
開催日・期間 開催地

１P 11月9日 塩尻市

２P 5月11日 安曇野市

３P 4月27日～10月27日 松川町

４P 4月29日～6月16日 大町市

４P 5月下旬 山ノ内町

５P 7月13日～14日 上田市

５P 7月14日 上田市

６P 6月15日～23日 辰野町

７P 4月6日～6月30日 原村

８P 4月～10月(土日祝) 塩尻市

掲載ページ

SHIOJIRI GRAND WINE PARTY TOKYO 2019
～同日開催～　2019ミス・ワイン日本大会

間島秀徳　アース・ダイビング－Earth Diving－展

「宮城第1発電所」特別見学と「有明山神社格天井絵」特別拝観

中山道奈良井宿～漆工町木曾平沢  重伝建周遊バス

第７１回　信州辰野ほたる祭り

南信州まつかわツリードーム

信濃大町で信州花フェスタ2019を楽しもう！

渋温泉朧月夜の茶会

あじさい祭り

岳の幟（たけののぼり）

２０１９年４月１６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／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  5 

記者発表 

参加募集 

博物館・美術館 

その他 

新着情報 



9P 4月13日～6月16日 安曇野市

10P 4月20日～6月23日 須坂市

11P 4月27日～11月(土日祝) 大町市

12P 5月3日 長野市

13P 5月3日～5日 長野市

14P 5月4日 長野市

15P 5月4日 安曇野市

16P 5月8日 木島平村

17P 5月18日～19日 池田町

18P 5月18日～19日 須坂市

19P 5月18日～19日 安曇野市

20P 5月25日～26日 安曇野市

21～
22P

5月25日～26日 白馬村

23P 6月1日 大町市

24P 6月2日 大町市

25P 6月7日～9日 塩尻市

26P 6月16日 大町市

27P 6月26日～10月15日 大町市

　▼「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）

Spring　Festa2019 　500万本のナノハナ

第53回貞逸祭・白馬連峰開山祭

五月人形　菖蒲の節句

家族でオフロード体験！マウンテンバイクパーク

信州安曇野「北アルプスパノラマ銀座」山岳フェスタ2019

第4回 大雪渓酒まつり

第３回　ながの獅子舞フェスティバル

第18回 善光寺花回廊　～ながの花フェスタ2019～

立山黒部アルペンルート　佐々成政武者行列

第62回針ノ木岳慎太郎祭（夏山開き）

木崎湖湖水開き　地引き網と水上トレッキング

第52回 木曽漆器祭・奈良井宿場祭

黒部ダム観光放水

第５回　ＮＡＧＡＮＯ善光寺よさこい

第36回　全国都市緑化フェア　信州花フェスタ２０１９

第15回あづみの公園　早春賦音楽祭

名瀑 幻の滝「樽滝」　春

第12回いけだまち北アルプス展望ウオーク

須坂アートパーク　　森の中のクラフトフェア2019

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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大町市 
●信濃大町で信州花フェスタ 2019 を 
楽しもう！/4P 

●家族でオフロード体験！マウンテン 
バイクパーク/11P 

●立山黒部アルペンルート  
佐々成政武者行列/23P 

●第 62 回針ノ木岳慎太郎祭 
（夏山開き）/24P 

●木崎湖湖水開き 地引き網と 
水上トレッキング/26P 

●黒部ダム観光放水/27P 

塩尻市 
●SHIOJIRI GRAND WINE PARTY TOKYO 2019 
～同日開催～ 2019 ミス・ワイン日本大会/1P 
●中山道奈良井宿～漆工町木曾平沢 重伝建周遊バス/8P 
●第 52 回 木曽漆器祭・奈良井宿場祭/25P 

木島平村 
●名瀑 幻の滝「樽滝」 春/16P 
 
 

須坂市 
●五月人形 菖蒲の節句/10P 
●須坂アートパーク  森の中のクラフトフェア

2019/18P 
 

安曇野市 
●「宮城第 1 発電所」特別見学
と「有明山神社格天井絵」 
特別拝観/2P 

●Spring Festa2019   
500 万本のナノハナ/9P 

●第 36回 全国都市緑化フェア 
信州花フェスタ２０１９ 
第 15 回あづみの公園  
早春賦音楽祭/15P 

●信州安曇野「北アルプス 
パノラマ銀座」山岳フェスタ
2019/19P 

●第 4 回 大雪渓酒まつり/20P 
 

上田市 
●あじさい祭り/5P 
●岳の幟（たけののぼり）/5P 

辰野町 
●第７１回 信州辰野ほたる祭り/6P 
 

松川町 
●南信州まつかわツリードーム/3P 

原村 
●間島秀徳 アース・ダイビング－Earth Diving－展/7P 

 
 

長野市 
●第３回 ながの獅子舞フェスティバル/12P 
●第 18 回 善光寺花回廊  

～ながの花フェスタ 2019～/13P 
●第５回 ＮＡＧＡＮＯ善光寺よさこい/14P 
 

 
 

白馬村 
●第 53 回貞逸祭・ 

白馬連峰開山祭 
/21～22P 

山ノ内町 
●渋温泉朧月夜の茶会/4P 
 
 

池田町 
●第 12 回いけだまち 

北アルプス展望ウオーク/17P 
 
 



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 「目黒駅」より徒歩3分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.city.shiojiri.lg.jp/

（E-ｍａｉｌ) kanko@city.shiojiri.lg.jp

地域ブランド推進活動協議会、塩尻市、（一社）塩尻市観光協会

首都高速道路２号線「目黒ランプ」から約3分　

１人５，０００円（予定）

長野県塩尻市産業振興事業部観光課
〒399-0736 長野県塩尻市大門一番町12-2

◆塩尻市産ワインのテイスティング
◆ミス・ワイン2019お披露目
◆日本ワインセミナー
※特別ゲストも出演予定！

＜参加ワイナリー（予定）＞
㈱アルプス、㈱井筒ワイン、㈱Kidoワイナリー、サントリーワインインターナショナル、
JA塩尻市、信濃ワイン㈱、㈱林農園、メルシャン㈱、㈱VOTANO WINE、社会福祉法
人サン・ビジョン、長野県塩尻市志学館高等学校

【同日開催】  2019ミス・ワイン日本大会
各地の予選で選ばれたファイナリストによる最終選考を行います。当日誕生したての
ミス・ワインとのフォトセッションも予定！インスタ映えする撮影スポットでご一緒にいか
がですか？

0263-52-0886 0263-53-3413

記者発表 塩尻市

<予告>
SHIOJIRI GRAND WINE PARTY TOKYO 2019

～同日開催～　2019ミス・ワイン日本大会

　日本ワインの重要エリアとして、そして日本最大のぶどう生産地として注目が集まっている長野県塩
尻市。長野県の中心に位置するそのエリアは、日本ワインの中心的存在。そんな塩尻市のワイナリー
が東京に集結し、塩尻産ワインを味わい尽くす「SHIOJIRI GRAND WINE PARTY」を東京で開催！ま
さに日本ワインの中心的存在として発展を続ける塩尻ワインの魅力を堪能できる一日となる。
皆で塩尻産ワインで乾杯しよう！
　さらに、日本のワイン文化を世界に広げていくミス・ワイン日本大会を同時開催。２０２０年東京オリン
ピック前年に、麗しき女性のコンテストを皆で見届けよう！

１１月９日（土）　＜第１回＞14：00～16：00（予定）　＜第２回＞17：00～19：00（予定）

ホテル雅叙園東京（東京都目黒区）

●  

※写真はイメージです 

https://www.city.shiojiri.lg.jp/
mailto:kanko@city.shiojiri.lg.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「穂高駅」よりタクシーで約10分　

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

参加募集 安曇野市

「宮城第1発電所」特別見学と「有明山神社格天井絵」特別拝観

　日露戦争が勃発した明治37年（1904）年9月に運転を開始し安曇野の地に初めて灯りをともしたドイ
ツフォイト社製の水車とシーメンス社製発電機は115年後の今でも現役で稼働し続けています（日本現
役最古）。2007年経産省により近代化産業遺産に認定されました。明治35年（1902）年に建造された
有明山神社の山門と神楽殿。信濃日光裕明門とも呼ばれる山門は素木造り彫刻が全面に施されてい
ます。神楽殿の81枚の格天井絵も安曇野指定文化財に指定されており必見です。

5月11日（土)　　１０時～12時30分

宮城第1発電所と有明山神社

一般社団法人　安曇野市観光協会

長野自動車道「安曇野IC」から約20分　

集合場所：有明山神社駐車場

参加費：大人（中学生以上）/１，０００円　小人（小学生7歳～12歳）/500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 0263-87-9361

【日程】
有明山神社駐車場集合10：00⇒中部電力さんによる説明⇒出発10：15⇒百年記念
碑見学⇒宮城第1発電所到着⇒…見学（20分～30分）⇒宮城第1発所出発⇒有明山
神社到着⇒…宮司さんの説明を聞きながら格天井絵拝観（20分～30分）⇒解散

●参加費に含まれるもの：資料代・御朱印代・保険代含む
●募集人員：20名（最少催行人10名）
●申込み期限：4月26日（金）

●  

http://www.azumino-e-tabi.net/
mailto:azumino@bz03.plala.or.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR「伊那大島駅」よりタクシーで約10分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://matsukan.net/

（E-ｍａｉｌ) info@matsukan.net

新着情報 松川町

南信州まつかわツリードーム

　県内初！宙に浮かんだ特別なテントでグランピング体験！
　中央アルプスの麓、静かな森の中2本の樹木に吊るされたドーム型テントでキャンプ・宿泊していた
だけます。
　目の前に広がる山々を望むロケーションは、何もかも忘れさせてくれる解放感があります。
　全３棟、それぞれのテントには土・森・空というコンセプトがあり、据え置き型、宙に浮いているタイプ
などお好きなスタイルをお選びいただけます。

４月２７日（土)～１０月２７日（日）までの期間中の金・土・日曜日

南信州まつかわツリードーム

●１棟素泊まり\32,000～
最大6名（大人は4名まで）
●食事はオプションとなります
松川町産のりんごを食べて育った豚肉、松川町産の野菜など地域の農家さん自慢の
食材をふんだんに使ったバーベキューセット￥3,100
…その他朝食のオプションもございます。

一般社団法人　南信州まつかわ観光まちづくりセンター

中央自動車道「松川IC」から約5分

※下伊那郡松川町大島2750-284

一般社団法人　南信州まつかわ観光まちづくりセンター
〒399-3304 長野県下伊那郡松川町大島2065-1
2265‐36‐6320 2265-36-6314

●  

http://matsukan.net/
mailto:info@matsukan.net


日　時

会　場

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） https://www.omachi-promotion.com/

（E-ｍａｉｌ) kankou@city.omachi.nagano.jp

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/

花フェスタの情報発信基地として開設する「信濃大町情報ステーション」では、期間中、週末ごとにフ
ラワーアレンジメントやハーバリウム教室など、各種ワークショップを開催します。

0261-23-4081 0261-23-3378

大町市プロモーション委員会

〒398-0002 長野県大町市大町3177（JR信濃大町駅前　観光課事務所内）

新着情報 大町市

信濃大町で信州花フェスタ2019を楽しもう！

４月２９日（月・祝)～６月１６日（日）　

大湯前特設会場（雨天時は歌恋会館にて行なわれます）

〒381-0401長野県下高井郡山ノ内町渋温泉

0269-33-2921 0269-33-5790

信濃大町情報ステーション（信濃大町駅前）

新着情報 山ノ内町

渋温泉朧月夜の茶会

お月様の下、琴の生演奏を聴きながら抹茶とお菓子のおもてなしがございます。
石畳の温泉街と温泉情緒豊かな渋温泉で純和風な雰囲気をお楽しみ下さい。

５月下旬

https://www.omachi-promotion.com/
mailto:kankou@city.omachi.nagano.jp
https://www.shibuonsen.net/


日　時

会　場

お問合わせ先 塩田の館

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.city.ueda.nagano.jp/kankojoho/shisetsu/flower/038.html

（E-ｍａｉｌ) shiodanoyakata@bd.wakwak.com

日　時

会　場

お問合わせ先 別所温泉観光協会

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.city.ueda.nagano.jp/kanko/event/021.html

（E-ｍａｉｌ) bessho-kyokai@bessho-sap.jp

　数百年前、塩田北条氏が通った鎌倉街道を数万株のあじさいが美しく彩ります。塩田城跡近くのあ
じさいの小道では、凡そ1.5キロメートルにわたり「がくあじさい」が咲き乱れます。地元の農産品や焼き
鳥のお店なども出て楽しさを盛り上げます。

　信州の鎌倉と呼ばれる別所温泉に伝わる珍しい雨乞いのお祭りで、「たけののぼり」と読み、国の選
択無形民俗文化財です。室町時代から500年も続いています。標高1,250mの夫神岳山頂から別所神
社まで温泉街を練り歩きます。長野冬期五輪閉会式でも披露され、緑の山をバックに色鮮やかな幟の
美しさで有名になり、今では県内外からの観光客やカメラマンが集まります。

7月14日（日)　　6時～12時

夫神岳山頂→別所温泉街→別所神社

〒386-1436 　長野県上田市前山554-12

0268-38-1251 0268-38-1261

岳の幟（たけののぼり）

0268-38-8887

新着情報 上田市

あじさい祭り

7月13日（土)～14日（日）　　

鎌倉街道塩田城跡付近・あじさいの小道

〒386-1431 　長野県上田市別所温泉1583-3

新着情報

0268-38-3510

上田市

mailto:shiodanoyakata@bd.wakwak.com
https://www.city.ueda.nagano.jp/kanko/event/021.html
mailto:bessho-kyokai@bessho-sap.jp


日　時

会　場

お問合わせ先 ほたる祭り実行委員会事務局（辰野町役場産業振興課）

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://kankou.town.tatsuno.nagano.jp/

（E-ｍａｉｌ) kankou@town.tatsuno.lg.jp

　日本一のゲンジボタルの名所として知られる「松尾峡・ほたる童謡公園」。毎年６月中旬ころに最盛
期をむかえ、多い日には１万匹を超えるゲンジボタルの大乱舞が見られるほか、ＪＲ辰野駅前からの通
りには２００軒近い屋台が並び、特に土日は歩行者天国になることから、全国から多くの方が訪れま
す。

〒399-0493 　長野県上伊那郡辰野町中央１番地

0266-41-1111 0266-41-4651

新着情報 辰野町

第７１回　信州辰野ほたる祭り

６月１５日（土)～２３日（日）

辰野町　辰野駅周辺・松尾峡・ほたる童謡公園

http://kankou.town.tatsuno.nagano.jp/
mailto:kankou@town.tatsuno.lg.jp


１ 日　時

※会期中無休

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

または　タクシーで約30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）

（E-ｍａｉｌ) yatsubi1@po19.lcv.ne.jp

中央自動車道「諏訪南IC」から7km、「小淵沢IC」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
http://www.lcv.ne.jp/~yatsubi1

JR中央線「茅野駅」よりバス美濃戸行き約30分学林下車徒歩約30分

※バス要問合せ、夏季「小淵沢駅」からの鉢巻周遊バスも有り。

美術館 原村

　キネシス（とめどなく流れ続けるもの）をテーマに、流れる水の迫力を溢れる絵画で表現し現代日本画の旗手と
して活躍、現在は信州大学で教鞭をとる間島秀徳が八ヶ岳山麓の大地に想を得た新作を初公開。円筒や屏風
状の大画面が、ドーム天井と展示壁が鑑賞者を包み込む特徴的な村野藤吾の有機的な建築と織りなす刺激的
な共演。

４月６日(土)～６月３０日(日)　９時～１7時（最終入館16：30）

間島秀徳　アース・ダイビング－Earth Diving－展

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

・キネシス（とめどなく流れ続けるもの）をテーマに、流れる水の迫力を溢れる絵画で
表現し現代日本画の旗手として活躍、現在は信州大学で教鞭をとる間島秀徳が八ヶ
岳山麓の大地に想を得た新作を初公開。屏風状に仕立てた大画面が、ドーム天井
や展示壁が鑑賞者を包み込む特徴的な村野藤吾の有機的な建築と織りなす刺激的
な共演。
・トークイベント「行為／空間／身体　間島秀徳の絵画キネシスkinesisの現在」
日　時：4月27日(土) 13：30～15：00　現代芸術の第一線で活躍する美術評論家と学
芸員と制作者がともに間島秀徳の芸術について語ります。
　登壇者：本江邦夫（美術評論家）田中正史（長野県信濃美術館学芸課長）間島秀
徳（日本画家・信州大学教授）参加費：無料（要入館料）
　

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）、原村、原村教育委員会

●  



１ 期　間

　２ 時　間

３ 区　間

４ 料　金

５ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「木曽平沢駅」より徒歩0分　　または

JR「奈良井駅」より徒歩0分

[高速バスで] 新宿～木曽福島線「漆の里平沢」停留所

または「奈良井宿」停留所から徒歩すぐ

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.city.shiojiri.lg.jp/

（E-ｍａｉｌ) kanko@city.shiojiri.lg.jp

【最大乗車定員】　２２名（立ち席含む）

【停留所】　木曽くらしの工芸館 ― 楢川支所 ― 長野銀行 ― 平沢駅下
　　　　　　　　― 木曽漆器館 ― 奈良井駅 ―奈良井会館 ― 奈良井権兵衛橋

※基本１時間に１往復

（一社）塩尻市観光協会、塩尻市観光課

長野自動車道「塩尻IC」から約40分　

無料

長野県塩尻市産業振興事業部観光課
〒333-0736 長野県塩尻市大門一番町12-2
0263-52-0886 0263-53-3413

その他 塩尻市

中山道奈良井宿～漆工町木曾平沢

重伝建周遊バス

　塩尻市楢川地区には有数の木曽漆器名産地である漆工町「木曽平沢」、そして中山道最大の宿場
町「奈良井宿」の２つの隣接する国の重要伝統的建造物群保存地区があります。そんな全国的にも珍
しい楢川地区の魅力を隈なくお楽しみいただくため、期間限定で上記２つの重伝建を結ぶ無料の周
遊バスを運行します。片っぽの観光だけではもったいない！双方の魅力を、古き良きレトロバスに乗っ
て、ごゆるりとお楽しみください。

４月～１０月の土日祝日　※平日の運行、土日祝日の運休日あり

木曽平沢～奈良井宿　※詳細は以下のとおり

９時４５分～１６時５分

●  

※写真はイメージです 

mailto:kanko@city.shiojiri.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] 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）

（E-ｍａｉｌ)

国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区

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

大人450円（65歳以上210円）、中学生以下無料、
2日間通し券／大人500円（65歳以上250円）　　　　※駐車場1000台無料

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

●里山文化ゾーンでは500万本のナノハナが見ごろを迎えます。
下旬には田園文化ゾーンで今年初めて植栽した8000球のユリをご覧いただけます。

●その他のイベント
　・シナノタンポポを増やそう
　・里山お茶点て体験
　・里山乗馬体験
　・馬耕物語
　・田植え体験

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」から約20分　　

イベント 安曇野市

Spring　Festa2019 500万本のナノハナ

　５月はいよいよゴールデンウィーク本番!!チューリップの次に楽しめるのは、安曇平を眼下に、6haの
棚田一面に咲き誇る500万本のナノハナ畑と、8000球のユリたち!!
　ナノハナ畑と楽しむ乗馬やお茶点て体験もございます。
　5月3日(金・祝)、4日(土・祝)は大人も入園無料です！

4月13日（土)～6月16日（日）＊Spring　Festa2019　9時30分～17時

●  

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] 長野電鉄「須坂駅」下車、タクシーで約８分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.culture-suzaka.or.jp/doll/

一般財団 須坂市文化振興事業団　　世界の民俗人形博物館

上信越自動車道「須坂長野東ＩＣ」より約８分　

※最終入館は16時30分まで。期間中休館日なし

期間中共通入館券500円／中学生以下無料

世界の民俗人形博物館
〒382－0031 長野県須坂市大字須坂野辺1367－1
　026-245-2340

長野電鉄「須坂駅」下車、すざか市民バス約15分

026-245-2341

●体験イベント　武将なりきり
開催日：展示期間中の土、日、祝
体験料：ひとり５００円　午前の部１１時～１２時、午後の部１３時３０分～１４時３０分
対象：小学生低学年程度(身長100～130cm)　　各回先着10名 事前予約不要
※開催日時は変更になる場合がありますので詳細は直接お問合せください。

イベント 須坂市

五月人形　菖蒲の節句

　今年も高さ6mの15段に、250体の武者人形・若大将人形が並ぶ。勇ましい五月人形たちが立ち並ぶ
様は迫力満点。男の子の端午の節句の記念に写真を撮りに出かけてみよう。4月20日(土)～5月6日
(月・祝)は、30段の雛人形(須坂版画美術館)と五月人形(世界の民俗人形博物館)が同時に楽しめる。

４月２０日（土)～６月２３日（日）　　9時～17時

世界の民俗人形博物館

●  

http://www.culture-suzaka.or.jp/doll/


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

長野自動車道「安曇野IC」から約40分
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

国営アルプスあづみの公園　大町・松川地区管理センター

JR大糸線「信濃大町駅」よりバス15分

イベント 大町市

家族でオフロード体験！マウンテンバイクパーク

4月27日（土）～11月30日（土）までの土日祝日
（GW、夏休み期間、毎月第3水曜日は平日も開園）

　マウンテンバイクをこれから始めたい方や、初めてマウンテンバイクを購入して走る場所に困ってい
る方、または公園に遊びに来た人がマウンテンバイクに出会え、楽しさを体験できるエリアです。子ど
も（ランニングバイク）から大人まで、家族でオフロード体験が楽しめます。4月27日（土）からオープン
です！

国営アルプスあづみの公園 「大町・松川地区」

国営アルプスあづみの公園【大町・松川地区】

〒398-0004　長野県大町市常盤7791-4
0261-21-1214

大人450円　65歳以上210円　中学生以下無料　※駐車場600台(無料)

0261-21-1212

・ポタリングコース（2.8km）
自転車に乗れる方であれば気軽に走行を体験できる初級者用コースです。
緩やかな傾斜とカーブでMTBの森林散歩が楽しめます。
・テクニカルトレイルコース（1.7km）
アップダウンの変化に富んでいる中級の利用者向けのコースです。
登り坂へのチャレンジに続いて下り坂のチャレンジができます。
ポタリングコースと繋げてロング走行を楽しめます。
・フロートレイルコース（0.7km）
中級者向けの下りのテクニック向上コース。
MTB（マウンテンバイク）の下り坂に、楽しさを特化した「ダウンヒル遊び」のコースです。
上下にうねる路面でジェットコースターのような動きを楽しめます。

最終入場時間
9:30～閉園1時間前まで

施設の利用料等
コース利用料：無料（ただし、公園への入園料は必要）
ヘルメット等防具レンタル：無料
レンタルバイクあり（300円）

●  

mailto:yuhei-ono@prfj.or.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「長野駅」善光寺口より徒歩15分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

026-224-7504 026-224-7351
http://www.city.nagano.nagano.jp

長野市　善光寺表参道・長野駅善光寺口駅前広場

3回目となる今年は、長野市をはじめ、須坂市、千曲市、高山村の５団体も加わり、
全体では81の神楽・獅子舞保存継承団体が参加。

◇地域の伝統芸能である獅子舞を参加団体が各演舞エリアで入れ替わり披露。
　 演舞エリア
 　花回廊会場・もんぜんぷら座前・県信第2本店前・かるかや山前
　 アゲイン前（メイン会場）・旧西友前・千石入口バス停前・駅前広場

◇お囃子体験や神楽屋台の展示。

◇第3回ながの獅子舞フェスティバルを題材にした写真コンテストも開催。

長野市

上信越道「長野IC」または「須坂長野東IC」から約25分

長野市文化スポーツ振興部　文化芸術課
〒380-8512　長野市大字鶴賀緑町1613

イベント 長野市

第３回　ながの獅子舞フェスティバル

長野市から次世代への伝統芸能の継承を発信するイベント！
大迫力の勇敢な獅子たちの共演は圧巻です。
世代や地域を超えた交流の場となる「ながの獅子舞フェスティバル」にぜひお出掛けください。

５月３日（金・祝）　１０時～１６時まで

●  

http://www.city.nagano.nagano.jp/


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「長野駅」善光寺口より徒歩20分　　

または　　善光寺口からバスで10分

お問合わせ先
（住 所）

（長野市中央通り活性化連絡協議会）

（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ) chuodori@nagano.email.ne.jp

期間中は渋滞も予想されます。なるべく公共交通機関をご利用ください。

善光寺花回廊実行委員会

〒380-0845長野県長野市西後町1580長喜園2F

090-5443-5632 026-214-2567
http://www.nagano-saijiki.jp/hanakairou/

※花絵の制作は5月2日（木）午後から行います。

善光寺表参道・ごん堂広場・ながの東急百貨店前・長野駅駅前広場　ほか

☆花キャンバス
　チューリップの花びらなどで路上に絵を描くアートイベント。
☆タペストリーガーデン
　ペチュニアなどの花苗ポットを路上に並べ、絵柄を描くアートイベント。
☆フラワーコンテスト
　ガーデニング愛好家に人気のハンギングバスケット、コンテナガーデン、
　ミニガーデンの　コンテスト。

　その他、各地からの花たより・MADE　IN　NAGANO・フラワーガーデン・マーケット
　エリア・回廊花壇・花の逸品スタンプラリーと様々な催しいっぱいです。

善光寺花回廊実行委員会

上信越道「長野IC」または「須坂長野東IC」から約25分
※会場周辺交通規制あり。

イベント 長野市

第18回 善光寺花回廊　～ながの花フェスタ2019～

善光寺のお膝元で花キャンパスやタペストリーガーデンをメインとした花の祭典。
18回目を迎える今年のテーマは「花開く　新時代へ夢をのせて」
おもてなしの心を込めて、商店街もハンギングバスケット等で街を彩ります。
色鮮やかな花々が映える長野駅から善光寺までの町並みを歩いてみませんか。

５月３日（金・祝）～５日（日・祝）

●  

mailto:chuodori@nagano.email.ne.jp
http://www.nagano-saijiki.jp/hanakairou/


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「長野駅」善光寺口より徒歩15分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ) zenkoi@mx1.avis.ne.jp

長野市　善光寺表参道・長野駅善光寺口駅前広場

10：00　開会式・演舞開始
　　　　　*　NAGANO善光寺よさこい「切り火」総踊り
　　　　　　 「切り火」とは・・・
　　　　　　　古代では歩き旅を経て参拝客が訪れた善光寺。その時代を
　　　　　　　逞しく生きた人々の心象風景を描いた記念演舞曲。
　　　　　　　昔と変わらぬ祈りの心を色とりどりに、旅ゆくみなさまの平安とご無事を
　　　　　　　祈ります。
　　　　　*　参加各チームの演舞披露
16：00　演舞終了
16：30　コンテストによる表彰(TOiGO広場）
17：40　コンテスト上位入賞チームによる善光寺境内での奉納演舞
その他、商店会による出店「14丁目HIROBA」や写真コンテストもあります。

NAGANO善光寺よさこい実行委員会

上信越道「長野IC」または「須坂長野東IC」から約25分

イベント 長野市

第５回　ＮＡＧＡＮＯ善光寺よさこい

風薫る５月の長野を熱くする！
エネルギッシュな舞踊や威勢の良い掛け声、鳴子の音で元気をチャージ！
全国各地から集まった「よさこい愛好者」のパワー溢れるパフォーマンスをお楽しみください。

５月４日（土）　10時～１６時まで（雨天決行、荒天時中止）

NAGANO善光寺よさこい実行委員会　事務局
〒380-0824　長野県長野市南石堂町1262
026-228-0294 026-228-2271
https://nagano-zenkouji-yosakoi.jimdo.com/

●  

mailto:zenkoi@mx1.avis.ne.jp
https://nagano-zenkouji-yosakoi.jimdo.com/


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

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.azumino-koen.jp

※ＪＲ豊科駅～安曇野市役所堀金支所～あづみの公園、
ゴールドパック～あづみの公園の間を運行する無料シャトルバスもご利用ください。
※穂高駅からはあづみ野周遊バス（有料）も運行

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
0263-71-5511 0263-71-5512

▼ガイドセンター広場（Aステージ）10：00～16：00
　オープニング演奏9：30～、さぁ！早春賦（緑の風）、〝絆″あしたへ、アルプホルン、吹奏楽　他
▼水辺の休憩所（Bステージ）10：30～15：00
　・公募ステージ、音楽フリー広場　他
▼野の休憩所（Cステージ）12：00～15：30
　・吹奏楽の祭典（市内中学校・高等学校　他）、フィナーレステージ
▼展望テラス　１階（Dステージ）10：30～15：00
　・フリーステージ
▼あづみの学校玄関ホール（Eステージ）10：30～15：00
　・音楽交流広場
▼あづみの学校　多目的ホール（Fステージ）　13：30～15：00
　・小中学校重唱・合唱大会優秀校　他、　ＦＭ長野公開録音
▼穂高口　広場（Gステージ）　10：30～14：00
　・演舞の祭典
※各ステージを廻るスタンプラリー開催

ＪＲ大糸線「豊科駅・穂高駅」からタクシーで約15分

国営アルプスあづみの公園（堀金・穂高地区）

無料（無料開園日）

第15回あづみの公園早春賦音楽祭実行委員会

長野道「安曇野ＩＣ」より約20分

５月４日（土・祝)　１０時～１６時　※公園開園時間　9時30分～17時

第36回　全国都市緑化フェア　信州花フェスタ２０１９

イベント 安曇野市

第15回あづみの公園　早春賦音楽祭

　日本の春の代表的唱歌『早春賦』。信州花フェスタ2019も開催している国営アルプスあづみの公園
（堀金・穂高地区）を会場に、今年で15回目となる早春賦音楽祭を開催します。公募で集まった音楽を
愛する皆さんの演奏や、地元の小中学生の吹奏楽や合唱など、音楽にあふれた1日をお楽しみくださ
い。当日は無料開園日です。雨天決行！

今年のゲストはシンガーソングライター 

信州花フェスタ2019テーマソング 

アーティストの「まり子」さんです！ 

●  

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


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR「飯山駅」よりタクシーで約15分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://kijimadaira.org

（E-ｍａｉｌ) center@kanko-kijimadaira.com

（一社）木島平村観光振興局

上信越自動車道「豊田飯山IC」から約20分　

※ お車でお越しの場合は路上駐車となりますので、係員の指示にしたがって下さい

（一社）木島平村観光振興局
〒389-2303 長野県下高井郡木島平村上木島38-1
0269-81-1620 0269-81-1621

幻の滝「樽滝」を近くでご覧いただくことができます。
また近隣の糠千地区では地元の人たちが樽滝の日に合わせて「そばまつり」を開催

イベント 木島平村

　年に2回しか姿を現さないことから幻の滝と呼ばれている「樽滝」。今年の春も姿を現します。高さ50m
の岩盤から流れ落ちる樽滝はとても美しく、毎回たくさんの人で賑わいます。また近くには「雄滝（おだ
き）」「雌滝（めだき）」と呼ばれる滝があり、その真ん中で流れる樽滝は仲良しの象徴ともされ、滝の前
で写真を撮ると幸せになれるとか・・・。ぜひ 大切な人と滝の前で記念撮影はいかがでしょうか。

５月８日（水)　８時３０分～１６時

木島平村内　国道403号線沿い　滝見橋周辺

 名瀑 幻の滝「樽滝」春

●  



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 篠ノ井線「明科駅」　または

JR大糸線「安曇追分駅」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

●一般
2日間　事前申込2000円（当日2500円）、
1日間　事前申込1000円（当日1500円）、
●高校生以下
2日間　事前申込1000円（当日1200円）、
1日間事前申込500円（当日700円）、
※ランチつきコース2000円（各日）

イベント 池田町

第12回いけだまち北アルプス展望ウオーク

　北アルプスの展望を楽しみながら国宝仁科神明宮や池田八幡神社、県内でも珍しいやすで編まれ
た相道寺道祖神、ユニークなかかしが出迎えてくれる”かかし村”など見どころ、お楽しみどころが盛り
だくさん。　～信州花フェスタ2019～を記念して2日間限定の「HANA御膳」を楽しめるとっておきのラン
チコースも。皆さんのご参加をお待ちしています。

５月１８日（土)～１９日（日）　　８時～受付

道の駅池田集合

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　

駐車場はザ・ビッグ信州池田店様

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

2日間にわたって行われるウオーキングイベント。5ｋｍから21ｋｍまで自分にあった
コースで1日楽しむことができ、お昼はおにぎりバイキングやトン汁のサービスなどの
振る舞いもあります。詳しくは池田町観光協会HPをクリック！
ランチつきコースの定員が両日20名となります。

●



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] 長野電鉄「須坂駅」下車、タクシーで約8分

長野電鉄「須坂駅」下車、すざか市民バスで約15分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.culture-suzaka.or.jp/smcf/index.html

イベント 須坂市

須坂アートパーク

森の中のクラフトフェア2019

　みずみずしい緑ときらきら木漏れ日が美しい須坂市百々川沿いに広がる林の中で、木工・陶芸・ガラ
ス工芸・織物など様々な分野のアーティストたちが独自の手作り作品を持ち寄り、展示・販売。森の中
からひょっこり現れるクラフトの妖精たちに会いに行こう。

５月１８日（土)　１０時～１７時、１９日（日）　９時～１６時

須坂アートパーク

（一財）須坂市文化振興事業団

「須坂長野東IC」から５㎞（お車で約10分）

300円、中学生以下無料

木工・陶芸・ガラス工芸・アクセサリーなどの出店、クラフト体験教室もあります。

森の中のクラフトフェア　事務局
〒382-0098　長野県須坂市墨坂南4-5-1
026-245-1800 026-248-6611

●  

http://www.culture-suzaka.or.jp/smcf/index.html


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR「豊科駅」よりタクシーで約10分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/32/35714.html

（E-ｍａｉｌ) kankokoryu@city.azumino.nagano.jp

信州安曇野「北アルプスパノラマ銀座」山岳フェスタ2019

イベント 安曇野市

　北アルプスの麓　安曇野市で信州安曇野「北アルプスパノラマ銀座」山岳フェスタ2019を開催しま
す。北アルプスの魅力と安全登山をPRするため山岳講座やアウトドアブランド展示販売、PRブース
等、本年も多彩な催しを企画しています。
　今年は5月開催！山岳フェスタに参加してから夏山へＧｏ！

５月１８日（土)～１９日（日）　　１０時～１７時

安曇野スイス村サンモリッツ

安曇野市山岳観光推進実行委員会

長野自動車道「安曇野IC」から約５分　

※無料駐車場あり

安曇野市　商工観光部　観光交流促進課
〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地
0263-71-2000 0263-72-1340

JR「穂高駅」よりあづみ野周遊バスで約20分

●知はチカラなり！役立つ山岳講座
　例年好評をいただている山岳関連の講座を行います。2日間にわたり全5講座開
催。その中の1つの講座ではアウトドアスタイル・クリエーターの四角有里（よすみ ゆ
り)氏をお迎えします。
●アウトドアブランドの展示販売
　人気のブランド大集合！
●山岳観光等ＰＲブース
　北アルプスの北部・南部の山小屋関係団体などによる登山相談・ＰＲブース

●  

http://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/32/35714.html


１ 日　時

２ 会　場 大雪渓酒造株式会社　蔵元直営店 「花紋大雪渓」


※駐車場は数に限りがございますので公共交通をご利用ください。

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR篠ノ井線「明科駅」よりタクシーで約15分　　

※明科駅・安曇追分駅をつなぐシャトルバスが運行されます。

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

（E-ｍａｉｌ) info@jizake.co.jp

＜大人向けイベント＞
・大雪渓試飲会（きき猪口 500円) 大雪渓を500円で呑み比べ
・酒粕 詰め放題
・樽酒　ふるまい(数量限定）
・枡売り酒　1杯300円　おかわり100円
・酒蔵まつり限定蔵出し即売会
（イベント限定酒や酒蔵ならではのスイーツもあります。)
＜子ども向けイベント＞
・ＳＬ大雪渓号！！全長60ｍ以上のミニＳＬがやってくる。
・親子で楽しめるワークショップ　　・蔵人になりきってみんなで写真撮影
・ガンズくんと記念撮影 松本山雅ホームタウンの池田で記念撮影♪
※未成年の方、お車を運転なさる方の飲酒は固くお断りさせていただきます。

イベント 安曇野市

第4回 大雪渓酒まつり

　安曇野を代表する山の酒「大雪渓」。今年も酒蔵まつりを開催します。大雪渓飲みくらべ、蔵出し即
売会、ふるまい酒や大抽選会、ワークショップ、お子さま向けイベントなど、ご家族で楽しんでいただけ
る催しも開催。大人から子どもまで、池田町の魅力を堪能できるイベントです。
　皆さまお誘い合わせの上、是非お越しください。

5月25日（土)　１０時～１６時　　26日（日）　１０時～１５時

池田町・池田町観光推進本部

長野自動車道「安曇野IC」から約20分　

大雪渓酒造株式　蔵元直営店「花紋大雪渓」
〒 399-8602　長野県北安曇郡池田町会染9642-2
0261-62-3125　 0261-62-2150

●  

http://www.jizake.co.jp/
mailto:info@jizake.co.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

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

（E-ｍａｉｌ) info@po.vill.hakuba.nagano.jp

（その他） 詳細は白馬村観光局HPをご覧下さい。

0261-72-7100 0261-72-6311

イベント 白馬村

第53回貞逸祭・白馬連峰開山祭

　北アルプス白馬連峰の山開きを告げる歴史ある山岳イベントです。
　当日は毎年恒例の地元ガイド「白馬山案内人組合」と行く白馬大雪渓記念トレッキングや、1泊2日で白馬
のシンボルである白馬三山を縦走する白馬三山縦走登山ツアーを開催します。
　また、今年は白馬山案内人組合創立100周年の年でもある為、100周年を記念し白馬村の名前の由来であ
る白馬岳（はくばだけ）を滑る「白馬岳山岳スキーツアー（山小屋泊1泊2日）」も同時開催します。
　全長2.5km幅100mに及ぶ日本三大雪渓へのトレッキングは他のエリアでは味わえません。
　トレッキング後には恒例の豚汁や山菜の天ぷら等の振る舞いなど楽しい催し物が満載です。
　参加者には限定記念ピンバッジ（非売品）等をプレゼントします。

一般社団法人　白馬村観光局
〒399-9301　北安曇郡白馬村大字北城 7025　

5月25日（土)貞逸祭・大雪渓トレッキングツアー　７時30分～（受付）
　　25日（土)～26日（日）　白馬三山縦走登山ツアー1泊2日（中上級者限定！）
　　25日（土)～26日（日）　12名限定！白馬岳山岳スキーツアー(上級者向け)

白馬村猿倉駐車場（白馬岳登山口）

※イベント当日は猿倉荘の駐車場スペースには限りがございますので、白馬駅又は八方第5駐車場発の猿倉行
きの参加者専用バスをご利用下さい（有料）。

○貞逸祭・神事：無料
○大雪渓トレッキングツアー　 1名1,000円（小学生以下無料）
○白馬三山縦走登山ツアー（中上級者向け）　1泊2日　24,000円（※参加条件有）
〇12名限定！白馬岳山岳スキーツアー(上級者向け)1泊2日　25,500円（※参加条件有）

▼貞逸祭・白馬連峰開山祭（安全祈願祭）
　 場　所：白馬村猿倉駐車場（白馬岳登山口）
　 内　容：オープニング「アルプホルン演奏」
　　　　　   安全祈願祭 ・トレッキング出発式 ・ふるまい等
▼白馬山案内人と行く大雪渓記念トレッキングツアー
 ・日本三大雪渓の白馬大雪渓まで地元ガイド『白馬山案内人』が皆様をご案内します。
 ・開催日：5月25日（土）7：30頃～（受付開始）
〇Ａコース：　通常コース
※初めて参加する方や体力に自信のない方、ゆっくりと登りたい方にオススメ！
〇Ｂコース：　健脚コース
※経験者でもっと遠くまで登りたい方、休憩時間が少なくても良い方にオススメ！
・参加費／1,000円（A・Bコース共に）（小学生以下無料）要予約　※当日申し込み不可
（ガイド料・記念ピンバッジ・保険代含む） ①トレッキングツアーの当日申し込みは出来ません。

http://www.vill.hakuba.nagano.jp/
mailto:info@po.vill.hakuba.nagano.jp


４ 内　容

≪アクセス≫
[お車で]

[列車で] ＪＲ大糸線白馬駅下車　白馬駅又は八方第5Pより開山祭専用バス有

（出発時間　白馬駅7時15分発予定）

[バスで]

▼貞逸祭記念特別企画！白馬三山縦走登山ツアー（中上級者限定！）※参加条件有
白馬のシンボルである白馬岳・杓子岳・白馬鑓ヶ岳を縦走する上級者向け本格登山ツアー。
・開催日時：5月25日(土)～26日（日）1泊2日ツアー／受付：6：00～
・参加費：24,000円（山小屋宿泊費1泊2食付、ガイド料、記念ピンバッジ、消費税）
・最少催行：8名（予定）※定員になり次第、締め切らせて頂きます。
※本コースは上級健脚者向けのツアーの為、参加条件を満たしている方のみ参加可能。
≪参加条件（白馬三山登山ツアー）≫
①１～２年の間にピッケル・アイゼンを使用した冬山登山又は雪山での登山経験のある方。
②アイゼン・ピッケルを使用する登山に対応した保険に加入していること。
③ハーネス・アイゼン（8本以上）・ピッケルは各自ご持参下さい。
④70歳以上又は高校生以下の方のご参加は出来ません。

▼白馬山案内人組合創立100周年特別企画！！
12名限定！白馬岳山岳スキーツアー(スキー上級者向け)
～白馬岳と旭岳周辺と大雪渓の大滑走を楽しむ～
地元のプロガイドと白馬のシンボル白馬岳と旭岳周辺を滑る1泊2日の上級者向け本格山岳スキーツアー。
白馬の山々を知り尽くした地元ガイドが2日間皆さんを最高のBCフィールドにご案内致します！！
（スキーヤー限定）
・開催日時：5月25日(土)～26日（日）1泊2日ツアー／受付：6：00～
・参加費：25,500円（宿泊費1泊2食付、ガイド料、記念ピンバッジ、消費税）
・最少催行：5名　※定員になり次第、締め切らせて頂きます。
※本コースはスキー上級者向けの為、BC経験者など参加条件を満たしている方のみ参加可能。
≪参加条件（白馬岳山岳スキーツアー）≫
① 少なくとも複数回BCツアーに参加したことがある方
② 35度ほどの急斜面やクラスト斜面を滑ることが出来るスキー上級者の方
③ BCスキー（アイゼン使用）に対応した山岳保険に加入していること。
④ ビーコン、アイゼン（10本以上）、スコップ、プローブ（ゾンデ）は各自ご持参ください。
⑤ 70歳以上又は高校生以下の方のご参加は出来ません。
　 詳細は観光局HPをご覧ください。

村内にある無料駐車場等に止めて開山祭参加者用臨時バスをご利用下さい。
※当日は会場付近の駐車スペースは非常に狭く限りがございます。トレッキング参加者は
白馬駅発－八方第五駐車場経由－猿倉行きの参加者用バスをご利用下さい。

首都圏からご参加のお客様は東京発→猿倉行の白馬連峰
開山祭夜行バスのご利用が便利です。
https://www.maitabi.jp/bus/

●  



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)
（その他） ※8：30～17：15の間　土日祝日休み

交通費　扇沢駅⇔黒部ダム2,570円、扇沢駅⇔室堂9,050円

大町市プロモーション委員会
〒398-0002 長野県大町市大町3177　JR大町駅前観光課事務所内

0261-23-4081 0261-23-3378
https://www.omachi-promotion.com/

イベント 大町市

立山黒部アルペンルート　佐々成政武者行列

　戦国時代、富山城主佐々成政は徳川家康に援軍を求めて冬の立山を自ら越えたとされ、その武者
行列を公募のエキストラにより再現します。富山市から出発した富山隊と大町市からの一行が室堂で
合流し、合同イベントを行います。

6日1日（土）
室堂雪の大谷会場にて富山市との合同イベント１２時～１２時３０分
黒部ダムイベント１４時0５分～　西正院大姥堂１５時５０分～
大町温泉郷到着式１６時３０分～

室堂～黒部ダム～野口大姥堂～大町温泉郷

大町市プロモーション委員会

長野自動車道「安曇野IC」から車で約50分　

JR 「信濃大町駅」より路線バスで約20分

JR北陸新幹線 「長野駅」より特急バスで約70分

大姥尊像を引き継いだ当市武者行列隊は、その後、黒部ダム堰堤上で撮影会や大
姥堂での『大姥尊像』奉納をして、大町温泉郷にて到着式を行います。

kankou@city.omachi.nagano.jp

●  

https://www.omachi-promotion.com/
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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)

針ノ木岳慎太郎祭実行委員会

長野自動車道「安曇野IC」から約70分

上信越自動車道「長野ＩＣ」から約90分

JR 「信濃大町駅」より路線バスで約40分

※時間厳守・当日受付

2,000円（保険料・記念バッジ・山の歌集・おしるこ含む）

大町市観光協会

〇日程　：　9：30より針ノ木大雪渓において祭典を挙行
　　　　　　　その後、希望者は針ノ木峠への記念登山、または自然観察、下山
　　　　　　　（現地にて班分けを行い、リーダーの指示に従って行動していただきます）
　　　　　　　16：00閉会式予定
〇装備及び携帯品：登山靴・長袖シャツ・長ズボン・雨具・防寒具・手袋・くつ下
・携帯トイレ・水筒・昼食・サングラス・帽子・アイゼン（軽アイゼン不可）・ピッケル（ストック類）
〇その他　：　登山口から先は登山装備が必要です。
　　　　　　　　 記念登山は、装備に不備があると参加できません。

〒398-0002　長野県大町市大町3200

大町市

第62回針ノ木岳慎太郎祭（夏山開き）

　毎年6月第1日曜日に開催される「針ノ木岳慎太郎祭」。
　日本の近代登山の先駆者として語り継がれる百瀬慎太郎の業績を讃え、夏山シーズンの開山祭を
兼ねて針ノ木大雪渓で祭典、記念登山や植物観察を行います。

６月２（日）　　祭典9時30分～　  ※小雨決行

受付：アルペンルート扇沢駅前（車両ゲート寄り扇沢駅看板前）　7：00～7：55

0261-22-0190 0261-22-5593
http://www.kanko-omachi.gr.jp/
info@kanko-omachi.gr.jp

イベント

JR 「長野駅」より特急バスで約105分

●  
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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] JR 「木曽平沢駅」より徒歩約2分　　または

JR「奈良井駅」より徒歩約1分

[高速バスで］ 新宿～木曽福島線「漆の里平沢」停留所より徒歩約5分

または「奈良井宿」停留所より徒歩約2分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://shikki-shukuba.shiojiri.com/

（E-ｍａｉｌ) kanko@city.shiojiri.lg.jp

木曽漆器祭・奈良井宿場祭実行委員会（塩尻市観光課内）

長野自動車道「塩尻IC」から約40分　

※開催期間中は木曽平沢⇔奈良井宿の無料シャトルバスを運行します

無料 （一部体験メニュー有料）

・大漆器市
・お茶壺道中
・きもの町歩き＆フォトコンテスト
・木曽漆器ワークショップ
・つながる市
・森の恵み展示販売会、野の恵み展示販売会　他

◆お茶壺道中参加者募集中◆
江戸時代を思わせる衣装に身を包み、行列にぜひ参加してみませんか？
【お問い合わせ】奈良井宿観光協会　Tel：0264-34-3160
【申し込み締切】5月20日（月）

長野県塩尻市産業振興事業部観光課
〒399-0736 長野県塩尻市大門一番町12-2
0263-52-0886 0263-53-3413

イベント 塩尻市

第52回 木曽漆器祭・奈良井宿場祭

　木曽漆器の主要産地「木曽平沢」の町並みには約80店舗もの店が建ち並び、職人の精魂込めた逸
品をはじめ、この日しか出ない製品や蔵出し物が店先に並ぶ「大漆器市」を開催します。産地ならで
はの破格値の掘り出し物が見つかることもあり、価格交渉も楽しみの一つとなっています。
　また、古き良き時代を思わせる「奈良井宿」でのメインイベントは「お茶壺道中」です。江戸時代徳川
将軍家御用のお茶を毎年京都宇治から中山道、甲州街道を経由し、江戸まで運んだ道中行列を再
現したものです。時代絵巻を思わせる見事な行列をぜひご覧ください。
　「木曽平沢」「奈良井宿」それぞれが持つ独特の風情をお楽しみください。

6月7日（金）～9日（日）　9時～17時

塩尻市楢川地区（贄川・木曽平沢・奈良井）

●  
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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)

大町市観光協会

〒398-0002 長野県大町市大町3200
0261-22-0190 0261-22-5593
http://www.kanko-omachi.gr.jp/
info@kanko-omachi.gr.jp

イベント 大町市

木崎湖湖水開き　地引き網と水上トレッキング

　ウィンドサーフィンをはじめフィッシング、カヌーなどウォータースポーツのフィールドとして注目を集
める木崎湖で地引き網にチャレンジ！その後湖畔を４㎞歩いて、更に湖上をモーターボートで爽快に
渡ります！昼食時には木崎湖鍋の振舞いもあります。

６月１６日（日）　受付：８時～８時３０分　解散：１３時２０分 （予定）　※小雨決行

木崎湖周辺（木崎湖キャンプ場 集合・解散）

参加費　 ：中学生以上1,000円／小学生500円（保険料含）

募集人員：80名（小学生以上：定員になり次第締め切ります）
　　　　　　　※小学生は保護者同伴でお願いします
持ち物：昼食、飲み物、雨具、軍手
歩行距離：約４㎞
申し込み方法：大町市観光協会公式ＨＰ「信濃大町なび」より「申し込みフォーム」に
てお申し込みください。
※サンダル履きでのご参加は、脱げやすく危険ですのでおやめください。
※湖水に入ると着替えが必要な場合があります。

大町市観光協会

長野自動車道「安曇野IC」から約40分　

JR大糸線「信濃木崎駅」または「稲尾駅」より徒歩約15分 ●  

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

イベント 大町市

黒部ダム観光放水

　黒部ダム名物といえば観光放水。下流の黒部峡谷の自然景観に配慮しながら、毎年決まった期間
と時間に一定の放水が行われています。

６月２６日（水）～１０月１５日（火）

黒部ダムの見どころで人気なのが、毎秒10立方メートル以上の放水量の観光放水で
す。186mの日本一の高さから噴き上げる放水は大迫力。ダム展望台、放水観覧ス
テージ、新展望広場＆レインボーテラスなどが絶好のビューポイントとなっています。
特にレインボーテラスでは間近に見ることができ、風向き次第で放水が細かなミストに
なって届きます。晴れた日には放水にきれいな虹がかかって、その美しい眺めも人気
となっています。
【観光放水期間】
6月26日～7月31日 6:00～17:30
8月1日～9月10日 6:30～17:00
9月11日～10月15日 7:00～16:30
※天候などにより、放水を中止する場合があります。

黒部ダム

関西電力株式会社

長野自動車道 「安曇野IC」から約70分、扇沢より電気バス16分　

扇沢駅⇔黒部ダム　往復　おとな2,570円　こども1,290円

関西電力株式会社
〒398-0001 長野県大町市平2010-17
0261-22-0804　

JR大糸線 「信濃大町駅」よりバス約40分、扇沢より電気バス16分　

JR 「長野駅」より特急バス約１０５分、扇沢より電気バス16分　

●  
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