushi-21.jp#


１ 対象期間

２ 対象施設

３ 助成金額

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線 「穂高駅」・「豊科駅」ほか、または

JR篠ノ井線「田沢駅」・「明科駅」より市内各宿泊施設へ

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.azumino-e-tabi.net/accommotop/staycampaign

（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03.plala.or.jp 

●対象者
　どなたでも（1グループ5人以内、1泊限定）
●利用方法
①希望の市内宿泊施設に「安曇野市宿泊施設応援券」の利用が可能か確認の上、
直接予約してください。
②宿泊当日に宿泊施設で「助成金申込書」の記入、および「宿泊施設応援券」に署
名をしていただき、助成額を差し引いた宿泊費用をお支払いください。
※各宿泊施設に分配された「宿泊施設応援券」がなくなり次第終了となります。

新着情報 安曇野市

安曇野市宿泊施設応援券

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の宿泊施設を支援するため、宿泊費用の一部を助
成する「安曇野市宿泊施設応援券」を発行して、1泊8,000円以上で1人につき3,000円、1泊8,000円未
満で1人につき1,000円の宿泊費用を助成します。

※この事業は、安曇野市と市商工会、市観光協会が連携して取り組む新型コロナ感染症拡大に伴う地域経済活性化事業と、
市内事業者への感染症拡大防止対策の推進事業を一連の活動として展開する「安曇野つなぐプロジェクト」の一環で行って
います。

８月１日（土)～１１月１５日（日）　宿泊分

安曇野市内にある当事業に登録された宿泊施設（山小屋は除く）

一般社団法人　安曇野市観光協会

長野自動車道「安曇野IC」から市内各宿泊施設へ　

（※対象となる宿泊施設は安曇野市観光協会のホームページをご確認ください。）

1泊8,000円以上…1人につき3,000円、1泊8,000円未満…1人につき1,000円

一般社団法人　安曇野市観光協会
〒399-8303　 長野県安曇野市穂高5952-3
0263-82-3133 0263-82-9363

●



日　時

会　場

お問合わせ先 渋温泉旅館組合

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） https://www.shibuonsen.net/

日　時

会　場

お問合わせ先 志賀高原ヒルクライム実行委員会（山ノ内町役場観光商工課内）

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/kankojoho.html

山ノ内町

志賀高原ヒルクライム

　ノスタルジックな石畳の渋温泉街が、期間中の毎晩、歩行者天国になります。
　家族連れで浴衣を着て、カランコロンと下駄を鳴らしながらそぞろ歩くと、昔懐かしい温泉情緒を堪
能できます。

　ヒルクライムとは、一定距離の山岳コースを使い、いかに早くゴールができるかを競うものです。
　「志賀高原ヒルクライム」は、日本の国道で最も標高の高い地点「渋峠」を目指します。景観が良く、
勾配の厳しい13.1㎞のコースを走破することで得られる「達成感」が魅力のひとつです。

９月１３日（日）　レーススタート７時 【制限時間 約３時間】

※当日は5：00～12：00の間、国道292号（サンバレー～渋峠間）が通行止となります。

〒381-0401 下高井郡山ノ内町大字平穏2112-1

0269-33-2921 0269-33-5780

志賀高原（スタート：サンバレー駐車場　　　ゴール：渋峠）

0269-33-1104

新着情報 山ノ内町

渋温泉夏祭りイベント

８月１日（土)～２３日（日）　　１９時～２２時

渋温泉旅館街

〒381-0498 下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1

新着情報

0269-33-1107



原村

１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR中央線「茅野駅」よりバスまたはタクシーで25～60分、

「富士見駅」よりタクシー約15分

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

0266-74-2701

大人（高校生以上）510円、小中学生250円

美術館

開館40周年記念展
「新収蔵　清水多嘉示の石膏原型の全貌」

第２期

現存するほぼ全てが故郷原村の八ヶ岳美術館に200点以上が集結した清水多嘉示の石膏原型コレクションの全貌を公開。
新型コロナ感染症の影響により、延期になっていたイベントを開催します。ぜひお出かけ下さい。

７月６日(月)～９月１３日(日)　９時～１７時（最終入館16：30）会期中無休

<関連イベント>

8月21日(金）13：30～15：00　いろいろなポーズをえがいてみよう！彫刻クロッキー会
                                     参加費　無料（入館料別途）  定員5名　要予約

9月  5日(土）13：00～15：30 清水多嘉示　石膏原型をよみとく連続講座 第3回「諏訪のブールデル」
                                     講 師：井上由理氏（近代彫刻研究家／八ヶ岳美術館特別研究員）
                                     参加費　無料（入館料別途）  要予約

9月  6日(日）13：00～16：00 清水多嘉示　作品を巡るツアー　原村編
                                     資料代200円（入館料別途）  要予約
　
※新型コロナ感染症の影響により、開館状況の変更、イベントが延期、中止となる場合があります。

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）、原村、原村教育委員会

https://yatsubi.com/

中央自動車道「諏訪南I.C」から7km、「小淵沢I.C」から14km

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）
〒391-0115　諏訪郡原村17217-1611　

0266-74-2701
●



≪草青む≫1972年

①展覧会

１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[バスで]

バス進行方向の城山公園奥。善光寺東隣り

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.npsam.com

（E-ｍａｉｌ) npsam@npsam.com

（その他） FB: http://www.facebook.com/npsam.kaii

026-232-0052

美術館 長野県

長野県信濃美術館

東山魁夷館コレクション展第Ⅲ期

　連作「白い馬の見える風景」から本制作《草青む》をはじめ、12点の習作を展観いたします。
　また、飯山市の希望湖を描いた《静映》、北アルプスの安房峠や奥穂高を取材した《山霊》、《夕静
寂》など、爽やかな信州の風景を象徴的に、精神性高く描いた作品を中心にご紹介します。

７月３０日（木)～９月２２日（火・祝）　９時～１７時（入館は16：30まで）

026-232-0050

大人500円　大学生300円　高校生以下無料

長野県、　長野県信濃美術館

〒380-0917 長野県長野市大字稲葉字八幡田沖2413-11長野県南俣庁舎内

長野県信濃美術館 東山魁夷館

長野県信濃美術館事務所 広報・マーケティング室

上信越道「長野I.C.」または「須坂長野東I.C.」から長野市街及び善光寺を目標に30分

（美術館に駐車場はございません。近隣の有料駐車場をご利用ください。公共交通機関でのご来場にご協力をお願いします。）

JR 「長野駅」善光寺口バス乗り場①から、アルピコ交通バス11・16・17で「善光寺北」下車

http://www.npsam.com/#
mailto:npsam@npsam.com#


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線　豊科駅または穂高駅よりタクシーで約15分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区

長野自動車道　安曇野ICより車で約20分

駐車場1000台(無料)

大人450円　65歳以上210円　小中学生以下無料

イベント

夏のアルプス大冒険

　「夏のアルプス大冒険　ヒンヤリ爽快！ウォーターパーティー」開催中！北アルプスから流れ出た清
流の池で、思いっきり水遊び！本格水上アスレチック「ウォーターアドベンチャー」、「ニジマスのつか
み取り」「じゃぶじゃぶ池」等、夏にピッタリのイベント盛り沢山！また、カラフルなサンパチェンスの水
上花壇や里山文化ゾーンのヒマワリ迷路もお楽しみに！

７月１８日（土)～８月２３日（日）　　９時３０分～１８時

国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区

0263-71-5511 0263-71-5512
http://www.azumino-koen.jp

安曇野市

【ウォーターアドベンチャー】
◆開催期間：7月18日（土）～26日（日）の土日祝、8月1日（土）～23日（日）の毎日
◆実施時間：10:00～12：00、13:00～16:30　＊受付は実施時間の30分前まで
◆参加費 ：500円　未就学児対象親子券700円　※参加条件：4歳以上
【ニジマスのつかみ取り】
◆開催期間：7月18日（土）～8月23日（日）の土日祝日&8月11日(火)～14日(金)までの毎日
◆実施時間：10:00～12:30　先着100名＊受付は12:00まで　◆参加費：700円 ＊一人一匹
【じゃぶじゃぶ池】
◆開催期間：7月18日（土）～8月23日（日)　◆開催時間：9:30～17:45
◆参加費 ：無料　＊幼児用プールあり

アルプスあづみの公園　堀金・穂高管理センター
〒　399-8295　長野県安曇野市堀金烏川33-4

●

http://www.azumino-koen.jp/#


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.azumino-koen.jp/

（E-ｍａｉｌ) norihisa-nakashima@prfj.or.jp

大人450円（65歳以上210円）・中学生以下無料・2日通し券／大人500円（65歳以上250円）

アルプスあづみの公園（大町・松川）地区管理センター
〒398-0004　長野県大町市常盤7791-4
0261-21-1212 0261-21-1214

アルプスあづみの公園管理センター【大町・松川地区】     

長野自動車道「安曇野IC」から約40分

※新型コロナ感染防止対策の為、イベントを中止・変更する場合がございます※
【スプラッシュ・リバー】
◆開催期間：7月18日（土）～8月23日（日）
◆実施時間 ：10:00～16：00※雨天・増水時は中止
■その他
・足元保護のため、必ずウォーターシューズ等（つま先、かかとがある）履物の着用必須。
・小学生以下は保護者同伴。

【スプラッシュ・ランド】
◆開催期間：7月18日（土）～8月23日（日）
◆実施時間 ：10:00～16：00※雨天中止

【あずみのフィールドワーク】
◆開催期間：8月22日（土）
◆開催時間：10：00～12：30※少雨決行・荒天中止
◆参 加 費 ：500円
◆対象年齢：小学3年生以上向き（未就学児は保護者のサポートなど必要）
■その他
・事前受付（先着20名）

JR大糸線「信濃大町駅」または「信濃松川駅」よりタクシー約15分

JR大糸線「信濃大町駅」大町周遊バス「ぐるりん号」約15分

イベント

　アルプスあづみの公園（大町・松川地区）では、今年も夏休みイベント「夏のアルプス大冒険」を開催！
　北アルプスから流れる乳川での川遊び「スプラッシュ・リバー」や、大型水遊びプール「スプラッシュ・ランド」をで
暑い夏を乗り切りましょう！
また、今年は「ざんねんないきもの事典」監修の今泉忠明先生による「けもの塾」を初開催！森の中を探検しなが
ら、自然の生き物を研究する「あづみのフィールドワーク」をはじめ、さまざまないきものに関するイベントを開催。
夏休みの自由研究にもぴったりの内容で皆さまのご来園をお待ちしています！

７月１８日（土）～８月２３日（日）

国営アルプスあづみの公園　大町・松川地区

大町市

夏のアルプス大冒険

●

http://www.azumino-koen.jp/#
mailto:norihisa-nakashima@prfj.or.jp#


１ 日　時

２ 会　場

３ 受講料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

中央自動車道「伊那IC」より国道361号・19号・県道26号経由約30分

[列車で] JR「藪原駅」より村内巡回路線バスで約30分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http:www.kiso.nagano.jp/kankou/index.html

（E-ｍａｉｌ) kankou@kisomura.com

木祖村

長野自動車道「塩尻IC」より国道19号・県道26号経由約45分

長野県木曽郡木祖村小木曽4459-1

講習会の受講料は無料（但し木曽川漁業協同組合の日釣券（2,000円）か年券が必要）

・各部ともに、前半は屋内で毛バリの講習、後半は屋外でテンカラ釣り講座となります。
・釣りに必要な道具や服装などは各自でご用意ください。
・午前の部もしくは午後の部のどちらかにご参加ください。
・講習会の受講には事前の申し込みが必要です。詳細は木祖村観光ホームページをご覧ください。（受
付期間：7月1日（水）～7月27日（月））
・お車は上記の公民館前となりますが、駐車スペースに限りがございます。満車の場合は現場の係員の指
示に従ってください。
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため2週間以内に発熱や風邪等で受診された方のご参加をお断り
させていただきます。また参加者の皆様もマスクの着用や声を出す機会を最小限にするなどの対策をお
願いします。なお状況により開催中止や規模縮小となる場合がございます。

木祖村産業振興課
〒399-6201 長野県木曽郡木祖村薮原1191-1
0264-36-2001 0264-36-3344

イベント 木祖村

テンカラ釣り＆毛バリ講習会

　木祖村では8月～9月の2ヶ月間、川等活用振興事業と釣ーリズム信州推進事業の一環として村内の
一級河川の笹川にテンカラ釣りの優先区域を設定します。
　優先期間中の8月9日には、テンカラ大王の石垣尚男先生を講師にお招きして、テンカラ釣りと毛バリ
作りの講習会を開催します。
　テンカラ釣りとは、昆虫に似せた毛バリを用いて渓流に棲む魚を狙う、日本独特の釣法です。少しで
も興味のある方はぜひ参加してみてはいかがでしょうか。

８月９日（日）　午前の部：１０時～　午後の部：１３時～

木祖村公民館小木曽分館（18区公会所）

●


