
開催日・期間 開催地

１P 7月1日～11月5日 栄村

２P 7月15日～11月5日 伊那市

３P 6月15日～10月31日 山ノ内町

４P 8月11日 須坂市

５P 8月1日～9月10日 塩尻市

６P 8月26日 茅野市

７P 8月26日 安曇野市

８P 10月15日 須坂市

９P 11月6日 塩尻市

１０P 8月2日～9月10日 飯山市

１１P 8月3日～10月1日 原村

１２P 8月1日～21日・27日 山ノ内町

１３P 8月5日 中川村

１４P 8月5日 松本市

　▼「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）

掲載ページ

秋山郷シャトル便

第4回志賀高原ナイス！フォトコンテスト

南アルプスジオライナー号運行！

「この人なくして白隠なし　正受老人と白隠禅師」

企画展　「片田好美水彩画展 森と生きる」

渋温泉夏祭りイベントと民話発信

第26回中川どんちゃん祭り

第43回夏まつり松本ぼんぼん

皇女和宮御下向行列

米子大瀑布 サマーハイキング

塩尻駅からわずか４５分　天空の「高ボッチ高原」に行こう！

夏野菜の収穫体験と物件見学ツアー

信州ＤＣ特別企画　 安曇野おもしろフレアイウォーク！

第29回 竜の里須坂健康マラソン全国大会

月号8
２０１７年７月１８日

アルクマ便り

美術館

新着情報

ⓒ長野県アルクマ

長野県PRキャラクター「アルクマ」

参加募集

イベント

アルクマ便り



開催日・期間 開催地

１５P 8月5日～6日 安曇野市

１６P 8月6日･11日他 駒ヶ根市

１７P 8月11日 飯山市

１８P 8月11日 須坂市

１９P 8月11日～20日 安曇野市

２０P 8月14日 安曇野市

２１P 8月18日～20日 山ノ内町

２２P 9月2日 大町市

２３P 9月2日～3日 北相木村

２４P 9月2日～3日 駒ヶ根市

２５P 9月9日～10日 山ノ内町

２６P 9月9日～10日 駒ヶ根市

２７P 9月9日～10日 大町市

２８P 9月10日～2月18日 富士見町

２９P 9月17日 白馬村

３０P 9月17日～18日 大町市

３１P 9月23日 伊那市

３２P 9月24日 諏訪市

３３P 9月30日 伊那市

３４P 9月30日～10月1日 山ノ内町

３５P 9月30日～10月1日 大町市

長野県初！！アニエラフェスタin白馬岩岳

掲載ページ

鈴木ともこさんと行く♪ 中央アルプス木曽駒ヶ岳 山トモツアー

竈神社　例大祭

ふじみおひさんぽ

自然が好き。田舎に住みたい。 北相木村で森林事業を体験してみませんか？

第7回 中央アルプス雲上の囲碁大会

須賀川そば　第14回法印さんとそばの花まつり

北アルプス「三蔵」呑み歩き

第34回　信州安曇野わさび祭り

駒ヶ根市の「信州の山」イベント

いいやま　灯篭まつり

星空観察会 ペルセウス座流星群をみよう

Summer Illumination

第11回　安曇野花火

信濃大町 山フェス「北アルプス 100年祭」

国宝仁科神明宮　例大祭

燈籠祭

第２２回諏訪湖一周ウォーク

秋のみはらしトレッキング

第4回志賀高原ロングライド

第51回志賀高原大蛇祭りとミス志賀高原コンテスト

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

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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栄村 
●秋山郷シャトル便/1P 

 
豊丘村 

安曇野市 
●安曇野おもしろフレアイウォーク 

/7P 
●第 34 回信州安曇野わさび 

祭り/15P 
●Summer Illumination/19P 
●第 11 回安曇野花火/20P 
 

月号 ８ 

飯山市 
●正受老人と白隠禅師/10P 
●いいやま灯篭まつり/17P 

 

飯綱町 

大町市 
●北アルプス「三蔵」呑み歩き/22P 
●竈神社 例大祭/27P 
●国宝仁科神明宮 例大祭/30P 
●信濃大町山フェス「北アルプス 

100 年祭」/35P 
 

佐久穂町 

山形村 

岡谷市 

塩尻市 
●天空の「高ボッチ高原」 

に行こう！/5P 
●皇女和宮御下向行列/9P 

須坂市 
●米子大瀑布サマーハイキング/4P 
●第 29 回竜の里須坂健康マラソン全国大会/8P 
●星空観察会ペルセウス座流星群をみよう/18P 

松本市 
●第 43 回夏まつり松本ぼん 
ぼん/14P 

原村 
●「片田好美水彩画展 森と生きる/11P 

諏訪市 
●第 22 回諏訪湖一周ウォーク/32P 

駒ヶ根市 
●駒ヶ根市の「信州の山」イベント/16P 
●第 7 回中央アルプス雲上の囲碁大会/24P 
●中央アルプス木曽駒ケ岳 山トモツアー/26P 

伊那市 
●南アルプスジオライナー号運行！/2P 
●燈籠祭/31P 
●秋のみはらしトレッキング/33P 

中川村 
●第 26 回中川どんちゃん祭り/13P 
 

山ノ内町 
●第 4 回志賀高原ナイス！フォト 

コンテスト/3P 
●渋温泉夏祭りイベントと民話発信 

/12P 
●第 51 回志賀高原大蛇祭りとミス 

志賀高原コンテスト/21P 
●須賀川そば第 14 回法印さんと 

そばの花まつり/25P 
●第 4 回志賀高原ロングライド/34P 

北相木村 
●北相木村で森林事業を体験してみま 

せんか/23P 
 

茅野市 
●夏野菜の収穫体験と物件見学ツアー/6P 
 

富士見町 
●ふじみおひさんぽ/28P 

白馬村 
●アニエラフェスタ in 白馬岩岳/29P 

 
 



１ 日　時

２ ルート

３ 運　賃

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫

お車でお越しの際は、ＪＲ飯山線「森宮野原駅」駐車場（無料）をご利用ください。

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

（E-ｍａｉｌ) kankou@vill.sakae.nagano.jp

長野県栄村・新潟県津南町

※完全予約制です。

片道１，５００円　・　往復３，０００円

栄村役場商工観光課
〒949-8321長野県下水内郡栄村大字堺18281番地
025-767-2202 025-767-2276

［列車で］ＪＲ飯山線「森宮野原駅」下車

ＪＲ越後湯沢駅とＪＲ飯山駅を結び、新潟県津南町から秋山郷切明温泉まで、渓谷美
を満喫できるシャトル便です。関東圏なら日帰りで、手つかずの豊かな自然の中、美
味しい空気と豊かな水を堪能できます。
 
【お申し込み・お問い合わせ】
森宮交通株式会社　フリーダイヤル：０１２０-４７-６３００
（原則利用前日17時まで予約可能。）

新着情報 栄村

秋山郷シャトル便

　「秋山郷シャトル便」は、長野県の最北端に位置する栄村の中心駅であるＪＲ森宮野原駅から県境を
またいで、新潟県津南町から秋山郷の切明温泉を周回するシャトル便です。
　ＪＲ飯山駅から切明温泉を周回する「高原シャトル便」とも連絡をしております。
　また、ＪＲ越後湯沢駅からＪＲ森宮野原駅までの路線バスもあります。
　１日ゆったりと秋山郷の雄大な景色・温泉・食事を満喫することができます。

７月１日～１１月５日　（予約制）

ＪＲ森宮野原駅～切明温泉

●



１ 日　時

２ ルート

３ 運　賃

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [列車で] JR「茅野駅」 西口下車(交番前）

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

（E-ｍａｉｌ) ikk@ikk.inacity.jp

新着情報 伊那市

南アルプスジオライナー号運行！

　ＪＲ「茅野駅（西口）」から南アルプス戸台口「仙流荘」へ直行する「南アルプスジオライナー号」が7月
15日から運行します！
　「杖突峠」と「守屋登山口」にも停車するので、守屋山登山にも便利です。
　また「高遠駅」にも停車するので、歴史のまち 高遠をゆっくり散策し手打ちそばを楽しんだり、お寺め
ぐりなどぶらり旅もおススメです。
　東京方面から日帰りでも楽しめる南アルプスの旅、「南アルプスジオライナー号」を是非ご利用くださ
い。

7月15日～１１月５日（土・日・祝 運行）
＊7/29～8/16は毎日運行します

「JR茅野駅」～「仙流荘」

〒369-8617　 長野県伊那市下新田3050番地
0265-78-4111㈹ 0265-78-4131

ジェイアールバス関東株式会社中央道支店

片道　おとな：1750円　小学生以下：880円
＊茅野駅～仙流荘

（一社）伊那市観光協会

＜登山＞
※　特急スーパーあずさ5号に接続（新宿駅発8時00分）
茅野駅西口発(交番前)10時15分 → 杖突峠10時31分 → 守屋山登山口10時33分
→ 高遠駅発11時05分 → 仙流荘着11時30分
＜下山＞
仙流荘発17時00分発 → 高遠駅発17時15分 → 守屋山登山口17時43分 →
杖突峠17時45分 → 茅野駅着18時15分
※　特急スーパーあずさ32号に接続（茅野駅発19時05分）

● 



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

JR「長野駅」より急行バスで約70分

[列車で] 長野電鉄 「湯田中駅」よりバス約３５分「総合会館98前」下車

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

志賀高原観光協会

上信越自動車道 「信州中野IC」から約40分

0269-34-2404 0269-34-2344
 http://www.shigakogen.gr.jp/

志賀高原観光協会
〒381-0401長野県下高井郡山ノ内町志賀高原蓮池 志賀高原総合会館98内

参加募集 山ノ内町

第4回志賀高原ナイス！フォトコンテスト

楽しい思い出、素敵な風景、おいしい食事やかっこいいシーンなど
志賀高原で撮影したベストショットを応募しちゃおう！
各受賞者には豪華副賞が盛りだくさん！

6月15日（木）～10月31日（火）(応募期間）　

各受賞者には、旅行券や宿泊券等、豪華副賞が盛りだくさんです！
ぜひ応募して豪華景品を当てよう！応募者の中から抽選で200名様にオリジナルＴ
シャツをプレゼント致します。
また、みんなが応募した写真をみんなで投票することもできます！
【応募方法】
•ご応募は専用応募フォーム（パソコン・スマートフォン）からのみできるものとします。
必要事項をもれなくご記入いただき、「写真（1枚）」を添付のうえ、ご応募ください。
•写真はJPG形式でパソコン・スマートフォンより5MB以内でお送りください。
•グリーンシーズンに撮影された作品をご応募ください。
【応募期間】
2017年6月15日(木)～2017年10月31日(火) 24：00送信分まで有効

※詳しくはキャンペーンサイトをご覧ください。
http://www.smartcross.jp/shigakogen/

志賀高原

●



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45分

お問合わせ先 須坂市観光協会
（住 所） 〒382-0077　須坂市大字須坂1295-1シルキービル2階　
（電 話） 026-215-2225 （ＦＡＸ） 026-215-2226
（ＵＲＬ） http://www.suzaka-kankokyokai.jp/

（E-ｍａｉｌ) info@suzaka-kankokyokai.jp

参加募集 須坂市

米子大瀑布 サマーハイキング

　米子大瀑布は「日本の滝百選」に選定され、また米子瀑布群は「国の名勝」に指定されました。
　清涼を求め、滝から出るマイナスイオンを浴びて癒されてください。
　対岸より眺める二条の滝が並び落ちる姿は壮観です。地元ガイドがご案内しながら歩きます。

8月11日（金･祝)　　10時～13時　※集合：9時45分

※集合場所＝米子大瀑布 駐車場　　　歩く場所＝米子大瀑布 周遊道

【定員】40名
【歩程】3㎞(約3時間)
【持ち物】お弁当や飲み物、雨具など
【募集締め切り日】8月9日(水)　※定員に達し次第、締め切り
【コース】駐車場・・・不動滝・・・権現滝・・・米子鉱山跡地(ビューポイント)お昼休憩・・・
あずまや(ビューポイント)・・・駐車場

※米子鉱山跡地で昼食をとります。

須坂市観光協会

上信越自動車道「長野須坂東IC」から約50分　

※お弁当や飲み物、雨具など必要なものはお持ち下さい。

1,000円（おやき、旬のお土産付）

●



１ 日　時

２ 運行ルート

３ 参加料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] ＪＲ中央本線特急「塩尻駅」下車

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

（E-ｍａｉｌ) info@tokimeguri.jp

※新宿より塩尻駅まで2時間40分

一般社団法人塩尻市観光協会
〒399-0736　長野県塩尻市大門一番町12番2号
0263-54-2001 0263-52-1548

参加募集 塩尻市

塩尻駅からわずか４５分
天空の「高ボッチ高原」に行こう！

　八ヶ岳中信高原国定公園内にある「高ボッチ高原」。
　360度の眺望が開け、山頂（標高1,665ｍ）からは数々の山を望むことができる日本一のシャッターポ
イント「高ボッチ高原」。
　JR塩尻駅より高ボッチ高原行きのバスを運行します。
　※東京都の高尾山の標高は599mです。高ボッチは、高尾山の約３倍弱の高さです。

8/11（金・祝）、8/12（土）、8/13（日）、8/20（土）、8/26（土）、8/27（日）、

9/2（土）、9/3（日）、9/9（土）、9/10（日）

360度が見渡せる高ボッチの山頂からは、富士山をはじめ、八ヶ岳などの南アル
プス、常念岳などの北アルプス、眼下には諏訪湖など雄大な景色を見ることが
できます。
また、初夏から秋にかけて乳牛が放牧された風景なども楽しむことができます。
素晴らしいロケーションを持つ、高ボッチ高原の魅力を満喫していただきます。

※参加募集締切りは、各運行日前日の正午まで

一般社団法人塩尻市観光協会

長野自動車道「塩尻IC」から約10分　※塩尻駅まで

→塩尻駅（13：45）

大人2,000円　小学生以下1,000円（３歳未満無料）

塩尻駅（10：00）→高ボッチ高原（10：45-12：40）→サンサンワイナリー（13：10-13：30）

●



１ 日　時

２ 会　場

４ 内　容

≪主　　催≫ 田舎暮らし「楽園信州ちの」協議会

≪アクセス≫ [お車で] 中央自動車道「諏訪IC」から約10分

[列車で] JR「茅野駅」東口より徒歩で約10分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

無料　※集合場所までの交通費、現地での昼食費等は参加者負担です。

参加募集 茅野市

夏野菜の収穫体験と物件見学ツアー

　信州八ヶ岳・茅野市（ちのし）への移住を検討されている方を対象に市内の生活環境等についてご
案内しながら、土地、中古物件、賃貸物件などその時にあるおすすめ物件を見学できる人気の日帰り
ツアーです。
　さらに今回はこの時季ならではのお楽しみとして、畑で夏野菜の収穫体験も行います。収穫した新
鮮な夏野菜はそのままお持ち帰りいただけます！
　八ヶ岳の裾野に広がる茅野市で信州のさわやかな夏を体験し、移住生活に向けての一歩を踏み出
しませんか。

８月26日（土）　10時集合～17時30分解散

茅野市内（集合場所：茅野市役所）

http://rakuc.net

info@rakuc.net

田舎暮らし「楽園信州ちの」協議会事務局

〒391-0003　長野県茅野市本町西5番23号

0120-002-144 0266-73-8330

≪スケジュール≫
・10：00　開会式
・10：15　移住セミナー
・11：30　昼食
・12：30　物件見学
・16：00　夏野菜の収穫体験
・17：30　市役所帰庁・解散～希望者は個別相談
※セミナー終了後～17：30の間、マイクロバスに乗って市内をまわります。

≪参加者特典≫
不動産購入時・賃貸契約時の割引券「不動産パスポート」、新築時の割引券「建築
パスポート」を全員にプレゼント

※参加には事前予約が必要です（8月20日締切）。
お申込はホームページでも受け付けています。

３ 参加費

●  

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


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」より徒歩1分　　または

JR篠ノ井線「明科駅」よりタクシーで約20分

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

（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03plala.or.jp

参加募集 安曇野市

信州ＤＣ特別企画 安曇野おもしろフレアイウォーク！

　安曇野の魅力は、澄んだ空気に綺麗な水、美しい食べ物、楽しい観光、そして温かい人たちです。
　イベント特製マップを片手に、いろんなお店の方との触れ合いを楽しみながら安曇野を満喫してくだ
さい。参画のお店でマップを見せるともれなく特典があります！
　しっかり歩いた後の昼食には豪華バーベキューが待っています！

8月26日（土）  9時15分～１5時45分

穂高地域周辺

大人3,500円/小人2,000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 0263-87-9361

【日程】
安曇野市観光情報センター集合9：15⇒地図を片手に穂高周辺のいろんなお店を
自由に散策スタート！⇒ビレッジ安曇野13：00⇒豪華バーベキュー⇒穂高駅解散
15：45

●募集人員：30名（最少催行人員10名）
●参加費に含まれるもの：貸切バス代、バーベキュー代、飲み物代、保険代含む
●申込み締切日：8月4日（金）

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　

●



１ 日　　 時

２ 集合場所

３ 参 加 費

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)

第29回 竜の里須坂健康マラソン全国大会

１０月１５日（日）　８時５０分～１２時

　マラソンの部は、秋の信濃路を爽快に走る「北信濃くだもの街道コース」（2.5ｋｍ、5ｋｍ、10ｋｍ、15ｋ
ｍ）。扇状地ならではの優れた眺望景観により、北アルプス等のすばらしい景色をご堪能ください。
　ウォーキングの部は、信州須坂の歴史を探訪する２コースで、初心者や体力に自信のない方でも楽
しめる6㎞のコースと、体力に自信があり長い距離を歩きたい方向きの8ｋｍのコースを設定。市街地
では「おもてなし」をさせていただきます。参加特典も数々ありますので、ご参加お待ちしておりま
す！

026-248-1981

県民須坂運動広場　※会場周辺に約2,000台の駐車スペースがありますが、混雑い
たしますので時間に余裕をもってお越しください。

▼日　　　程　8：50 開会式　10：20表彰式／準備の出来た種目より随時
　　　　　　　　11：40 閉会式　　11：50 特別賞表彰式
▼コ　ー　ス　マラソン：北信濃くだもの街道　　ウォーキング：蔵の町並みコース
▼参加資格　健康な方ならどなたでも参加できます。（ただし、小学生・中学生・高校生は保護
　　　　　　　　 者の同意を得た方。15ｋｍは、1時間40分以内で完走可能な方。）
▼定　　　員　3,200人
▼参 加  賞　全員にオリジナル（ポリ製）ナップザック、信州須坂産りんご等を差し上げます。
　　　　　　　　 （高校生以上のマラソン参加者はオリジナルタオル、小・中学生・ウォーキング
　　　　　　　　 は協賛品）
▼サービス　 大会にご参加される皆さまに豚汁を無料サービス
▼出　　　店　大会当日は会場内に飲食系多数出店有り
≪表　　　彰≫
①各種目（ウォーキング除く）1～6位
②最高年齢者完走（歩）賞（男女各1名）
③県外賞（須坂産りんご詰合せ）
　※当日、受付へ申込書を提出された県外者の中から抽選で3名
④団体賞（20人以上の参加団体）
⑤家族賞（4人以上の参加家族）
⑥恋人の聖地賞
　※当日、受付へ申込書を提出されたカップルの中から抽選で3組
⑦敢闘賞（70歳以上のマラソン完走者）
⑧完走証又は完歩証（当日発行、伴走者を除く）

竜の里須坂健康マラソン全国大会実行委員会

http://www.city.suzaka.nagano.jp/enjoy/sports/marathon/

shogaigakushusports@city.suzaka.nagano.jp

上信越自動車道 「須坂長野東ＩＣ」から約10分
長野電鉄 「須坂駅」よりバス約7分

026-248-2020

参加募集

〒382‐0028　須坂市臥竜6-25-1（須坂市創造の家内）　

マラソン参加者：小学生700円、中学生1,000円、高校生一般2,000円
ウォーキング参加者：小学生700円、中学生以上1,000円　　伴走者：1,000円

竜の里須坂健康マラソン全国大会実行委員会事務局（担当：荒井、前角）

須坂市

●

●



１　期　日

２　会　場

３　参加費

４　内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] ＪＲ中央本線特急→塩尻駅→奈良井駅→「薮原駅」下車

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

（E-ｍａｉｌ) info@tokimeguri.jp

0263-54-2001 0263-52-1548

無料　※昼食、飲み物付き。現地までの交通費等は参加者負担。

こうじょかずのみやごげこうぎょうれつ

※塩尻駅まで新宿より2時間40分、塩尻駅→奈良井駅は20分、

参加募集 塩尻市

皇女和宮御下向行列

　幕末の激動期、ペリー来航から始まった開国要求とそれに反対する尊皇攘夷の中で、公武一和のも
と仁孝天皇の皇女・和宮(15)の14代将軍徳川家茂(16)への降嫁が決まり、文久元年（1861）旧暦10月
20日に京都を出発した行列は、中山道を一路江戸へと向かい、11月3日に藪原宿で御泊り、11月4日
には奈良井宿で御小休をとっていることが古文書に記録されています。
　和宮のお興入れの様子を再現するこの行列に参加していただける方を募集します。
　華やかな衣装を身にまとった行列が薮原宿及び奈良井宿を練り歩く姿は、まさに時代絵巻そのも
の。往時の面影を色濃く残す奈良井宿での行列は必見。

中山道　奈良井宿　（１３時半から１４時半まで）

中央自動車道→伊那IC→国道361号→奈良井宿→薮原宿

奈良井駅→薮原駅は5分

　※奈良井宿まで東京都心より3時間40分、奈良井宿→薮原宿は10分

街道交流事業実行委員会事務局（塩尻市観光協会内）
〒399-0736　長野県塩尻市大門一番町12番2号

１１月６日（日）　１１時～　※時間は予定

中山道　薮原宿　（１１時から１２時まで）

街道交流事業実行委員会（塩尻市）、木祖村

●募集内容：和宮役１名、その他１４役６１名
※和宮役は小学校６年生以上女子、その他１４役は小学校４年生以上、いずれも住所用件無し

●行列参加者は書類審査の上、決定
※和宮役についてはオーディションを開催（和宮役に賞金１０万円）
※過去の行列参加者（女官役）の中から、プロダクションからスカウトされた方もいらっしゃいます。

※その他、特別賞、審査員特別賞有り

●応募締め切り日　平成２９年９月８日（金）

中央自動車道→岡谷JCT→長野自動車道「塩尻IC」→国道１９号→奈良井宿→薮原宿

●  

http://www.tokimeguri.jp/
mailto:info@tokimeguri.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] 北陸新幹線・JR「飯山駅」より徒歩10分、タクシー3分

※レンタルサイクル・レンタカー有り

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

（E-ｍａｉｌ) bijyutsukan@city.iiyama.nagano.jp

大人600円（500円）小中学生400円（300円）  ※（　）内は20名以上の団体料金

美術館（博物館） 飯山市

「この人なくして白隠なし　正受老人と白隠禅師」

8月2日（水）～9月10日（日）※月曜日は休館　　9時～１７時（入館は16時30分まで）

飯山市美術館

飯山市美術館特別展

　松代初代藩主・真田信之の子でありながら禅僧となり、「臨済宗中興の祖」と称される白隠禅師（1685
～1768）を正しい悟りに導いた正受老人（道鏡慧端、1642～1721）。しかしその存在は、“知る人ぞ知
る”という範囲にとどまっています。
　本特別展では、白隠筆の正受老人像や正受老人の師・至道無難禅師の遺墨とともに、現存するの
は2点のみとされる正受老人自筆の遺墨「正受老人（道鏡慧端）頂相」（永青文庫）と「正受老人（道鏡
慧端）墨蹟 遺偈 」（正受庵）を初めて同時に公開します。白隠悟りの地・飯山で、正受老人の崇高な
精神と生き方に触れてみてはいかがでしょうか。

　

 飯山市美術館
〒389-2253　飯山市大字飯山１４３６－１
　0269-62-1501 0269-62-1501

直進後、斑尾高原方面へ左折、「斑尾高原入口」を右折。　

白隠禅師250年遠諱にあたる今年、東京・静岡・長野県内の寺院等17カ所から正受
老人と白隠ゆかりの貴重な遺墨約50点を借用展示します。
正受老人の自画像と絶筆を初めて一緒に展示するほか、正受老人の弟子である白
隠と中野不白がそれぞれ描いた正受老人像もあわせて展示します。このほか、正受
庵（飯山）と金地院（東京）に二分されている白隠筆の「古剣銘」9幅を一堂に展示す
るなど、またとない貴重な展覧会となっています。
※関連イベント
7月22日（土）　13時半～15時　細川護熙講演会「一日暮らしという生き方」
8月19日（土）　14時～17時　　 特別展記念講演・西村惠信「正受老人と白隠」
どちらも会場は「飯山市文化交流館なちゅら」（お間違いのないようご注意ください）
入場無料

飯山市教育委員会

上信越自動車道「豊田飯山IC」から約10分。R117を十日町・野沢温泉方向へ

●  
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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） http://www.lcv.ne.jp/~yatsubi1

（E-ｍａｉｌ) yatsubi1@po19.lcv.ne.jp

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 　0266-74-2701

JR中央線「茅野駅」よりバス、「小淵沢駅」より夏季バス、富士見駅よりタクシー約15分

※茅野駅からのバスの運行は曜日により変わりますので、

必ず事前にお問い合わせください。

美術館（博物館） 原村

企画展「片田好美水彩画展 森と生きる」

8月3日（木)～10月1日（日）　　9時～１7時

　蓼科在住の水彩画家・片田好美は、野鳥を中心に森の動植物を描いています。森や野原、水辺の
鳥や植物を日々丹念に観察、こつこつと制作に打ち込んで、これまでに描いた野鳥は100種類。他に
動物や花などの作品を合わせると400点を超えます。命あるものへの愛情溢れる作品は多くの人々を
魅了しています。
　2008年と2012年に続く当館で3回目の展覧会となる本展では、それ以降に描かれた新作約70点を
一堂に展示します。四季折々の植物と動物とが織りなす片田好美のユニークで生命感溢れる世界を
どうぞご堪能ください。

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

八ヶ岳美術館、原村、原村教育委員会

中央自動車道「諏訪南I.C」から7km、小淵沢I.Cから14km

高校生以上510円、小中学生250円

●展示内容
・片田好美による野鳥や野生の動植物を描いた水彩画の新作約７０点を展示します。
●会期中のイベント
・ヴァイオリンとチェロの調べを作品世界とともに楽しむナイトコンサート「森と生きる
演奏会」を8月19日（土）18：30～開催します。参加費1,000円。
・「片田好美ギャラリートーク」を8月26日（土）14：00～開催します。
※参加無料　※要入館料。
・子どもも一緒に楽しめるワークショップ「わくわく！バードコールづくり」を会期中の
土日祝日に随時開催します。参加費500円。

● 



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] 長野電鉄長野線「湯田中駅」下車 バス5分→徒歩2分

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

（E-ｍａｉｌ) welcome@shibuonsen.net

●参加イベント（8月1日～21日）
 ・盆踊り
 ・カラオケ大会
 ・野点抹茶
 ・万灯会   など

●民話発信（27日のみ）
 ・8月18日～20日に行われた第51回ミス志賀高原コンテスト受賞者も参加しての、黒
姫と大蛇の伝説をもとにしたイベントや寸劇、大抽選会を行います。

※イベント内容は変わる可能性があります

渋温泉旅館組合

上信越自動車道「信州中野IC」から 15km 20分

渋温泉旅館組合
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町平穏2112-1
0269-33-2921 0269-33-5780

イベント 山ノ内町

渋温泉夏祭りイベントと民話発信

　ノスタルジックな石畳の温泉街が、期間中毎晩、歩行者天国になります。
　温泉街のいたるところで、手づくりの催しが行われます。
　ご家族お揃いで浴衣を着て、カランコロンと下駄を鳴らしながら昔懐かしい温泉情緒をご堪能くださ
い。
　27日（日）はミス志賀高原も参加しての民話発信を開催します。

8月1日（月）～21日（日）、27日（日）19時30分～22時

渋温泉街

●  
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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)

中川どんちゃん祭り実行委員会

中央自動車道「駒ヶ根IC」から約25分

中央自動車道「松川IC」から約15分

JR飯田線「飯島駅」よりタクシー約15分

JR飯田線「伊那大島」駅よりタクシー約10分

※駐車場から会場まではシャトルバスをご利用ください。

kikaku@vill.nagano-nakagawa.lg.jp 

中川どんちゃん祭り実行委員会事務局
〒399-3892　長野県上伊那郡中川村大草4045-1
0265-88-3001 0265-88-3890
http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/donchan

✿日　程（予定）
　　15:00～　　オープニング、楽市（テント市）、わくわく消防ランド、エアースライダー
　　15:30～　　ステージ発表、キッズダンスなど
　　16:00～　　名物大ビンゴ大会
　　17:00～　　お笑いライブ、アフリカン太鼓・ダンス
　　18:00～　　子どもみこし、花火
　　18:35～　　陣馬太鼓
　　19:10～　　どんちゃん踊り、大人みこし、煙火打上（雨天順延）
✿無料シャトルバス
　　会場周辺の駐車場は大変混み合います。無料シャトルバスをご利用ください。
✿フォトコンテスト作品募集！
　　毎年開催しているフォトコンテストを今年も開催予定です。詳細は実行委員会事務局
　　までお問い合わせください。
　　※みこし競いエリア内での撮影は許可が必要になります。

イベント 中川村

第26回中川どんちゃん祭り

　信州中川村で毎年８月第１土曜日に開催している「みこしと花火の競演」する夏祭り。
　昼は「楽市楽座」やステージ発表、かわいい「子どもみこし」、村の名物「ビンゴ大会」などで盛り上が
ります。夜になると「陣馬太鼓」の演奏でどんちゃん踊りを舞い、打上花火や音楽花火（約1,600発）の
真下で、数十基の「大人みこし」がどんちゃん騒ぎで入り乱れる様子は必見です！
　美しい静かな農村の、賑やかで暑い夏を間近で体感できる「どんちゃん祭り」に是非お越しくださ
い。フォトコンテストも毎年開催しています。

8月5日（土）　　15時　～　21時

中川村まなびの里牧が原文化センター

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「松本駅」より徒歩3分　　

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）

松本市商工会議所地域振興グループ内松本ぼんぼん実行委員会事務局

長野県松本市中央１丁目23番１号
　0263-32-5345 0263-33-1020

昭和50年に始まった松本市を代表する夏まつりが、毎年8月第1土曜に開催されま
す。市内の中心市街地が歩行者天国となり、「ぼんぼん　まつもと　ぼんぼんぼん」の
掛け声に、子どもから大人までさまざまな組み合わせの踊り手と、大勢の見物客が一
体となって熱いまつりを繰り広げます。

松本ぼんぼん実行委員会事務局

長野自動車道「松本IC」から3ｋｍ　約10分　

イベント 松本市

第43回夏まつり松本ぼんぼん

　松本市を代表する夏の一大まつり。
　市内の中心市街地を「ぼんぼん松本ぼんぼんぼん」の音楽とともに、子どもから大人まで25,000人余
りの踊り手と沿道を埋め尽くす見物客が一体となって、夏の暑さを吹き飛ばします。

8月5日（土)　　１7時～22時

松本市中心市街地

●  



１ 日    時

２ 会    場

３ 内    容

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で] 長野自動車道「安曇野ＩＣ」から車で約15分

[列車で] ＪＲ大糸線「穂高駅」より徒歩で約8分

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) kankokoryu@city.azumino.nagano.jp

　※会場周辺は駐車場が少ないため大変混雑が予想されます。お越しの際は、電車など公共交通機関をご利用く
ださい。６日のみＪＲ大糸線穂高駅・健康支援センター前・くるりん広場前からシャトルバスを運行する予定ですので
ご利用ください。

穂高会館駐車場　※今年より変更

●８月５日（土）納涼祭
　・ステージアトラクション
　・納涼踊り（穂高音頭・HOTAKAサンバ）
　　分館連を中心に30を超える踊り連が参加します。

●８月6日（日）ＹＯＳＡＫＯＩ安曇野
　・ＹＯＳＡＫＯＩ演舞（詳細未定）
　　県内外から40を超えるチームが参加します。

〒399-8281　安曇野市豊科6000番地
0263-72-1340

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

信州安曇野わさび祭り実行委員会

事務局　安曇野市商工観光部観光交流促進課

0263-71-2000

イベント 安曇野市

第34回　信州安曇野わさび祭り

８月５日（土） １６時３０分～２０時、６日（日）９時30分～１９時

　安曇野の夏を彩るイベントです。納涼祭では、穂高地域の踊り連を中心に夜の安曇野を盛り上げま
す。
　翌日のＹＯＳＡＫＯＩ安曇野は、県内外からエントリーがあり、今年も粋で独創的なよさこい踊りが繰り
広げられます。

●



○開催日：8月6日（日） ○時間：6時集合 17時解散 ○募集人員：20名

○参加費：5,000円 ○集合場所：駒ヶ根高原黒川平駐車場 ○募集期間：現在募集中

■「山の日」記念 中央アルプス三ノ沢岳『花の百名山』トレッキングツアー

○開催日：8月11日（金・祝）○時間：7時集合 17時解散 ○募集人員：20名

◯参加費：6,000円 ○集合場所：駒ヶ根高原黒川平駐車場 ○募集期間：現在募集中

■標高2,612m 日本一宇宙に近い星空鑑賞会

○開催日：7月～11月

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

日本一高い駅「千畳敷駅」を降りれば、満点の星空が降ってくるかのよう！
ロープウェイを利用しますので、どなたでも安心してご参加いただけます。

一般社団法人駒ヶ根観光協会

○詳細は駒ヶ根観光協会までお問い合わせください。

〒399-4117　駒ヶ根市赤穂 759-447
0265-81-7700 0265-81-7755
http://www.kankou-komagane.com/index.php
info@kankou-komagane.com

イベント 駒ヶ根市

駒ヶ根市の「信州の山」イベント

　「アルプスがふたつ映えるまち」駒ヶ根市では、今年山のイベントが盛りだくさん！
　山の恩恵を受けて暮らす私たち。日本を代表する財産である二つのアルプスに感謝し、山を守り育
てていく義務があります。
　この機会に、プロの山岳ガイドや山岳気象予報士、大学の教授など、さまざまな人と一緒に山とふれ
あってみませんか？

■学校登山の道を行く！中央アルプスジオツアー

長野県伊那谷の地元中学生が登山するコースを体験してみませんか？地元プロガイドが同行。北御所登山口
から登山を開始し、伊那前岳～乗越浄土～駒ヶ岳ロープウェイで下山予定です。

『花の百名山』中央アルプス三ノ沢岳へ日帰りツアー。中央アルプスを知り尽くした地元プロガイドが同
行。

● 

mailto:info@kankou-komagane.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]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

イベント 飯山市

いいやま　灯篭まつり

８月11日（金・祝日）　16時～21時

　「日本夜景遺産」に認定された『いいやま灯篭まつり』。
　一つ一つ想いをこめて作られた大小合わせて20,000個以上の灯篭が、飯山のまちなかを彩りま
す。地元高校生が中心となって震災復興への願いを込めて取り組む「絆プロジェクト」やダンスイベン
トなど、市内各会場で様々な催しが行われます。

　一夜限りの“地上の天の川”をぜひご覧ください。

shoukan@city.iiyama.nagano.jp

〒389－2292　長野県飯山市大字飯山1110-1
0269-62-6221

上信越道「豊田飯山IC」から約15分
北陸新幹線「飯山駅」より徒歩15分

0269-62-3111（内21３）

飯山中心市街地

イベント内容及びタイムスケジュール
●「動」　IIYAMA DANCE FES!!（１６：００～１８：００）
ダンスイベントを中心とした賑わいのあるイベントを実施。
・開催セレモニー、ダンスイベント会場は本町商店街
・各チームの創作ダンスの共演

●「静」　灯篭演出（１８：００～２１：００）
市内各所に灯篭を灯し、和紙の優しい光で癒しの空間として演出する。
そして、今一度静かに未来を想う。
＜灯篭演出会場＞
飯山駅会場、文化交流館なちゅら、本町会場（ぶらり広場）、肴町会場、仲町会場
（仲町ポケットパーク）、飯山城址城門会場、愛宕町会場（妙専寺）、高橋まゆみ人形
館、銀座柳通り

いいやま灯篭まつり実行委員会（飯山市役所商工観光課内）

いいやま灯篭まつり実行委員会

https://www.facebook.com/iiyamatouroufes/

無料

●

本町会場 高橋まゆみ人形館会場ダンスイベント



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] 長野電鉄 「須坂駅」下車、タクシーで約40分

お問合わせ先 峰の原高原 ペンションファンタイム
（住 所） 〒386-2211　長野県須坂市峰の原高原3153-862
（電 話） 0268-74-3033
（ＵＲＬ） http://www.minenohara.net/star

■星空勉強会
峰の原高原こもれびホール(旧集会所)にてスクリーンを使用し
星座解説、七夕の話、天の川の話、ISペルセウス座流星群など星空勉強会。
■星空観察会
旧テニスコート内を使用して参加者が寝転がり望遠鏡や双眼鏡を使って
ペルセウス座流星群や夏の大三角形や天の川など天体観察。

※申込み不要・当日参加可能
※雨天・曇天の場合は室内の企画に変更になります。

峰の原高原観光協会

上信越自動車道「長野須坂東IC」から約30分　

※集合場所＝峰の原高原こもれびホール(旧集会所) ・駐車場あり

無料

イベント 須坂市

星空観察会 ペルセウス座流星群をみよう

　標高1500メートルの峰の原高原では、満天の星空を眺めることができます。
　電灯などが少なくなるべく暗い旧テニスコート内を特別に使用してペルセウス座流星群の観察を行
います。
　空気の澄んだ峰の原高原の満天の星空を眺めにどなたでもお気軽にご参加できますのでぜひお出
かけください。

8月11日（金･祝)　　20時～21時　

※星空観察場所＝旧テニスコート駐車場

●  



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)

●イベント概要
北アルプスの水の恵み、満点の星空、森に息つく生き物たちを、光とモニュメントで演出！
●その他のイベント概要
①プラネタリウム　8月11日（金）～13日（日）16：00～、17：00～、18：00～約50分間
　場所：あづみの学校　映写室　　参加費：無料　　定員：70名
②星空観察会　8月11日（金）～13日（日）　19：00～20：30　随時受付
　場所：展望テラス　参加費：無料　※星空観察会は「プラネタリウム解説」参加者のみ
③ナイトカフェ　8月14日（月）、8月15日（火）　18:00～21:00　ラストオーダー20:00
　場所：展望テラス入り口
夜の涼しい雰囲気とイルミネーションを楽しみながら、ピザ、スイーツ、地ビール、ソフトクリーム
等の各種フード・ドリンクを召し上がっていただけます。

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

駐車場1000台(無料)

大人410円　65歳以上210円　小中学生80円　幼児無料

イベント 安曇野市

Summer Illumination

昨年度ご好評いただいたサマーイルミネーションを今年も開催！
　今回の装飾は、昨年の「波のトンネル」や「星空のしずく」や「きらめく小川」等に、新たに「水たまりの
庭」を加え、１１の装飾で演出！
　夏のアルプス、安曇野の風景をイメージした青と白を基調とした涼しげな光が、森の中にきらめきま
す！

8月11日（金・祝）～20日（日）　　18時～21時(点灯時間)

国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区 ガイドセンター・あづみの学校周辺

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
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） http://azumino-hanabi.com/
（E-ｍａｉｌ)

安曇野市　明科御宝田遊水池周辺

安曇野花火実行委員会

0263-72-1340

ＪＲ篠ノ井線 「明科駅」より徒歩約20分

安曇野花火実行委員会事務局（安曇野市役所観光交流促進課内）

一般有料席：あり

0263-71-2000(代)
〒399-8281　安曇野市豊科6000番地

kankokoryu@city.azumino.nagano.jp

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から約15分

イベント 安曇野市

第11回　安曇野花火

8月14日（月）　19時～20時30分（予定）

　「これぞ安曇野の夏」をテーマに約12,000発の花火が次々に打ち上げられます。色とりどりの花火
が安曇野の夏の夜空を彩り、犀川の川面を幻想的に照らします。
　開幕一斉打ちを皮切りにフィナーレまでテーマに合わせた花火をお楽しみいただけます。
　音楽に合わせて打ち上げられる音楽花火は圧巻の迫力！音楽と花火の共演をお楽しみください。

●テーマ｢これぞ安曇野の夏｣
 ・打ち上げ数　約12,000発
 ・市内2か所の臨時駐車場からシャトルバス運行(有料)
 ・楽天チケット、ファミリーマート及びセブンイレブンマルチメディア機にて
 チケット販売中。
※詳細は安曇野花火公式ホームページをご覧ください。

● 

mailto:kankokoryu@city.azumino.nagano.jp


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

JR「長野駅」より急行バスで約70分

[列車で] 長野電鉄 「湯田中駅」よりバス約３５分「総合会館98前」下車

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

志賀高原　大沼池/蓮池

志賀高原観光協会

上信越自動車道 「信州中野IC」から約40分

0269-34-2404 0269-34-2344
〒381-0401長野県下高井郡山ノ内町志賀高原蓮池 志賀高原総合会館98内

イベント 山ノ内町

第51回志賀高原大蛇祭りと
ミス志賀高原コンテスト

  志賀高原の大沼池に住むといわれる大蛇と黒姫の物語にちなんだ「大蛇祭り」が開催！
　大迫力の花火の打ち上げや、大蛇のお嫁さんを選ぶ「ミス志賀高原コンテスト」も行われるほか、
志賀高原観光PRキャラクター”おこみん”となかよしな仲間が集まる「キャラクター大集合」も合わせて
開催！
　高原の爽やかな風の中で、お祭りを存分に楽しんでください。

8月18日（金）～20日（日）

info@shigakogen.gr.jp

http://www.shigakogen.gr.jp/

◇入魂祭（大沼池）
　　　　　8月18日（金）　…大蛇の湖上渡り

◇前夜祭（蓮池）
　　　　　8月19日（土）　…ミス志賀高原候補者紹介/フードコーナー設置
　　　　　　　　　　　　　　　　ご当地キャラ大集合/花火打ち上げ

◇本祭り・ミス志賀高原コンテスト（蓮池）
　　　　　8月20日（日）　…大蛇おねり（丸池出発）/フードコーナー設置
　　　　　　　　　　　　　　　　ミス志賀高原コンテスト/ご当地キャラ大集合

※内容・時間等が変更になる場合があります。

志賀高原観光協会

●  

mailto:info@shigakogen.gr.jp
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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大糸線「信濃大町駅」より徒歩5分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://alps3kura.jp/

イベント 大町市

北アルプス「三蔵」呑み歩き

　北アルプス山麓の水と米、そして蔵元の技術によりできた三蔵のお酒。この美味しい地酒たちを存
分に呑み比べできる日本酒好きにはたまらない、おいしいイベントです。
　各蔵の旬の味わいあるお酒や自慢のお酒はもとより、この時だけしか飲めない非売品のお酒が供さ
れたこともあります。
 また、協力して頂いている街のそれぞれのお店様も、この日だけの特別品／特別サービスなどが登
場することもあります。今年も大勢の方々のご参加をお待ちしております！！

９月２日（土）　　１５時～１９時

信濃大町駅前　大町市・本通り周辺   ※雨天決行

長野自動車道「安曇野ＩＣ」から30分　

1,500 円（交換に手作り猪口袋付き「利き猪口」をお渡しします。）７月下旬頃から販売

●「利き猪口」が参加証！
・利き猪口販売店：いーずら大町特産館、創舎わちがい、大町温泉郷観光協会、
横川商店、吉澤酒店、イゲタボシ伊藤商店、一木宮坂商店
※当日は信濃大町駅前でも販売。
・三蔵で様々なお酒をお楽しみ下さい。
【薄井商店「白馬錦」】【市野屋商店「金蘭黒部」】【北安醸造「北安大國」】
●臨時列車「北アルプス三蔵ほろ酔い号」松本発13時24分→信濃大町着14時25分
・今年も本イベントに併せ、JR大糸線・松本駅から信濃大町駅の間で臨時列車が運
行
されます！
●大町温泉郷と街中を結ぶ「無料シャトルバス」が出ます（利き猪口提示）。
・三蔵呑み歩き当日限定。
大町温泉郷観光協会⇔塩の道ちょうじや
※詳細な開催情報は随時、アップされますのでHPをご覧ください。

いーずら大町特産館
〒398-0002　大町市大町3300-1
0261-23-7511　 0261-23-7511

北アルプス三蔵呑み歩き実行委員会

● 

http://alps3kura.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「小海駅」よりタクシーで約10分

※北相木村に直接お越しいただく場合になります。

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

（E-ｍａｉｌ) info@vill.kitaaiki.nagano.jp

北相木村役場　経済建設課

●イベント概要
　北相木村体験：北相木村でのリアルな生活状況を語ります。
　林業体験：森林散策や伐採見学をして頂き、村での林業生活をイメージして頂きます。
　木工体験：木工職人と簡単な木工品を製作して頂きます。
　その他にも猟友会の活動紹介なども考えています。
　※天候や運営の都合上イベント内容は変更となる場合があります。
●募集人数
　10名（森林事業（林業・木工等）に興味があり、田舎への移住を考えている方）
●申込先
　北相木村役場：0267－77－2111
●申込み締切
　8月18日（金）

集合場所：JR佐久平駅（佐久平駅までお迎えに伺います）　集合時間：9時30分

無料　　※事前申し込みが必要です。

北相木村役場　（協力：NPO法人村産材を使う会）

関越・上信越自動車道「佐久南IC」から約50分　

〒 長野県南佐久郡北相木村2744
0267-77-2111

イベント 北相木村

自然が好き。田舎に住みたい。
北相木村で森林事業を体験してみませんか？

9月2日（土)～3日（日）　　1泊2日

長野県南佐久郡北相木村

0267-77-2879

　北相木村は人口800人の小さな村です。村の90％は森林になっており、四季折々の自然の変化が
楽しめます。豊富な森林資源を活用しながら働いてみませんか？村に住みながら森林整備や木材加
工、木工品製作、森林教育、鳥獣害対策など森林事業を一緒にしてくれる仲間を探しています。
　今回の森林事業体験インターンシップでは、実際に村に来て頂き、村の様子や雰囲気を体感して頂
くと共に、様々な森林事業を体験して頂く中で、よりリアルな村での生活イメージを持って頂けたらと
思っています。
　村を見て、村を体感し、村民とのコミュニケーションが村を一番知って頂けると思います。是非ご参加
下さい。

●  

http://vill.kitaaiki.nagano.jp/
mailto:info@vill.kitaaiki.nagano.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]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

0265-81-7700 0265-81-7755
http://www.kankou-komagane.com/index.php
info@kankou-komagane.com

●対局
クラス別スイス方式のリーグ戦方式。
各クラス一段一級差一子のハンデ方式。

●ゲスト
大澤健朗（三段）

●参加費に含まれるもの
【１泊２日で参加される方】 参加費　21,000円／1人
〇ロープウェイ及びバス往復（菅の台〜しらび平）の交通費、 １日目の昼食
〇ホテル千畳敷1泊宿泊料（夕食、２日目の朝食を含む）
（宿泊については、他の選手と相部屋となりますことをご了承ください)
※宿泊部屋の指定はできません。事務局までご相談ください。
【日帰りで参加される方】 参加費　　5,000円／1人
〇ロープウェイ及びバス往復（菅の台〜しらび平）の交通費、 当日の昼食

中央アルプス雲上の囲碁大会実行委員会

JR 「駒ヶ根駅」より路線バス及びロープウェイにて千畳敷へ約50分

中央自動車道「駒ヶ根IC」から約5分 菅の台BCより路線バス及び
ロープウェイにて千畳敷へ（約30分）

一般社団法人駒ヶ根観光協会

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂759-447（駒ヶ根ファームス内）

イベント

21,000円（日帰り5,000円）　※申込締切8月27日（日）

駒ヶ根市

第7回 中央アルプス雲上の囲碁大会

　標高2,612ｍ雲上の別世界で囲碁大会！
　全国から集まった愛好家たちが大自然の千畳敷カールを望みながら腕を競い合います。
　ゲストは大沢健朗三段。2日目には指導碁や自由対局もあります。

９月２日（土）～３日（日）

中央アルプス　ホテル千畳敷

●  

http://www.kankou-komagane.com/index.php
mailto:info@kankou-komagane.com


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] 長野電鉄「中野駅」よりバスで約30分（小丸山スキー場入口）、徒歩15分

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

北志賀高原観光協会（須賀川そばまつり実行委員会）
〒381-0405　長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬
090-8683-1627（実行委員長）

伝統芸能やダンスなどの出し物が楽しめます。
爽やかな高原の秋風を感じながら、会場一帯をぐるっとひとまわりする幌馬車
トラクターも人気です。
●無病息災のそばちゃのこを毎日先着100名様に無料進呈
●そばの畑めぐり:幌馬車トラクター(有料)、観賞用そばの種プレゼント等
●食べ物販売:須賀川そば・・・700円、はやそば・・・200円　法印焼き・・・150円等
●セレモニー:伝統芸能やダンス等
※内容は変わる場合があります。

須賀川そばまつり実行委員会

上信越自動車道「信州中野IC」から 15km 25分

イベント 山ノ内町

須賀川そば　第14回法印さんとそばの花まつり

  法印という名の僧が、村人たちが食べる分のそばを振舞われ、お礼に村人たちの病気を治したと
される民話｢法印さんの林｣にちなむおまつりです。
　北志賀高原の山あいに咲く白いそばの花1,000万本が風に揺れる壮大な風景の中、
オヤマボクチ(山ごぼう)をつなぎに使う名物須賀川そばや、各種イベントもお楽しみいただけます。

9月9日（土）～10日（日） 9時30分～15時

山ノ内町須賀川八丁原

●  

http://www.kitashigakogen.gr.jp/


鈴木ともこさんと行く♪

１ 日　時

２ 集合場所

３ 参加費

４ 参加資格

５ 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)

28,000円（宿泊費、1日目夕食、2日目朝食・昼食、ロープウェイ・バス代が含まれます。）

一般社団法人駒ヶ根観光協会

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂759-447（駒ヶ根ファームス内）

0265-81-7700
http://www.kankou-komagane.com/index.php
info@kankou-komagane.com

20代～40代の女性　50名

●イベント概要（予定）
（1日目）
13:30　受付開始（駒ヶ根キャンプセンター）
14:00　オリエンテーション～養命酒駒ヶ根工場・マルスウイスキーなど市内散策を予定
17:30　バーベキューinキャンプセンター
19:30　駒ヶ根高原リゾートリンクス　チェックイン
（2日目）
7:45　駒ヶ根高原リゾートリンクス発
8:30　ロープウェイ乗車
11:00　木曽駒ヶ岳山頂にて昼食
13:40　ロープウェイ乗車
15:00　終わりの会
15:30　解散
●ゲストプロフィール　鈴木ともこ　マンガ家・エッセイスト
『山登りはじめました』シリーズがベストセラーに。木曽駒ヶ岳は10年前、山登りを始めるきっかけとなった
場所で、その後何度も訪れている。
今年、新潮社より新作コミックエッセイ（ 上下巻）を発売予定。
●申込締切
　7月31日（月）　応募者多数の場合は抽選後、8月5日に当選者発表

一般社団法人駒ヶ根観光協会

中央自動車道「駒ヶ根IC」から約5分　

JR 「駒ヶ根駅」より路線バスにて約10分「切石公園下」下車　徒歩5分　または

JR「駒ヶ根駅」よりタクシーで約10分

0265-81-7755

イベント 駒ヶ根市

中央アルプス木曽駒ヶ岳 山トモツアー

９月９日（土)～１０日（日）　

駒ヶ根キャンプセンター

　日本百名山としても知られる中央アルプスの最高峰・木曽駒ヶ岳（標高2,956m）の登頂をメインイベ
ントに、1泊2日で駒ヶ根の魅力を満喫できるツアーです。
　1日目はバーベキューや地ビール・地酒などで交流を深めた後、素敵なリゾートホテルに宿泊。翌日
は駒ヶ岳ロープウェイで一気に2,600mの世界、千畳敷へ。そこから山頂にチャレンジ！山岳ガイドが
同行するので、安全に登山を楽しめます。
　木曽駒ヶ岳も登場するマンガ『山登りはじめました』の著者、マンガ家の鈴木ともこさんがゲスト。2日
間ツアーに同行します。山の話で盛り上がりながら、新たな出会いを広げてください。

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪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5分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話）
（その他） 若一王子神社社務所：０２６１－２２－１６２６

竈神社社務所
〒398-0002　大町市大町4718
0261-23-3997　

●9月9日（土）
　　　　　19：00～　西公園グラウンドにて奉納花火
　　　　　20：10～　スターマイン打ち上げ
 
●9月10日（日）
　　　　　11：00～　例大祭
　　　　　11：30～　浦安の舞
　　　　　13：00～　奉納相撲

長野自動車道「安曇野ＩＣ」から車で40分

イベント 大町市

竈神社　例大祭
カマド

　伝統のかまど神社例大祭の前夜祭として奉納花火大会が開催され、打ち上げ花火やスターマイン
が大町の秋の夜空を彩ります。
　奉納花火大会の打ち上げ花火、スターマインは間近で見ることができたいへん人気があります。
　例大祭では伝統のある浦安の舞や流鏑馬（やぶさめ）太鼓、奉納相撲大会をご覧いただけます。
　縁日も出て賑やかですので、是非お誘い合わせてお出かけください。

９月９日（土）～１０日（日）

竈神社・神社に隣接する西公園グラウンドにて花火の打ち上げ

● 



１ 日　時

２ 会　場

≪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）

JR 「富士見駅」下車

中央自動車道「諏訪南IC」から約10分　

※コースにより金額が異なります。

富士見町 観光協会

ふじみおひさんぽ ガイドツアー。おもてなしガイドと富士見を歩いて五感で大自然を感じませんか？
さぁガイドツアーに出かけましょう！ あなたはどっち派！？
●フリープラン派
　お好きなコースから、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！※登山のコースは除く。
☆２名様～/２週間前までに要予約･･･ガイド料金6,000円～/コース
●イベントプラン派
　年間１５ツアー開催されるガイドツアーです。おひとり様でも参加可能です。
☆１名様～/３日前までに要予約･･･参加費2,000円～(ガイド料、保険含む)

0266-62-5757
〒399-0211 長野県諏訪郡富士見町富士見4654-224

３ 入場料

４ 内　容 ●イベント概要
・９月１０日(日)「西岳登山ガイドツアー」
・１０月８日(日)「秋の入笠山ガイドツアー～朝日と雲海を見に行こう～」
・１０月２２日(日)「秋の縄文の井戸尻遺跡めぐりガイドツアー」
・１０月２９日(日)「八ヶ岳の紅葉と古道ガイドツアー」
・１１月３日(金・祝)「文学にふれるプレミアム紅葉ガイドツアー」
・１月２８日(日)「冬の八ヶ岳山麓ガイドツアー」
・２月１８日(日)「冬の入笠山スノーシューガイドツアー」
※詳しい内容については【富士見町観光協会】:0266-62-5757までお問い合わせ
ください。

http://www.town.fujimi.lg.jp/page/ohisannpo2017.html

fujimian@po13.lcv.ne.jp

お問い合せ時間：8:30～17:00/お盆・年末年始休業

イベント 富士見町

ふじみおひさんぽ

９月１０日(日)～２月１８日(日)　※期間中に７回開催

富士見町内　※各コースごと集合場所が異なります。

富士見町観光協会

● 

http://www.town.fujimi.lg.jp/page/ohisannpo2017.html
mailto:fujimian@po13.lcv.ne.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）
（ＵＲＬ） http://aniera-festa.com/

（E-ｍａｉｌ) contact@aniera-festa.com

イベント 白馬村

長野県初！！アニエラフェスタin白馬岩岳

　長野県初！アニメソング野外フェス『アニエラフェスタin白馬岩岳』開催決定！！
　世界が認めた国際山岳リゾート白馬村の大自然と３６０度の大パノラマの絶景の中で豪華アーティス
トと共に大好きなアニメソングとフェスを、心ゆくまで楽しみましょう！

９月１７日(日) 　１０時開場 / １３時開演 / １９時終演（予定）

白馬岩岳スノーフィールド

（〒３９９－９３０１ 長野県北安曇郡白馬村北城岩岳１２０５６）

チケット料金：４，５００円（先行）/ ５，０００円（一般）/ １８，０００円（グループ４名）
※中学生以下は無料。中学生以下のお客様は保護者同伴で入場可。

主催：株式会社アニエラ　共催：白馬観光開発株式会社
後援：白馬村観光局、長野県観光機構、HAKUBA VALLEY、NSDトラベル（順不同）

アニメ×音楽×北アルプス！
アニエラフェスタでは、長野県の自然とアニソンが両方楽しめます！ゴンドラに乗り、
有料のメイン会場へ行けば、数々の著名アーティストのライブパフォーマンスや、絶景
の北アルプスが体験でき、また、山麓にある無料のサブ会場では、当日のみ特別に
開放される温泉やアニメ系グッズの物販コーナー、白馬ならではのアクティビティーな
ど、楽しいコンテンツが盛りだくさん！
公式サイト：http://aniera-festa.com
イベントに関するお問い合わせ：contact@aniera-festa.com

長野自動車道『安曇野IC』から約５０分
関越・上信越自動車道『長野IC』から約５０分
JR大糸線 「白馬駅」下車　又はJR長野駅より特急バスで約６０分
JR「白馬駅」よりタクシーで会場まで約10分

株式会社アニエラ
〒399-8102 長野県安曇野市三郷温2715-1
0263-87-6671

●  

http://aniera-festa.com/
mailto:contact@aniera-festa.com


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪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10分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話）

能を取り入れた神楽で、岩戸神楽を始めとして伊勢流、吉田流、出雲流とも言われる
7座の神楽を奉納します。
終了後、道祖神神楽にあやかり破魔矢が参拝者に配布されます。

・太々神楽の奉納　18日（月）１３：００～

イベント 大町市

国宝仁科神明宮　例大祭

  この村まつりでは地元の青年たちが舞う、典雅な能の舞台が観られます。
　数百年、のどかなこの地で脈々と受け継がれてきた「県の無形文化財」は一見の価値があります。

９月１７日（日）～１８日（月）

国宝仁科神明宮

長野自動車道「安曇野ＩＣ」から車で30分　

仁科神明宮社務所
〒398-0003　大町市社1159
0261-62-9168　

● 



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)

中央自動車道 「諏訪ＩＣ」からR152経由約50分

伊那市商工会　鉾持神社

中央自動車道 「伊那ＩＣ」からR361経由約30分

※雨天などにより、内容の変更・中止する場合もあります。

※入場料・参加費・駐車場すべて無料

▼前夜祭（予定）
家々が笹竹に提灯を飾り、夜になると火を灯し街全体がほおずき提灯のトンネルに
なります。
▼町内会の山車の巡行、子ども神輿や高遠ばやし伝承クラブの演奏練り歩きが
行われ、街は大変賑わいます。

イベント 伊那市

燈籠祭

　豊年と無病息災を感謝する伊那市高遠町鉾持神社の例祭で,毎年９月２３日に開催されます。
　家々の前に立てかけられた笹竹に、稲穂に見立てたほおずき提灯を灯して飾り、街全体が橙色の
トンネルに覆われます。
　その街中を山車・子ども神輿・高遠ばやしが練り歩き、幻想的な風情を醸し出します。
　春の桜の高遠とは一味違った城下町の魅力を味わうことが出来ます。

9月23日（土・祝）

高遠町西高遠 本通り周辺

ＪＲ飯田線 「伊那市」駅よりバスで約25分

（一社）伊那市観光協会
〒396-8617　伊那市下新田3050　観光課内

0265-78-4131
//www.inashi-kankoukyoukai./

ikk@ikk.inacity.jp

0265-78-4111(代)

● 



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中央線「上諏訪駅」より徒歩１０分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

http://www.city.suwa.lg.jp

senryaku@city.suwa.lg.jp

◎コース
諏訪湖一周コース16Ｋｍ、諏訪湖半周遊覧船コース8Ｋｍ。
◎定員
2,000人（先着）
◎スケジュール
受   付：午前８時３０分～午前１０時
出発式：午前９時
出　 発：午前９時１５分（8Kmコース）、午前９時３０分（16Kmコース）
 ゴール：8Ｋｍコースは１３時２０分までに岡谷湖畔公園乗船場遊覧船着。
　　　　　16Ｋｍコースは１５時までに諏訪市湖畔公園着。
◎参加資格
国籍・年齢・性別等は不問。ただし、小学生以下または重度の障害者は保護者・介護者の同伴
が必要。
◎完歩者には、記念品（参加バッジ等）と完歩証、お土産を贈呈。「すわっこランド入館券」利用
者 には、すわっこランドにて記念タオルを贈呈。
◎申し込み（以下の3つ方法にて申し込みできます）
・直接申し込み（パンフレットにある参加申込書を記入の上、参加費を添えて事務局へ）
・郵便振替（一周ウォーク専用の郵便振替用紙に必要事項を記入の上、郵便局で参加費を振り
込む）
・インターネット（「スポーツエントリー（http://spoen.net/a）」に会員登録後、必要事項を入力し申
し込む。クレジットカード・コンビニで支払）
＜申込期限＞8月31日（木）
※事前申し込みが定員に達しなかった場合、締切日後および当日も申込受付可。

諏訪湖一周ウォーク実行委員会

中央自動車道「諏訪ⅠＣ」より車で１０分　

※雨天決行。ただし、強風等で遊覧船が出航できない場合は、8Ｋｍコースは中止

諏訪湖一周コース：高校生以上７００円（当日申込１，０００円）
半周遊覧船コース：高校生以上１，２００円（当日申込１，５００円）
※３００円プラスで「すわっこランド入館券」が付きます。

〒392-8511　長野県諏訪市高島１-２２-３０
0266-52-4141（内線288） 0266-57-0660

イベント 諏訪市

第２２回諏訪湖一周ウォーク

９月２４日（日)　８時３０分～１５時

諏訪市湖畔公園（石彫公園）・・・受付、スタート、ゴール

　諏訪湖一周ウォークは「自然と文化に親しみ、健康と友情を育む、ふれあいウォーク」をテーマに開催し、
今年で２２回目となります。今年は4年ぶりに反時計回りでの開催です。
　コースは、諏訪市湖畔公園をスタートし、諏訪湖を一周する16Ｋｍコースと、諏訪湖を半周して遊覧船で
ゴールする8Ｋｍコースがあります。また、各コースにすわっこランド入館券をつけることもできます。
　新秋のさわやかな風を受けながら、家族や友人と共に楽しく諏訪湖を歩いてみませんか？

諏訪湖一周ウォーク実行委員会（諏訪市企画部地域戦略・男女共同参画課）

● 

http://www.city.suwa.lg.jp/
mailto:senryaku@city.suwa.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

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

イベント 伊那市

秋のみはらしトレッキング

　毎年2回春と秋に開催する「みはらしトレッキング」はみはらしファームから仲仙寺経由で経ヶ岳自然
植物園展望台などを回りみはらしファームに戻ってくる約4㎞のコースをインストラクターの解説を交え
ながら歩いていただきます。またみはらしトレッキングはただ歩くだけでなく、旬のぶどうやりんご狩りな
どをしていただく事も計画しております。
　最後にお昼のおにぎり、きのこ汁などを召し上がっていただく「みはらしトレッキング」は毎回定員に
達するのでご予約はお早めにお願いします。

9月30日（土）　9時～13時30分

みはらしファームとその周辺

みはらしファーム公園事務所（担当：高岡）

はびろ農業公園　みはらしファーム

中央自動車道「伊那IC」から旧権兵衛峠方面へ約３㎞

※みはらしファームとれたて市場前集合

参加費：中学生以上1,500円　小学生1,000円　

●イベント概要
定員50名　※小学生未満のお子様の参加についてはご相談ください。
定員に達し次第締め切り
申込先：みはらしファーム（0265－74－1807）
行程
みはらしファーム出発（９：３０）　⇒ぶどう園にてぶどう狩り⇒仲仙寺⇒羽広遊歩道
にて仲仙寺展望台⇒みはらしファームに戻り　おにぎり、きのこ汁などお召し上がり
⇒りんご園にてりんご狩り⇒みはらしファームにて解散（１３：３０頃）
※行程は若干変更になる場合があります。

● 



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] 長野電鉄長野線 「湯田中駅」よりバス約60分「高天ヶ原」下車

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

志賀高原ロングライド実行委員会（山ノ内町観光商工課内）
〒381-0498長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
0269-33-1107

■9月30日（土）前日受付：13時～16時30分、サブイベント
■10月1日（日）当日受付：ロングライド
■【コース】
　　・山岳115kmコース…本格サイクリスト・健脚向け
　　　　－ヒルクライム級！獲得標高2,200mの本格山岳コース
　　・林間85kmコース…中級者向け
　　　　－信号ゼロ！大自然の中を爽快に走れるネイチャーコース
　　・高原50kmコース…ビギナー・ファミリー向け
　　　　－初心者でも安心のショートコース！初のロングライドとしてもおすすめ
■山岳コース：6時30分スタート（予定）
   林間コース：7時15分スタート（予定）
   高原コース：8時00分スタート（予定）
□募集定員
【山岳115kmコース】500名　【林間85kmコース】500名 【高原50kmショートコース】200名
※申込締切　9月12日（火）（各コース定員になり次第締め切りとなります。）
○参加資格、エントリー方法等、詳細につきましてはHPをご覧下さい。

志賀高原ロングライド実行委員会（山ノ内町観光商工課内）

上信越自動車道 「信州中野IC」から約50分

コースによりスタート時間が変わります。

5,500円～  ※コースおよびエントリー時期により異なります。

　第4回を迎えた志賀高原ロングライドがバージョンアップ！
　ロングコースが周回ルートとなって、さらに大自然の移り変わりが楽しめるコースに！獲得標高
2,200mはヒルクライム級のタフさですが、乗り越えた先に見る絶景、ゴール後の達成感は特別なもの。
　ミドルコース、ショートコースと脚力にあわせて3コースを用意。
　「挑みたくなる大自然」が待っています！

0269-33-1104
http://www.tour-de-nippon.jp/series/shigakogen-longride2017/

kanko@town.yamanouchi.nagano.jp　（山ノ内町観光商工課）

イベント 山ノ内町

第4回志賀高原ロングライド

9月30日（土）～10月1日（日）　

スタート／ゴール　志賀高原(高天ヶ原・一の瀬)

●  

http://www.tour-de-nippon.jp/series/shigakogen-longride2017/
mailto:kanko@town.yamanouchi.nagano.jp　（山ノ内町観光商工課）


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 「北大町駅」より徒歩1分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（E-ｍａｉｌ) kankou@city.omachi.nagano.jp

大町登山案内人組合100周年実行委員会

長野自動車道「安曇野IC」から約35分　

協力会場：山岳博物館、長野県山岳総合センター

イベントによっては有料となります。

【テント泊体験と山談議】テント泊で山体験＆専門家やガイドと交流
【山トークショー】専門家と地元ガイドらの北アルプス談議
【学生山岳サミット】高校・大学山岳部企画の学生イベント
【スラックライン体験とプロライダーパフォーマンス】著名選手も来場。気軽に体験しよう。
【山ファッションショー】最新ウェアやギアをご紹介
【登山道具街　山麓の食ブース　地酒＆物産街】登山メーカーや地元の食が並びます。
【大町登山案内人組合100周年記念展＠大町市山岳博物館】日本最古の山岳ガイド組織「大町登山案内人
組合」と北アルプスの歴史をご紹介
【信濃大町　北アルプス百景フォトコンテスト作品展】全国から応募のあった「北アルプスと笑顔」の写真展示
【カシオPROTREK講座】
【各種山道具講座】メーカーや専門家らによる登山に役立つワークショップ
【ランドネpresents山ワークショップ】
【ボルタリング無料開放＠長野県山岳総合センター】ボルタリングを体験してみよう
【山岳写真展＠塩の道ちょうじや】山岳写真家による作品展
【信濃大町でトレッキング＠湯俣】地元ガイドと湯俣へトレッキング
【「ゴキゲン山映像」上映】「大町登山案内人組合」と「HAPPY　DAYS　PRODUCTIONS」が
北アルプスの映像制作
【山フェスロゲイニング】人気のロゲイニングに参加してみよう

大町市観光課
〒398-8601 長野県大町市大町3887
0261-22-0420 0261-23-4660

イベント 大町市

信濃大町 山フェス「北アルプス 100年祭」

　全国で初の登山案内人組合として発足した、「大町登山案内人組合」の創立100周年記念事業。
　大町市は、「岳の町」として、長野県北西部に位置し、北は五竜岳から、鹿島槍ヶ岳、爺ヶ岳、烏帽
子岳、野口五郎岳、最南の槍ヶ岳にまで至る雄大な北アルプス連嶺が連なり、長い歴史と山岳文化を
有している。
　今回、北アルプスの玄関口「信濃大町」を広く紹介し、山の100年を祝うとともに、様々な山岳関係イ
ベントを通じて、山の恵みと当地域の魅力をいろんな角度から体感してみませんか。

9月30日（土）9時45分～16時30分　10月1日（日）9時30分～16時　

メーン会場：大町市文化会館、サンアルプス大町、大町市文化公園及びその周辺

● 

mailto:kankou@city.omachi.nagano.jp



