
開催日・期間 開催地

1P 4月7日/14日 安曇野市

2P 5月5日 小谷村・白馬村・大町市

3P 5月13日 小諸市

4P 5月19日～20日 塩尻市

5P 5月20日 小諸市

開催日・期間 開催地

6P 4月8日～5月20日 伊那市

開催日・期間 開催地

7P 4月1日～15日 千曲市

8P 4月1日～22日 中川村

9P 4月1日～9月30日 上田市

10P 4月1日～2019年3月31日 富士見町

八代亜紀絵画展～アートの世界～

第６３回あんずまつり

掲載ページ

掲載ページ

大草城址公園 咲く楽市（ｻｸﾗｲﾁ）

「太陽と大地の聖地」信州上田パワースポット巡り

信州ふじみ おひさんぽ2018

安曇野市豊科郷土博物館見学と 拾ヶ堰ウォーク【前半・後半】

掲載ページ

第39回塩の道まつりエキストラ募集中！

グランフォンドＫＯＭＯＲＯ2018

「塩尻ワイナリーフェスタ2018」チケット前売販売

第14回 サイクリング・フェスティバルあさま 車坂峠ヒルクライム

２０１８ 年３月２０日 

アルクマ便り 

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／保科宗継／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  ４ 

参加募集 

美術館 

イベント 



開催日・期間 開催地

11P 4月7日～25日 須坂市

12P 4月13日～15日 須坂市

13P 4月14日～15日 松本市

14P 4月15日 伊那市

15P 4月21日 箕輪町

16P 4月21日～5月20日 安曇野市

17P 4月21日～5月20日 大町市

18P 4月28日～5月6日 軽井沢町

19P 4月28日～6月10日 軽井沢町

20P 4月29日 安曇野市

5月3・4・5日 小谷村・白馬村・大町市

23P 5月3日～6日 中川村

24P 5月12日 小諸市

25P 5月19・20日 池田町

26P 5月27日 大町市

掲載ページ

梓川・桜ウオーク２０１８

軽井沢グランフェスタ2018春

軽井沢若葉まつり

みはらし いちごフェスタ

萱野高原山開き

SPRING FESTA 2018

SPRING FESTA 2018　家族で遊べ！新緑ピクニック

第35回早春賦まつり

第39回　塩の道まつり21～22P 

臥竜公園　さくらまつり

花もだんごも蔵開き

　▼「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。
　 http://www.pref.nagano.lg.jp/tokyokanko/index.html　　新着情報→アルクマ便り(プレスリリース資料）

大町観光草競馬

中川村在住アーティストたちの年に1回の芸術祭

中川村アートセッション

浅間山開き

第11回いけだまち北アルプス展望ウオーク

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」 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

王滝村 

高山村 

山ノ内町 

野沢温泉村 

  

小川村 

松川村 

小谷村 

 

東御市 

原村 

富士見町 

川上村 

小海町 

南相木村 

南牧村 

北相木村 

南箕輪村 

高森町 

飯島町 

中川村 

箕輪町 

辰野町 

大桑村 

上松町 

南木曽町 

大鹿村 

下條村 

天龍村 

喬木村 

平谷村 阿南町 

松川町 

飯山市 

長野市 

小諸市 

須坂市 

 

駒ヶ根市 

坂城町 

白馬村 

御代田町 

軽井沢町 

木祖村 

根羽村 
売木村 

茅野市 諏訪市 

朝日村 

岡谷市 

下諏訪町 

泰阜村 

生坂村 

千曲市 

飯田市 

小布施町 

佐久市 

佐久穂町 

中野市 

 

塩尻市 

青木村 

 

栄村 

木島平村 

長和町 

安曇野市 

筑北村 

木曽町 

大町市 

阿智村 

上田市 

伊那市 

池田町 

宮田村 

麻績村 

信濃町 

松本市 

立科町 

松本市 

山形村 

 
豊丘村 

月号 

 

 

飯綱町 

  
 

４  
 

大町市 
●SPRING FESTA２０１８/17P 
●大町観光草競馬 26P 
 
 

伊那市 
●八代亜紀絵画展～アートの世界～/6P 
●みはらし いちごフェスタ/14P 
 

須坂市 
●臥竜公園 さくらまつり/11P 
●花もだんごも蔵開き/12P 
 

安曇野市 
●拾ヶ堰ウォーク/1P 
●SPRING FESTA２０１８/16P 
●第３５回早春賦まつり/20P 
 
 

 
 

箕輪町 
●萱野高原山開き/15P 

小谷村・白馬村・大町市 
●第３９回塩の道まつりエキストラ募集/2Ｐ 
●第３９回塩の道まつり/21～22Ｐ 
 

松本市 
●梓川・桜ウォーク/13P 

 
 

上田市 
●「太陽と大地の聖地」信州上田パワースポット巡り/9P 
 

軽井沢町 
●軽井沢グランフェス２０１８春/18P 
●軽井沢若葉まつり/19P 
 

 
 

中川村 
●大草城址公園 咲く楽市/8P 
●中川村アートセッション/23P 

池田町 
●第１１回いけだまち北アルプス 
展望ウォーク/25P 

 

富士見町 
●信州ふじみおひさんぽ２０１８/10P 
 
 

 
 

小諸市 
●グランフォンド KOMORO２０１８/3P 
●第１４回サイクリングフェスティバル 
あさま車坂峠ヒルクライム/5P 
●浅間山開き/24P 

 
 

塩尻市 
●「塩尻ワイナリーフェスタ 2018」 
チケット前売販売/４P 

 

千曲市 
●第６３回あんずまつり/7P 
 



１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線「島内駅」下車

JR大糸線「南豊科駅」下車

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

（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03.plala.or.jp

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 0263-87-9361

参加募集 安曇野市

安曇野市豊科郷土博物館見学と 拾ヶ堰ウォーク【前半・後半】

　健康づくりを兼ねながら歩きませんか？
　拾ヶ堰は灌漑（かんがい）のために作られた農業用水路で、取水口から堀金の大曲がりまで
北アルプスに向かって流れ、のどかな田園風景を形成しています。
　全長15kmの拾ヶ堰を2日にかけて踏破します。

前半４月７日（土) 8時25分～13時/後半４月１４日（土） 8時40分～１2時30分

集合場所：前半：ＪＲ大糸線「島内駅」/後半：ＪＲ大糸線「南豊科駅」

一般社団法人　安曇野市観光協会

島内駅と南豊科駅には駐車場がありませんのでＪＲ大糸線をご利用ください。

島内駅、南豊科駅には駐車場がございませんので、ＪＲ大糸線をご利用ください。

1,000円（1日のみの参加は700円）

【日程】4月7日(前半)島内駅8：25分集合⇒出発8：40⇒拾ヶ堰頭首工・記念碑⇒
梓川サイフォン⇒アルプス大橋⇒シールドマシーンフェイス⇒高家公園(休憩)⇒
じてんしゃひろば⇒豊科郷土博物館見学⇒解散13：00
【日程】4月14日(後半)南豊科8：40集合⇒出発8：50⇒じてんしゃひろば⇒中堀公園
⇒上堀の景観⇒下堀公園(休憩)⇒田中道祖神⇒放水口⇒穂高駅⇒解散12：30
※休憩場所では豚汁の振る舞いがあります。
◆募集人員：50名（最少催行人員20名）
◆参加費に含まれるもの：資料代、入館料、ガイド代、保険代含む
◆申込み期限：各出発日の10日前まで

●  

mailto:azumino@bz03.plala.or.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線「信濃大町駅」より徒歩1分

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

（E-ｍａｉｌ) info@kanko-omachi.gr.jp

参加募集 小谷村・白馬村・大町市

第39回塩の道まつりエキストラ募集中！

　毎年恒例の『塩の道まつり』で、古の旅人気分を味わいませんか。
　塩の道湖畔道中コースを巡る旅姿エキストラを募集します。
　応募多数の場合は抽選となります。あらかじめご了承ください。

５月５日（土・祝）　 ７時１５分集合～１４時解散

集合・解散場所：JR信濃大町駅

長野自動車道「安曇野IC」から約40分

1,000円（昼食代含む）

応募は、リンク先の応募フォーム、またはお電話（0261-22-0190）でお願いします。
応募フォームでお申込みの方には、後日担当者より確認のメールおよび電話をさせ
ていただきます。
【応募フォーム】https://goo.gl/forms/93qHd6FEphHBLrA53
【概要】
募集人数：6名（応募多数の場合は抽選）
参加条件：10.5kmを衣装を着て歩ける方。
※撮影した画像・動画をホームページ及びパンフレット等で使用することをご了承い
ただける方。

大町市観光協会
〒398-0002 長野県大町市大町3200
0261-22-0190 0261-22-5593

大町市観光協会

●  

http://www.kanko-omachi.gr.jp/
mailto:info@kanko-omachi.gr.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

上信越自動車道「小諸IC」から約15分　

JR小海線・しなの鉄道「小諸駅」よりタクシーで約15分

参加募集 小諸市

グランフォンドＫＯＭＯＲＯ2018

キャラクターサイクルウェアを着て浅間山を走ろう！
アニメ・コミックス・キャラクターファンのためのガチ！？サイクルイベント！！
最大斜度20％以上！最後の難関　Devils Slope(菱野温泉の激坂）を
キャラクターサイクルウェア二人で一緒に走破せよ！

５月１３日（日）　　6時30分～１7時　　（前日祭：５月１２日（土）11時～17時）

小諸を起点に浅間山麓を1周します（100km）

https://www.gfkomoro.com/
info@komoro-tour.jp

信州青年の家（スタート・ゴール）　長野県小諸市巳65-2

小諸サイクリングプロジェクト「グランフォンドKOMORO」実行委員会 事務局

〒384-0031 長野県小諸市大手1-6-16（（一社）こもろ観光局内）

0267-22-1234 0267-46-9077

小諸を起点に浅間山麓を1周します（100km）。獲得標高2,270ｍの本格山岳グランフォンドです。
距離80kｍ、獲得標高1,790mのショートコースもあります。
・参加費　一般：10,000円(ショートコースも同額）
　　　　　　キャラクターオプション：各5,000円（オプション申込期限3月15日（木））
・制限時間：10時間
・参加資格：中学生以上。但し中学生は、保護者の同意が必要
・定員：350人
参加通知書は、大会事務局より2018年3月下旬より発送予定。最終は開催1週間前の予定です。
※アニメ、漫画、ゲームなどのコンテンツやキャラクター、オリジナルキャラクターをモチーフにしたサイクル
ウェアの着用を推奨します。
エントリーは、スポーツエントリーよりお願いします。
https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/74131
※受付期間
　2月23日（金） ～ 4月16日（月）
タイムスケジュール
◇2018年5月１2日（土）
11:00～17：00　サイクリングフェスティバルあさまMODE　ANIMATION前日祭
13:00～　大会受付（小諸エコビレッジ）
18:00　　受付終了　※前日受付のみとなります。
◇2018年5月13日（日）
6:00～　会場オープン
6:30～　開会式
　※荷物預り
　※スタート10分まえからスタート位置で出走準備します。
7:00～　スタート
17:00　　ゴール受付終了

●  



１ 発売日時

３ 販売数

４ 料　金

５ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「塩尻駅」より徒歩0分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

塩尻ワイナリーフェスタ実行委員会（塩尻市ブランド観光課 ブランド推進係内）

http://shiojiriwine.naganoblog.jp/

5,400枚（各日2,700枚限定）

※1回につき4枚までの販売とさせていただきます。

http://shiojiriwine.naganoblog.jp/

brand@city.shiojiri.lg.jp

塩尻ワイナリーフェスタ2018
●開催日時　2018年5月19日（土）・20日（日） 9：30～16：00
●会場　塩尻市内参加ワイナリー特設会場、ＪＲ塩尻駅前ワインステーション
●内容　参加者全員に特製漆塗りワイングラスとグラスポーチをプレゼント！
その特製グラスを片手に、新緑のワイナリーめぐりをお楽しみいただけます。

〒399-0736　 長野県塩尻市大門一番町12-2
0263-52-0786 0263-53-3413

２ 販売場所 長野県内プレイガイド、ＪＴＢレジャーチケット（コンビニ端末）、塩尻駅前観光センター等

塩尻ワイナリーフェスタ実行委員会

長野自動車道「塩尻IC」から約10分　

※詳細は「塩尻ワイナリーフェスタ2018」のＨＰをご覧ください。

3,500円（税込）

参加募集 塩尻市

　大人気イベント「塩尻ワイナリーフェスタ2018」　のチケット前売販売を行います。当日券はございま
せんので、参加希望の方は必ず前売でお求めください。
　「塩尻ワイナリーフェスタ」とは、市内のワイナリーをシャトルバスや徒歩で巡り、個性あふれるワインを
飲み比べて楽しむイベントです。秘蔵のワインや、普段見ることのできない貯蔵庫や農場の見学もでき
ます。

３月２４日（土）　10時～

「塩尻ワイナリーフェスタ2018」チケット前売販売

●  

http://shiojiriwine.naganoblog.jp/
http://shiojiriwine.naganoblog.jp/
mailto:brand@city.shiojiri.lg.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（その他） http://asama-sports.org/

上信越自動車道「小諸ＩＣ」から約10分

しなの鉄道・JR小海線 「小諸駅」よりタクシーで約10分

参加募集 小諸市

第14回 サイクリング・フェスティバルあさま

車坂峠ヒルクライム

　日本のラルプ・デュエズ（「ツールドフランス」の中でも最大の難関といわれる急坂）とも言われている
小諸の急坂「車坂峠」のヒルクライムに挑戦！
　標高差950m、距離11㎞、斜度8%を自転車でのぼります。「ロードレーサーの部」のほか、サイクリング
を楽しむ「エンジョイの部」への参加も大歓迎です。
　レースのあとには、楽しいランチパーティーが待っています。

５月２０日（日)　　8時40分～１4時30分

http://komoro.in/

車坂峠（チェリーパークライン）

集合・受付場所　信州青少年の家

小諸サイクリングプロジェクト・浅間山麓自転車大会実行委員会

〒384-0025長野県小諸市相生町2-2-1　こもろ・旅カフェ内
0267-26-2077 0267-26-2078

▼種目
○ロードレーサーの部、ＭＴＢの部、女子の部
　　・標高差950ｍ、距離11km、平均斜度8％
　　・参加費：一般6,000円、学生（大学生は一般）4,000円
　　　※ランチパーティー食事券付き
○エンジョイの部（コース中間点で再スタートあり）
　　・標高差945.3ｍ、距離10.7km、平均斜度8.8％
　　・参加費：一般4,000円、小・中学生（高校生・大学生は一般）3,000円
　　　※ランチパーティー食事券付き
▼申込方法
　・事前に小諸市観光案内所（℡0267-22-0568）へ大会資料をご請求いただき、
    参加申込専用の郵便振替用紙に必要事項を記入のうえ、参加費を郵便局で
    お支払いください。入金確認後の受付となります。
　・「スポーツエントリー」にてネットでも申し込めます。
▼申込締切
　・5月7日（月）郵便局受付消印分まで
▼参加定員　600名

●  



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飯田線「伊那市駅」または「伊那北駅」よりバスで約25分

「高遠駅」下車徒歩約25分

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

（E-ｍａｉｌ) t-bjk@inacity.jp

信州高遠美術館
〒396-0213長野県伊那市高遠町東高遠400
0265-94-3666 0265-94-3936

「小黒川スマートIC」から約25分

八代亜紀の絵画約１００点を展覧

関連企画「八代亜紀サイン会」
日時：4月30日(月・祝)　①11時～　②14時～
サイン会当日に指定の書籍をお買い上げのお客様、各回先着50名様に整理券を
配布いたします。
※参加には入館料が必要です。

信州高遠美術館

中央自動車道「伊那IC」から約30分　「諏訪IC」から約50分

一般８００円　小中学生250円　（高遠城址公園入園者及び30名以上団体１００円引き）

美術館（博物館） 伊那市

八代亜紀絵画展～アートの世界～

　八代亜紀は、永年にわたり歌手として活躍。また、余技としてはじめた絵画は、感性豊かな繊細な
筆致と独特の超現実主義の表現で、画家としての世界も着実につくりあげてきた。フランス画壇の
登竜門「ル・サロン」展へ５年連続入賞を果たし永久会員となり、アーティストとしての活躍も積極的に
行っている。今展では、独特なタッチの絵画など約１００点を展覧。
　「天下第一のさくら」で名高い高遠城址公園のお花見とともに、八代亜紀がつむぎだす絵画の世界
をお楽しみください。
　なお、４月３０日にはサイン会（１１時～/１４時～）も開催予定。

４月８日（日）～５月２０日（日）　　９時～１７時

信州高遠美術館

●  

http://www.inacity.jp/
mailto:t-bjk@inacity.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 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.city.chikuma.lg.jp

（E-ｍａｉｌ) kanko@city.chikuma.lg.jp

026-275-1753 026-261-4607

千曲市　森・倉科地区

しなの鉄道 「屋代駅」より徒歩55分

・あんずおもてなし食堂　　地元のおばちゃん達が、郷土料理でおもてなしします。
・信州千曲ブランド認定品販売　　地元にこだわる逸品が勢ぞろい。杏関連商品もたくさん。
・シャトルバス運行　4/1～15までの期間中、しなの鉄道屋代駅からシャトルバスを運行します。
▽その他のイベント
　　4/7(土)                 12:00～14:00      信州ブレイブウォリアーズ選手とインスタパネルで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 記念撮影を楽しもう＆サイン会
　　4/１0（火）              11：00～14：00    杏で和の文化　大人の『野点茶会』
　　4/12(木)、13（金） 　10：00～14：00　　杏で和の技　杏染め体験イベント
　　4/14（土）　　　　　　 11：00&13：00　　 お花見を楽しみながらボサノバ野外ライブ

千曲市役所観光交流課観光係
〒389-0821 長野県千曲市上山田温泉2-12-10

第63回あんずまつり推進委員会

または、タクシー、シャトルバス（4/1～15)で12分

長野自動車道「更埴IC」から13分　

駐車場約300台(有料)　　あんずまつり期間中はシャトルバスを運行

イベント 千曲市

第６３回あんずまつり

４月１日（日)～１５日（日）

　千曲市森・倉科地区では、善光寺平の雪がすっかり消えてしまう頃、山あいの里はあんずの花に覆われ淡い
ピンク色に染まり、一目十万本の呼び名にたがわない花景色を目の当たりにすることができます。
　今日では「日本一のあんずの里」として全国有数のあんずの生産量を誇りますが、その始まりは一説によると
元禄時代、伊予宇和島藩主の姫が松代藩主・真田幸道候に輿入れする際に、故郷をしのぶよすがにあんずの
種を持参したものといわれ、時代が移り変わってもここ千曲市にはあんずの小さな花が春のはじまりを告げに
やってきます。
　４月１日から１５日まで開催される「あんずまつり」期間中は、信州千曲市ならではの様々なイベントが開催
されます。

●  



１ 日　時

２ 会　場

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）

（E-ｍａｉｌ)

イベント 中川村

大草城址公園 咲く楽市（ｻｸﾗｲﾁ）

　大草城址公園は、『染井吉野』、『江戸彼岸』、『八重桜』など少しずつ開花期の違う数種類の桜が
200本以上植えられており、長い期間桜を楽むことが出来ます。また、眺めの良い高台にあり、残雪の
中央アルプスを背景に濃淡様々な桜が咲き競う人気の撮影スポットでもあります。夜間はライトアップ
され、すてきな春の訪れを感じさせてくれます。
　『咲く楽市』期間中は中川村の特産品やテント市即売、『かどっこのおばさん』の店が開店します。五
平餅にうどん、自家製の漬物で、訪れる方とお茶を飲みながらお話するのを楽しみにしています。花と
団子とおばさん達を楽しみに来て見ませんか。

４月１日（日）～２２日（日） ※予定　　９時～16時

大草城址公園　　　※桜の状況で終了期日が前後することもあります。

●内　　容　　▼りんご、いちご、ジャムなどの地元特産品のテント市
　　　　　　　　 ▼五平餅、うどん、タコ焼き、など出店
　　　　　　　　 ▼『かどっこのおばさん』お手製の漬物サービス
　　　　　　　　 ▼桜ライトアップ（18時～21時）
　　　　　　　　　　※昼間とは違う幽玄な世界をお楽しみいただけます。
●その他のイベント概要
　　　　　　　　▼大草城址公園桜まつり　４月８日（日）
　　　　　　　　　　地元有志グループによるステージ発表など
　　　　　　　　▼中川アルプスコンサート「山の音手って市」４月７日（土）
　　　　　　　　　　宿泊施設「望岳荘」敷地内でのコンサートや青空市

（※　駐車場100台以上（無料）・大型バス可・公園内遊具あり）

〒　399-3892　長野県上伊那郡中川村大草4045-1
0265-88-3890

http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/

shokan@vill.nagano-nakagawa.lg.jp

中央自動車道「駒ヶ根IC」から約30分

大草城址公園咲く楽市実行委員会

中央自動車道「松川IC」から約20分

JR飯田線「飯島駅」よりタクシー約15分

中川村役場振興課

0265-88-3001
●  

http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/
mailto:shokan@vill.nagano-nakagawa.lg.jp


１ 日　時

２ 料　金

３ 行　程

≪企画・実施≫

≪アクセス≫

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ) ueda-kanko@ueda-cb.gr.jp

（一社）信州上田観光協会

大人:5,500円/名　　小人（小学生）:3,000円/名

http://www.ueda-cb.gr.jp

（株）観光販売システムズ

0268-71-6076
〒386-0024 長野県上田市大手2-8-4
0268-71-6074

[お車で]・上田駅まで上信越自動車道「上田菅平IC」から15分
　　　　　 ・別所温泉まで上信越自動車道「上田菅平IC」から30分
[電車で]・上田駅まで北陸新幹線JR「上田駅」下車
　　　　　 ・別所温泉まで北陸新幹線JR「上田駅」より
　　　　　　上田電鉄別所線乗換で「別所温泉駅」下車（上田駅より30分）

【午前発】
別所温泉各宿泊施設（9：30発）＝＝北向観音＝＝別所神社＝＝生島足島神社
＝＝眞田神社（上田城）＝＝上田駅（12：30着）

【午後発】
上田駅（13：30発）＝＝眞田神社（上田城）＝＝生島足島神社＝＝別所神社
＝＝北向観音＝＝別所温泉各宿泊施設または別所温泉駅（16：30着）

問合せ・お申込先　　株式会社観光販売システムズ　ＴＥＬ.050-3775-4727
〒460-0003名古屋市中区錦1-7-2　楠本第15ビル2階　10：00～18：00

　信州最古の温泉といわれる別所温泉は、古来「聖地」として、多くの神社仏閣が建てられています。
一年で最も光が強い夏至の太陽の光がこれらの聖地の上を通り、レイライン（ley line=太陽の光の線）
を形づくっているといわれています。
　そんなレイライン上にある4つの神社仏閣を巡り、パワーを吸収（チャージ）する大人の旅。縁結びに
ご利益のある場所でもあるので「女子旅」「自分へのご褒美の旅」としてもお薦めのコースです。太陽と
大地の聖地とされる別所温泉の宿泊と併せて便利にご参加いただけるコースです。

イベント 上田市

「太陽と大地の聖地」信州上田パワースポット巡り

４月１日（日)～９月３０日（日）　　

※上記料金に１台あたり4,500円の追加で貸切が可能です。
※参加者1名の場合、16,000円となります。

●  

mailto:ueda-kanko@ueda-cb.gr.jp
http://www.ueda-cb.gr.jp/


１ 日　時

２ 会　場

３　参加費

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「富士見駅」または「信濃境駅」下車

　

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

0266-62-5757 0266-62-7747
http://www.town.fujimi.lg.jp/page/ohisannpo2018.html

fujimian@po13.lcv.ne.jp

ガイド料金　ガイド1人につき6,000円～
（コースによって料金が異なります。詳しくは富士見町観光協会にお問い合わせください。）

●エリアと季節で選ぶ 13コース
・座禅体験みさやま神戸コース
・八ヶ岳連峰「西岳」登山＆温泉コース
・人気の入笠山を周遊　ジオ・エココース
・古代蓮と井戸尻遺跡コース
・信州高原野菜の収穫体験コース
・遊覧カートと八ヶ岳山麓コース

・八ヶ岳連峰「編笠山」登山＆温泉コース
・八ヶ岳の紅葉と古道コース
・古木しだれ桜コース
・入笠山コース
・文学コース
・蔦木宿・甲州街道コース
・入笠山スノーシューコース

富士見町観光協会

中央自動車道「諏訪南IC」または「小淵沢IC」から約10分

イベント 富士見町

信州ふじみ おひさんぽ2018

富士見を歩こう「信州ふじみ　おひさんぽ」　毎日がおひさんぽ エリアと季節で選ぶ 13コース

富士見町の自然、歴史、文化の名所を、「おもてなしガイド」が案内するウォーキングガイドツアー。
壮大な眺望と、四季折々の大自然を巡る歩き旅です。
季節、時間、名所などご希望にあったプランでオーダーメイドのツアーもできます。

〒399-0211 長野県諏訪郡富士見町富士見4654-224

４月１日（日）～２０１９年３月３１日（日）予定

富士見町観光協会

※各コースのお問合せはhttp://www.town.fujimi.lg.jp/page/ohisannpo2018.html　まで

富士見町内各所

（※各コースごとに集合場所が異なります。）

●  
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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）

（E-ｍａｉｌ)

長野電鉄「須坂駅」より徒歩20分　　

または、「須坂駅」よりタクシーで約5分

http://www.suzaka-kankokyokai.jp/

イベント 須坂市

臥竜公園　さくらまつり

　「さくらの名所100選」に選ばれている臥竜公園はソメイヨシノを中心に池の周りに160本、公園全体で
約600本の桜が楽しめます。見頃期間中は夜桜のライトアップが開催され、水面にうつる夜桜も幻想的
です。ボートに乗って桜を眺めたり桜並木を散策してみては？
　池の周りには茶店があり名物の「真っ黒おでん」と「お団子」がオススメ！
　また、園内にある須坂市動物園ではカピバラやワオキツネザルなどファミリーに人気の憩いのスポッ
トです！

４月７日（土)～２５日（水）　

info@suzaka-kankokyokai.jp

須坂市観光協会
〒382-0077 長野県須坂市大字須坂1295-1シルキービル2階

026-215-2225 026-215-2226

須坂市観光協会

上信越自動車道「須坂長野東IC」から約10分　

※ゴミは捨てずにお持ち帰りください。

※駐車場（協力金として）　バス2,000円／普通車等500円　

臥竜公園

▼夜桜ライトアップ　 見頃期間中18:00～22:00
　
▼期間中のイベント
 ・4/14（土）、15（日）　　さくらまつり熱気球体験
　14日夜（19時～20時30分）、15日朝（6時30分～8時）夜（18時30分～20時）
　発着地点：小山小学校グラウンド　料金：大人1,500円・小人1,000円
 ・4/14（土）　桜めぐりウォーク＜臥竜公園・大日向＞
※桜めぐりウォークは開花状況により変更・中止になる場合があります。

●  

http://www.suzaka-kankokyokai.jp/
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１ 日　時

２ 会　場

３ 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）

（E-ｍａｉｌ)

長野電鉄「須坂駅」よりタクシーで約7分

http://www.keiryu.jp/event.html

info@keiryu.jp

実行委員会事務局（遠藤酒造場）
〒382-0086 長野県須坂市大字須坂29

026-245-0117 026-245-1477

「須坂駅」より会場まで無料シャトルバス運行

・酒蔵見学ツアー（無料）
・酒粕詰め放題、お酒試飲、日本酒特価販売
・子ども向けキッズコーナー
・屋台（やきとり、おやき、みそ、野菜など）
イベント盛りだくさんです！

※須坂駅から会場まで無料シャトルバスを運行します。

実行委員会事務局（遠藤酒造場）

上信越自動車道「須坂長野東IC」から約10分　

イベント 須坂市

花もだんごも蔵開き

　信州最大級35,000人が集う春の蔵開き！会場にはおやき、やきとりなどおいしい食べ物がいっぱ
い！毎年、蔵開き限定のお酒や酒粕詰め放題は大人気です。
　また子ども向けのキッズコーナーもありますので家族みんなで楽しめるイベントです。おいしい物や
お酒を飲みながら、満開の桜で春を感じてみては。

４月１３日（金)～1５日（日）　 ９時３０分～１６時

遠藤酒造場酒蔵／田中本家博物館

●  

http://www.keiryu.jp/event.html
mailto:info@keiryu.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] 松本電鉄上高地線 「波田駅」より徒歩５分　

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.matsumoto-tca.or.jp/sports/

（E-ｍａｉｌ) sports@matsumoto-tca.or.jp

松本観光コンベンション協会
〒３９０－０８７４ 長野県松本市大手３－８－１３

松本市波田体育館(スタート＆ゴール）

・事前申し込み　１日１０００円　２日１５００円
・当日申し込み　１日１３００円　２日２０００円
・温泉セットコース　15日（日）８００円追加
※高校生以下無料

●内容
14日（土）梓川コース（９㎞、21㎞）
15日（日）桜コース（８㎞、13㎞、28㎞）
※温泉セットコース（竜島温泉）９㎞
●定員　各日500名
●事前申込
３月３１日（土）までに、スポーツエントリー受付デスク（電話　0570-550-846）へ

０２６３－３４－３２９５ ０２６３－３９－７３２０

松本市、松本観光コンベンション協会

長野自動車道「松本IC」から約15分　

イベント 松本市

梓川・桜ウオーク２０１８

　松本の春を楽しむ２日間のウオーキングイベントです。
　土曜日は、残雪の北アルプスを見ながら清流梓川の河畔を歩く【梓川コース】
　日曜日は、梓川の周辺にある美しい桜スポットをめぐる【桜コース】
　体力に合わせて歩く距離が選べます。
　日曜日は途中で竜島温泉に入ってからバスで帰るコースもあります。

４月１４日（土)～１５日（日）　　８時～１６時

●  

http://www.matsumoto-tca.or.jp/sports/
mailto:sports@matsumoto-tca.or.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] JR飯田線「伊那市駅」よりタクシーで約１５分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://miharashi-farm.com

（E-ｍａｉｌ) miharasi@dia.janis.or.jp

中央自動車道「伊那IC」から旧権兵衛峠方面へ約３㎞

参加イベントにより異なります

はびろ農業公園　みはらしファーム（担当：高岡）

▼いちごケーキトッピングコンテスト
　（人数限定、午前１１時頃、午後２時頃の２回開催予定）
▼いちごのチョコフォンデュ販売
▼いちごスムージーづくり
▼いちご大福づくり
▼いちごジャム作り
▼いちごデニッシュ作り
▼輪投げ　など
（※各イベントは変更になる場合があります）

〒399-4501　伊那市西箕輪3416-1
0265-74-1807 0265-74-1808

イベント 伊那市

みはらし いちごフェスタ

　みはらしいちご園のいちごを使ったイベント！
　今年のいちごフェスタはファーム内にある多目的体験施設「やってみらっし」でいちごの体験尽く
し！150gほどの生のいちごをお買い上げいただき「いちごジャム作り」「いちごスムージー作り」「いちご
大福作り」「いちごデニッシュ作り」など自分の好きないちご体験をしていただきます！また毎年大好評
のケーキのトッピングの出来栄えを競う「いちごケーキトッピングコンテスト」など、いちご尽くしの１日で
す！（予定）

４月１５日（日）　　１０時～１５時

はびろ農業公園　みはらしファーム　特設会場（とれたて市場前）

はびろ農業公園　みはらしファーム

http://miharashi-farm.com/
mailto:miharasi@dia.janis.or.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「伊那松島駅」よりタクシーで約３０分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.minowa-town.jp

（E-ｍａｉｌ) kankou@town.minowa.lg.jp

標高1200ｍ、伊那谷を一望できる萱野高原での山開きです。
神官の執り行う神事を見学し、一年の山の安全を祈願しましょう。

神事の後は、かやの山荘前でキノコの菌打ち体験を実施。
自宅にほだ木を持ち帰り、収穫を楽しみに待ちましょう！

※キノコ菌打ち体験　先着60名　無料
（キノコが生えるのは翌年です）

箕輪町観光協会

中央自動車道「伊北IC」から約40分　

※駐車場：かやの山荘前

箕輪町観光協会
〒399-4695 上伊那郡箕輪町中箕輪10298番地　箕輪町役場内

0265-79-3111（内線157） 0265-79-0230

イベント 箕輪町

萱野高原山開き

伊那谷随一の絶景を誇る標高1200ｍの萱野高原で山開き神事を見学しよう。
神事の後はキノコの菌打ち体験をしてマイほだ木をお持ち帰り！

４月２１日（土)　　１０時～11時

萱野高原　　(駐車場あり)

●  

https://www.minowa-town.jp/
mailto:kankou@town.minowa.lg.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）

（E-ｍａｉｌ)

JR大糸線「豊科駅」または「穂高駅」よりタクシーで約15分

イベント 安曇野市

SPRING FESTA 2018

　95品種24万球のチューリップ、500万本もの菜の花が咲き誇ります。
　また300匹の鯉のぼりが北アルプスの風に吹かれて泳ぎます。
　花の咲く季節に合わせて、ふれあい動物園やクラフト体験など
さまざまなイベントも開催します。

４月２１日（土)～５月２０日（日）　　９時３０分～１７時

国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区

http://www.azumino-koen.jp
https://www.azumino-koen.jp/contact/form.php?to=park

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」から車で約20分

◆チューリップの人気投票
◆ラフティング・カヤック体験（期間中の土日祝日　当日受付　参加費500円・1000円）
◆こどもの日イベント「ふれあい動物園」（5/3～5/5　参加無料）
◆松本山雅FCサッカーパーク（5/13　当日受付　参加無料）
◆チューリップの球根掘り取り(5/20　当日受付　参加無料)
◆ワークショップ「デコルテミラー・フォトフレーム、ジェルキャンドル、クレヨン」（5/3～5/6
参加費300円～1000円）
※他にもイベント盛りだくさんです。詳しくは公園HPをご覧ください。
https://www.azumino-koen.jp/contact/form.php?to=park

大人450円　65歳以上210円　中学生以下無料　　※駐車場1000台(無料)

国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区　管理センター
〒399-8295　長野県安曇野市堀金烏川33-4
0263-71-5511 0263-71-5512

●  

http://www.azumino-koen.jp/
https://www.azumino-koen.jp/contact/form.php?to=park


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）

（E-ｍａｉｌ)

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

akira-ozawa@prfj.or.jp

〒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

長野自動車道「安曇野IC」から国道１４７号経由で約４０分　

大人450円、65歳以上210円、中学生以下無料

アルプスあづみの公園　大町・松川管理センター

JR大糸線「信濃大町駅」下車、タクシーで約２０分

JR大糸線「信濃松川駅」下車、タクシーで約１５分

●アルプスあづみの冒険の森「木子と伝説の剣」
闇を切り裂く「伝説の剣」を探し出し、森に光を取り戻すことができるか！？
4/21（土）～5/20（日）　◇受付／インフォメーションセンター　◇参加費／無料　◇協賛／薬師の湯、
ゆーぷる木崎湖、ほりでーゆ～四季の郷、八方尾根開発、くろよんロイヤルホテル、高瀬館、梓水苑、白
馬アドベンチャークラブ、安曇野气船、株式会社五竜、安曇野ちひろ美術館、すずむし荘（予定）

●VR魔法対戦！「First Magic」
あづみの公園に仮想空間(VR)出現！影の敵から公園を守り抜け！！
4/28（土）～5/6（日）　◇時　間：9:30～16:00　◇場　所：レンタル棟　◇対　象：6歳以上。13歳以下は、
保護者の許可が必要　◇参加費： 500円（予定）

●ピクニックフリーマーケット＆コンサート
音楽を聴きながら芝生広場でピクニック！
5/3（木・祝）・4（金・祝）　◇時　間：10:00～16:00　◇場　所：アルプス大草原
◇協　力：フリマネット信州
※出店のお申込はフリマネット信州（http://furimanet.com/）へ

イベント 大町市

SPRING FESTA 2018　家族で遊べ！新緑ピクニック

　新緑の森の舞台にした謎解きイベントを開催。森の中で三角帽子の妖精たちを探して森の中を縦横
無尽に大冒険。キーワードを集めて謎を解き明かせば、抽選で豪華プレゼントがあたる！
５月３日（木・祝）４日（金・祝）の入園無料日には、小春日和の芝生の広場で、フリーマーケットやコン
サートを開催。５日（土・祝）には子どもたちに人気のキャラクターショーを開催します。
　さらに、フワフワ遊具や、話題のＶＲ（仮想現実）アトラクションも！

４月２１日（土)～５月２０日（日）　　9時30分～17時

国営アルプスあづみの公園　大町・松川地区

●  

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


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「軽井沢駅」よりタクシーで約20分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） karuizawa.hotchi-ichiba.com

イベントにより異なります。

軽井沢町農産物等直売施設　軽井沢発地市庭

0267-45-0037 0267-45-0114

●軽井沢フランスフェア　４月28日（土）から30日（月）
・期間中、フランスマルシェを再現し、グルメや雑貨・アンティークの販売！！
・４月29日（日）アペリティフ軽井沢ｖｏｌ２（有料）シャンパーニュとワインを信州食材で
楽しむ！！
●ほっちＮＡＶＩ完成記念ウェルネスウォーク　４月30日（月）
発地市庭周辺の農場や新スポットをめぐるウォーキングイベント！
参加費：大人2,000円小学生以下1,000円（税込）

●食農フェスタ　５月１日（火）から５月６日（日）
そば団子や鍋の無料ふるまいなど楽しいイベント盛りだくさん！！
イベント詳細はＨＰを検索（karuizawa.hotchi-ichiba.com）

軽井沢町農産物等直売施設　軽井沢発地市庭

上信越自動車道「碓氷軽井沢ＩＣ」から約25分　

〒389-0113長野県北佐久郡軽井沢町大字発地2564-1

「軽井沢駅」より町内循環バス東・南廻り線で約20分

イベント 軽井沢町

軽井沢グランフェスタ2018春

　軽井沢町農産物等直売施設　軽井沢発地市庭（ほっちいちば）は、開業３年目を迎え、国際的な
リゾート都市に相応しい「軽井沢グランフェスタ2018春」を開催します。

４月２８日（土)～５月６日（日）

軽井沢町農産物等直売施設　軽井沢発地市庭（ほっちいちば）

●  



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北陸（長野）新幹線　「軽井沢駅」下車

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

（その他）

軽井沢若葉まつり実行委員会

上信越自動車道「碓井軽井沢IC」から約20分　

イベントにより異なります。

軽井沢町観光経済課

イベント 軽井沢町

軽井沢若葉まつり

　新緑の季節を迎えた軽井沢で、今年も恒例の「軽井沢若葉まつり」が開催されます。ハーフマラソン
やサイクリング、テニス、乗馬体験などのスポーツをはじめ、野鳥観察や渓流釣り、クラシックカーレー
スなど、様々なイベントが催されます。
　美術館の入館料や民宿の割引もあります。

４月２８日（土）～６月１０日（日）

http://www.town.karuizawa.lg.jp/

kankei@town.karuizawa.nagano.jp

その他詳細は、観光案内所等に設置のパンフレットをご参照ください

町内各所

〒389-0192 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381-1

0267－45－8579（直通） 0267-46-3165（代表）

●緑化木無償配布会・実費即売会
　　4月29日（日・祝）9時から　於：軽井沢町役場駐車場　＊無償配布は先着1,000名
●春の乗馬体験（予約制）
　　5月3日（木・祝）①9時から10時30分②10時30分から12時　①・②ともに各20名
　　参加料：3歳～中学生1,000円 大人2,000円
　　 申込先：軽井沢町観光経済課 ☎0267-45-8579
●野鳥観察の集い（予約制）
　　5月3日（木・祝）5時30分から7時　於：軽井沢野鳥の森
　　定員50名　参加料：300円（中学生以下無料）
　　申込先：軽井沢町観光経済課 ☎0267-45-8579
●軽井沢ハーフマラソン2018（第33回ロードレースin軽井沢）
　　5月20日（日）雨天決行　9時スタート　＊当日は交通規制有
　　問合せ先：軽井沢ハーフマラソン大会事務局（信濃毎日新聞社事業部内）
　　　　　　　　　☎026-236-3371
　その他、イベント多数

●  

http://www.town.karuizawa.lg.jp/
mailto:kankei@town.karuizawa.nagano.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [列車で]

[お車で]

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（E-ｍａｉｌ)

JR 大糸線「穂高駅」より徒歩約２０分

イベント 安曇野市

第35回早春賦まつり

　安曇野に春の訪れを告げる「第35回早春賦まつり」が穂高川右岸の早春賦歌碑前で開催されます。
広大な北アルプスを背景に、市内小学生やコーラス部による合唱やアルパの演奏が行われ、最後に
は来場者の皆さんにも参加いただいて、会場全体での早春賦大合唱を行います。また、農産加工品
や安曇野のお土産の販売や数量限定でお菓子などの無料サービスも行います。
　安曇野の爽やかな日差しの中で日本を代表する叙情歌「早春賦」を一緒に歌いませんか♪

４月２９日（日･祝）　１０時～１１時１０分頃

（※会場周辺に駐車場がございません。穂高公民館（穂高会館）や
穂高駅から無料シャトルバスをご利用ください。）

kankokoryu@city.azumino.nagano.jp

穂高川右岸早春賦歌碑前

長野自動車道「安曇野IC」から約２０分

▼イベント内容
・実行委員長、市長あいさつ
・特別来賓あいさつ
・市内小学校合唱
・芸術文化協会コーラス部合唱
・アルパクラブ演奏
・市歌合唱
・早春賦大合唱
▼農産加工品・記念切手の販売、地ビールやお菓子のサービス(予定)

早春賦まつり実行委員会

早春賦まつり実行委員会事務局（安曇野市役所　観光交流促進課）
〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地
0263-71-2000(代) 0263-72-1340

●  

mailto:kankokoryu@city.azumino.nagano.jp


イベント 小谷村・白馬村・大町市

第39回　塩の道まつり

　「塩の道まつり」は、例年ゴールデンウィークに北は小谷村から白馬村を経由して、南は大町市まで
を結んで行われる春の北アルプス山麓のウォーキングイベントです。
　残雪の北アルプスの素晴らしい景色を楽しみながら、塩の道を歩くこの祭りに参加してみませんか。
往時を偲んだ昔の旅姿、ウォーキングを楽しんだり、写真を撮ったりと、楽しみ方は様々です。
 この春は、ぜひ「北アルプス山麓 大町・白馬・小谷」へお越しください。



１ 日時・会場

４ 内　容

≪主　　催≫

・大町市 5月5日（土・祝）湖畔道中（受付8時～8時40分）

大町・白馬・小谷塩の道祭り実行委員会

塩の道まつり　概要

▼コース
・小谷村 千国コース 約9 ㎞、受付場所 下里瀬基幹センター
・白馬村 落倉自然園コース 約9㎞、受付場所 落倉自然園
・大町市 湖畔道中 約10.5㎞、山麓道中 約10 ㎞、受付場所 JR信濃大町駅前(出発地点での受付
はお問い合わせください）
※大町市の山麓道中は事前申込制（定員100名）です。

▼参加方法
・開催当日、現地の受付場所へお越しください。
※全コース参加は無料です。
※大町市の山麓道中は事前申込先着100名で締め切らせていただきます。山麓道中へ参加をご
希望の方は、大町市観光協会（0261-22-0190）までお電話でお申し込み下さい。

▼その他
・塩の道まつり「とっておきデジタル写真館」
　塩の道まつりの“とっておき”な写真をホームページで公開します。
　詳しくは、塩の道まつりホームページ(http://shionomichi-matsuri.com/)をご覧下さい。
・糸魚川・塩の道起点祭り
　5月2日(水)に塩の道の起点となる糸魚川から大糸線根知駅までを歩くイベントです。詳しくは、
糸魚川市観光案内所（電話023-553-1785）までお問い合わせください。

▼アクセス
・小谷村
〔列車で〕JR大糸線「南小谷駅」から無料シャトルバスで約10分
JR「長野駅」から栂池高原まで特急バスで約90分～栂池高原から無料シャトルバスで約20分
〔お車で〕長野自動車道「安曇野IC」から約90分・上信越自動車道「長野IC」から約90分
・白馬村
〔列車で〕JR大糸線「白馬駅」から無料シャトルバスで約15分
JR「長野駅」からJR「白馬駅」まで特急バスで約60分、「白馬駅」から無料シャトルバスで約15分
〔お車で〕長野自動車道「安曇野IC」から約80分・上信越自動車道「長野IC」から約80分
・大町市
〔列車で〕JR大糸線「信濃大町駅」下車徒歩1分JR「長野駅」からJR「信濃大町駅」まで特急バスで
約60分
〔お車で〕長野自動車道「安曇野IC」から約40分・上信越自動車道「長野IC」から約60分

▼お問い合せ先
・小谷村観光連盟
（電話）0261-82-2233 （ＦＡＸ）0261-22-2242
（Ｅメール）kyokai@vill.otari.nagano.jp　（ＵＲＬ）http://www.vill.otari.nagano.jp
・白馬村観光局
（電話）0261-72-7100 （ＦＡＸ）0261-72-6311
（Ｅメール）info@po.vill.hakuba.nagano.jp（ＵＲＬ）http://www.vill.hakuba.nagano.jp
・大町市観光協会
（電話）0261-22-0190 （ＦＡＸ）0261-22-5593
（Ｅメール）info@kanko-omachi.gr.jp（ＵＲＬ）http://www.kanko-omachi.gr.jp

                 　山麓道中（集合7時45分～8時）

・小谷村 5月3日（木・祝） 9時10分出発（受付8時～)

・白馬村 5月4日（金・祝） 9時10分出発（受付8時～）

●  



中川村

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]

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ) shokan@vill.nagano-nakagawa.lg.jp

中央自動車道「駒ヶ根IC」から約30分

中央自動車道「松川IC」から約20分

JR飯田線「伊那大島駅」よりタクシー約10分

中川村役場振興課
〒399-3892　長野県上伊那郡中川村大草4045-1

0265-88-3001 0265-88-3890

中川村ショッピングセンター　チャオ（作品展示・販売）  NVサウンドホール（音楽祭）

各アトリエ・チャオ：入場無料　　　　NVサウンドホール：前売2,500円　当日3,000円

中川村は、豊かな自然と農産物に恵まれ、美しいふるさとの風景を残す村として知られていま
す。ここ20年程の間にプロの工芸家・美術作家・音楽家が移り住むようになり、皆それぞれの活
動を精力的に展開しています。近隣の町村からも「アートが盛んな村」としてのイメージが定着
しつつあります。
今年の「中川アートセッション」には23組（ゲスト作家4組含む）のアーティストが参加し、GW中
の４日間、アトリエ開放およびワークショップ、チャオでの作品展示・販売、NVサウンドホールで
の音楽祭を開催いたします。
「クリエイティブな人材が豊富な村」、「ものつくりの生まれる個性的な村」そんな中川村の魅力
を存分に味わっていただける4日間です。

中川村アートセッション実行委員会

http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/

イベント

中川村在住アーティストたちの年に1回の芸術祭

中川村アートセッション

　中川村に暮らす作家が、創作と生活の舞台である中川村で行う芸術祭「アトリエ開放展」が新たに生
まれ変わりました。今回から、アトリエを持たずに活動する様々なジャンルのアーティストも参加いたし
ます。GW4日間、村内に点在しているアトリエを開放し、来場者に自由に訪れてもらい、作家本人とそ
の作品その技術に触れていただけます。同時に音楽イベントも開催いたします。中川村のアーティスト
たちの素晴らしい作品とパフォーマンス、作家の集まる中川村の魅力を感じていただける内容を企画
しました。

５月３日（木）～６日（日）　10時～17時

中川村全域のイベント参加作家の各アトリエ(作品展示・販売・ワークショップ）

●  

mailto:shokan@vill.nagano-nakagawa.lg.jp
http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/


１ 日　時

２ 会　場

３ 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）
（E-ｍａｉｌ)

一般社団法人こもろ観光局

〒384-0031 長野県小諸市大手1丁目6番16号
0267-22-1234 0267-46-9077
http://komoro.in/
info@komoro-tour.jp

イベント 小諸市

浅間山開き

　日本百名山「浅間山」は、安山岩質の複合火山で標高2,568ｍ。
　登山コースは、天狗温泉から入山する「火山館コース」と高峰高原車坂峠から入山する「黒斑
（くろふ）コース」の2コースがあり、様々な景色をお楽しみいただけます。
　本格的な登山シーズンを告げる「浅間山開き」は、山の平穏と登山者の安全を祈願し、参加者全員
で記念登山を行います。

５月１２日（土)　　8時～

浅間山登山口（天狗温泉　浅間山荘前）

▼登山受付 ： 午前８時より ※事前申込不要。
　 当日会場にお集まりください。
▼浅間山開き式典
　・大浅間火煙太鼓の演奏
▼記念登山
　・しめ縄切り、お神酒の振る舞い
　・登山所要時間　片道約3時間40分 、往復約6時間
  ※3月6日現在、噴火警戒レベル2で賽の河原分岐から前掛山方面は進入できません。
▼その他
　・豚汁サービス、特産品など物品販売もあります。
　※記念登山は噴火警戒レベルにより目的地が変わります。
▼バスに関するご案内（予定）
　・ルート　小諸駅⇔天狗温泉浅間山荘
　・時　間　【行き】7：30小諸駅発（一便のみ）
　　　　　　　【帰り】15：00天狗温泉浅間山荘発（一便のみ）
　・料　金　片道500円（小学生以下250円）

一般社団法人こもろ観光局

上信越自動車道「小諸ＩＣ」から約25分

しなの鉄道・ＪＲ小海線「小諸駅」より臨時バス（有料）の運行があります。

※事前に(一社）こもろ観光局へお問合せください。

無料駐車場有り（天狗温泉浅間山荘敷地内）

●



(相道寺道祖神) (北アルプスと田園風景) (人間そっくりのかかし)

１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容 ●コース概要　　　

19日（土） Aコース 展望パノラマロングコース　21.8ｋｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 Bコース 展望パノラマミドルコース　　13.7ｋｍ

Cコース 展望パノラマガイド付コース　6.9ｋｍ

Dコース ガイドマスターと歩く 池田美味コース　5.8ｋｍ

20日（日） 　Eコース　 田園おもてなしコース　　　14.3ｋｍ

Fコース 田園おもてなしガイド付きコース10.3ｋｍ

Gコース 道祖神ロゲイニング

・AコースからGコース（Dコース除く）は昼食のおにぎりバイキングとトン汁がつきます。

・参加特典としてピンバッヂ、池田町特産のおやきもつきます。

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線 「安曇追分駅」より送迎あり

JR篠ノ井線「明科駅」より送迎あり

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://ikeda-kanko.jp

（E-ｍａｉｌ) info@ikeda-kanko.jp

北アルプス展望ウオーク実行委員会

長野自動車道「安曇野IC」から約20分　

事前申込　1日1,000円（※当日申込1,500円）　Dコース2,000円　

池田町観光協会
〒399-8601長野県北安曇郡池田町4169-3
0261-62-9197 0261-62-5688

※詳しくはパンフレットをご覧ください。

イベント 池田町

第11回いけだまち北アルプス展望ウオーク

　残雪の北アルプス、安曇野の田園風景を楽しみながら歩く池田町最大のウオーキングイベント。
　5.8ｋｍのショートコースから21.8ｋｍのロングコースまでバリエーションに富んだコース設定で皆さんの
ご参加お待ちしています。
　ハーブと花の里池田町ならではのランチ付のコース、ガイド付きのコースもおすすめです。

５月１９日（土)・２０日（日）　　８時３０分まで受付　９時１０分出発

道の駅池田集合

●  

http://ikeda-kanko.jp/


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線 「信濃大町駅」よりタクシーで約5分

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

（E-ｍａｉｌ) info@kanko-omachi.gr.jp

大町市観光協会
〒398-0002　長野県大町市大町3200（信濃大町駅内）　
0261-22-0190　 0261-22-5593

▼県内外から集まる多数のサラブレッドの迫力ある疾走が間近で見られ、
　 かわいい子供騎手が乗ったポニーのレースもあります。
▼１周約 500ｍのコースで行われます。
▼お昼休憩時（12：00～13：00）には、ポニーの乗馬体験ができます。

大町市観光草競馬実行委員会

長野自動車道 「安曇野IC」から約40分　

イベント 大町市

大町観光草競馬

　大町市常盤にある仏崎観音寺が馬の息災を守護する寺として知られていたことから、昔からこの地
では奉納草競馬が行われてきました。
　残雪の北アルプスをバックに繰り広げられる、人馬一体となった白熱のレースを是非ご観戦くださ
い！

５月２７日（日）　　９時～１５時（予定）　※小雨決行

大町市常盤　高瀬川 観音橋付近の河川敷（大町市運動公園そば）

●  

http://www.kanko-omachi.gr.jp/
mailto:info@kanko-omachi.gr.jp



