
開催日・期間 開催地

P1 7月24日～10月24日 山ノ内町

P2 9月18日～ 茅野市

P3 9月18日～10月10日までの特定日 小海町・佐久穂町

P4 10月1日 松本市

P5 10月2日～11月21日 大町市

P6 10月9日～10日 茅野市

P7 10月9日～24日の特定日
・飯山市・信濃町
・野沢温泉村・栄村
・木島平村

P8 10月11・16・17・24日 栄村・木島平村

※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

SORA GLAMPING RESORT ソラ グランピング リゾート

北アルプス国際芸術祭2020-2021　アート会期開幕！

”ヴィーナスハイク”美ヶ原〜車山縦走1泊2日ガイドツアー

信越自然郷おさんぽバスツアー秋編

秘境秋山郷カヤの平高原の旅・秋編

KURUMAYAMA CAMP SKY FIELD 新オープン

白駒の池　無料シャトルバス運行情報

松本市のふるさと納税が生まれ変わります！

２０２１年９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：山浦義晴/齊藤里絵/真瀬垣まり子/ 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10

新着情報

アルクマ便り

参加募集



P9 ～12月5日 原村

P10 9月1日～10月17日 東御市

P11 10月1～30日の特定日 諏訪市

P12 10月2～31日 安曇野市

P13 10月9～17日 木祖村

P14 10月30～31日 須坂市

　▼「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。
　 https://www.pref.nagano.lg.jp/tokyokanko/pressreleases/arukumatayori.html

没後40年 清水多嘉示 生命と構築性の絵画
-第2期　諏訪時代と帰国後 昭和20年の絵画-  （八ヶ岳美術館）

2021巨峰の王国まつり『収穫祭』

諏訪湖オータム花火

OUTDOOR LIFESTYLE AND FEEL SUZAKA IN
臥竜公園百々川緑地

安曇野やさいスイーツフェア 2021

第３５回全国日曜画家中部日本展

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」

美術館
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～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～  
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１ 日　時

２ 場　所

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] 長野電鉄 「湯田中駅」より無料シャトルバス30分

シャトルバス湯田中駅発：8:50、9:50、11:00、12:30、

14：00、15:20、16:30

長野電鉄「湯田中駅」よりタクシーで約30分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ） http://www.ryuoo.com/glamping/

SORA terraceへのロープウェイが滞在中乗り放題です。
1泊2食付き夕食はおしゃれなディナーBOXとメインにはシェフが味付けした
BBQを各サイトで焼いてお楽しみください。
アクティビティにはロープウェイの他にサウナやトランポリンがあります。
（順次追加）

◆ロータステント　 14,800円～/人　定員2～4名　広さ19.6㎡

◆プライベートドッグラン付きロータステント　 14,800円～/人　定員2～4名　広さ19.6㎡

新着情報 山ノ内町

SORA GLAMPING RESORT
ソラ グランピング リゾート

　雲海発生率62％（2020年）のSORA terrace行きの竜王ロープウェイ乗り場から徒歩5分のところにグ
ランピングリゾートがオープンしました！山頂の様子を見ながら、雲海が発生しそうになったらすぐに
ロープウェイに乗ってSORA terraceへ行けます。
　日が暮れたら、焚火をしながら夜空を見てゆっくりとお過ごしください。

７月２４日（土）～１０月２４日（日）

竜王マウンテンパーク　SORA GLAMPING RESORT

３ 内  容

竜王マウンテンパーク

上信越自動車道「信州中野IC」から約40分　

◆ドーム型テント　16,800円～/人　定員2～3名　広さ19.6㎡

竜王マウンテンパーク
〒381-0405 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬11700
0269-33-6345

●



１ 日　時

２ 会　場

３ 料　金

４ 内　容

≪アクセス≫ [お車で]

関越・上信越道佐久南ICより42㎞　約70分

[列車で] JR 「茅野駅」よりバス60分　タクシー40分

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

（E-ｍａｉｌ) campskyfield@gmail.com　

（その他） キャンプ場HPは近日中オープン

八ヶ岳、アルプスなどの山々の絶景、満開の夜空、雲海・陽の出、自然の小動物など
にも出会える非日常を体感頂ける、特別なロケーションに位置しております。
11ｷｬﾝﾌﾟサイトを用意し、各サイトに電源を用意し、共同トイレ、台所もご用意してお
り、便利なキャンプが可能となっております。今後は「手ぶらでキャンプパック」や
「バーベキュー・朝食付パック」などのご用意し、気軽なキャンプを体験頂けます。
詳細等は、HPでご確認ください。

中央自動車道諏訪南ICより28km　約40分

●１サイト基本料金（5名まで）
キャンプサイト（デッキ付）　　　　　    平日： 7,500円～       週末： 12,000円～
キャンピングカーサイト（デッキ無） 　平日： 6,000円～       週末： 10,000円～
※そのままキャンプとしても利用可

信州綜合開発観光株式会社　/　車山アドベンチャーセンター
〒391-0301　長野県茅野市北山3413
0266-68-2626 0266-68-2748

新着情報 茅野市

KURUMAYAMA CAMP SKY FIELD 新オープン

9月18日(土)オープン

長野県茅野市　車山高原内　KURUMAYAMA CAMP SKY FIELD

　長野県茅野市・諏訪市などにまたぐ霧ヶ峰・車山高原にあります車山高原 SKYPARK RESORT（標高1,500m）で
は、オートキャンプ場「KURUMAYAMA CAMP SKY FIELD - 車山キャンプスカイフィールド」をオープンいたします。
蓼科山、八ヶ岳連峰、南アルプス等の眺望をもった最高のロケーションで天空オートキャンプ場として、夜の澄んだ夜
空の満点な星空の輝きを体験でき、朝には陽の出とともに雲海が見えることもできます。
　キャンプサイトは１１区画（電源付き）を用意し、８区画がウッドデッキ付き、３区画がオートキャンプサイトとしており、
非日常を楽しんで頂けます。
キャンプだけではなく、車山高原・霧ヶ峰湿地帯トレイルガイド・ウォーク、ビーナスラインからの最高の景色など、自
然を堪能頂ける様々なアクティビティをご用意して、皆様のお越しをお待ちしております。

●

https://www.kurumayama.co.jp/#
mailto:campskyfield@gmail.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 「佐久平駅」より路線バスで約１時間42分　　または

JR「八千穂駅」より路線バスで約１時間４分

JR「茅野駅」より路線バスで約１時間６分

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

（小海町）https://www.koumi-town.jp/office2/archives/tourism/
（佐久穂町）https://yachiho-kogen.jp/

（小海町）   kankouka@koumi-town.jp
（佐久穂町）kankou@town.sakuho.lg.jp

八千穂高原スキー場駐車場　⇔　白駒の池入口駐車場

小海町産業建設課/佐久穂町産業振興課
（小海町） 　〒384-0697　長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町569番地
（佐久穂町）〒384-1192　長野県南佐久郡小海町大字豊里 57番地1

(小海町）    0267-92-2525
（佐久穂町）0267-86-1553

（小海町）   0267-92-4335
（佐久穂町）0267-86-4935

○八千穂高原スキー場駐車場から白駒の池入口まで無料シャトルバスを運行してい
ます。
【時刻表】
■往路
　 発着場所:八千穂高原スキー場→白駒の池入口
　 時刻表:8:30から13:30まで随時運行
■復路
　 発着場所:白駒の池入口→八千穂高原スキー場
　 時刻表:9:00から15:30まで随時運行

○JR佐久平駅、JR八千穂駅、JR茅野駅からは路線バス（有料）が通っていますので、ご利用ください。

小海町産業建設課/佐久穂町産業振興課

中部横断自動車道「八千穂高原IC」から約17分　（八千穂高原スキー場まで）

（※自家用車を「八千穂高原スキー場駐車場」に駐車し、無料シャトルバスで「白駒の池」「苔の森」までお越しくださ
い。）

無料（シャトルバス利用）

新着情報 小海町・佐久穂町

白駒の池　無料シャトルバス運行情報

　紅葉シーズンを迎え、白駒の池の交通渋滞をなくすため、無料シャトルバスを運行します。秋の行楽
シーズンは八千穂高原スキー場に駐車し、シャトルバスをご利用ください。

9月18日（土）、19日（日）、20日（月・祝）、23日（木・祝）、25日（土）、26日（日)
10月2日（土）、3日（日）、9日（土）、10日（日）

●



１ 日　時

２ 内　容

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

（E-ｍａｉｌ) matsumotogurashi@city.matsumoto.lg.jp

10月1日から、「ふるさとチョイス」に加えて、「楽天ふるさと納税」からもふるさと納税の
申込みが可能となり、松本市への寄附をしていただきやすくなります。
インターネットから【松本市　ふるさとチョイス】又は【松本市　楽天ふるさと納税】で
検索をお願いします。
「ふるさとチョイス」　　　https://www.furusato-tax.jp/city/product/20202
「楽天ふるさと納税」   10月1日オープン予定

返礼品も一新します！

松本市住民自治局移住推進課
〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号
0263-34-3193 0263-34-3493

新着情報 松本市

松本市のふるさと納税が生まれ変わります！

　松本市では、平成26年度からふるさと納税の額に応じて、市の特産品などを返礼品として送付して
います。
　このたび10月1日から、ふるさと納税の強化を図るため、ふるさと納税サイト「楽天ふるさと納税」にお
いて、新たに寄附金の募集を開始するとともに、返礼品を一新します。

１０月１日（金）から楽天ふるさと納税からも申し込み可能

●

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/kikakuseisaku/furusatomatumotokihukinboshu.html#
mailto:matsumotogurashi@city.matsumoto.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 「信濃大町駅」より下車すぐ　　または

新着情報 大町市

北アルプス国際芸術祭2020-2021
アート会期開幕！

　新型コロナウイルス感染症の影響により、開催を延期しておりました「北アルプス国際芸術祭2020-
2021」。この度、アート会期が10月2日（土）～11月21日（日）【51日間】で行われます。来場される皆様
の安全・安心を最優先に感染防止対策を徹底する中での開催に向け準備を進めております。大町市
の豊かな自然と誇るべき歴史・文化とマッチした現代アート作品に触れていただき、非日常的な空間
における、気持ちの安らぎを皆様にご提供いたします。

10月2日（土)～11月21日（日）【51日間】　　10時～17時
　※新型コロナウイルス感染症に伴う感染状況や感染警戒レベルによっては、一時中断、延期等する
　　　場合がございますのでご了承ください。

大町市　（源流エリア／仁科三湖エリア／市街地エリア／東山エリア／ダムエリア)

前売り販売：一般2,000円、16歳～18歳1,000円（～10/1まで）
期間中：一般3,000円、16歳～18歳1,500円
　※15歳以下無料

●北アルプス山麓の空間とアートが融合
　５つのエリアに分かれてアート作品を展示。
　・源流エリア：大町温泉郷を中心に、源流エリアの魅力を引出していきます。
　・市街地エリア：まちなかの路地を歩きながら楽しむスペースです。
　・仁科三湖エリア：北アルプスの湧水が流れ込む湖畔の景色をお楽しみ下さい。
　・東山エリア：里山の風景と北アルプスの展望、両方が楽しめるエリアです。
　・ダムエリア：当地域が誇る、雄大なダム周辺でアート作品を展開。
●参加アーティスト　（１１の国と地域から33組34作品：予定）
青島左門[日本]、淺井真至[日本]、淺井裕介[日本]、麻倉美術部[日本]、磯辺行久[日本]、
エカテリーナ・ムロムツェワ[ロシア]、エマ・マリグ[チリ／フランス]、蠣崎誓[日本]、川俣正[日
本]、菊池良太[日本]、木村崇人[日本]、コタケマン[日本]、ジミー・リャオ(幾米)[台湾]、杉原信
幸[日本]、地村洋平[日本]、ドナルド・ワッスワ[ウガンダ]、トム・ミュラー[オーストラリア]、ニコラ・
ダロ[フランス]、原倫太郎＋原游[日本]、平田五郎[日本]、布施知子[日本]、ポウラ・ニチョ・ク
メズ[グアテマラ]、本郷毅史[日本]、マーリア・ヴィルッカラ[フィンランド]、松本秋則[日本]、マ
ナル・アルドワイヤン[サウジアラビア]、宮永愛子[日本]、ミラ・ヴァーテラ[フィンランド]、目[日
本]、持田敦子[日本]、ヨウ・ウェンフー(游文富)[台湾]、リー・ホンボー(李洪波)[中国]、渡邊の
り子[日本]

北アルプス国際芸術祭実行委員会

長野自動車道「安曇野IC」から約30分　

info@shinano-omachi.jp

JR「長野駅」より雷鳥ライナーで約60分

北アルプス国際芸術祭実行委員会事務局
〒398-8601 長野県大町市大町3887番地
0261-85-0133 0261-23-4304
https://shinano-omachi.jp

●

mailto:info@shinano-omachi.jp
https://shinano-omachi.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 「茅野駅」よりバス60分　タクシー40分

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

（E-ｍａｉｌ) ackurumayama@gmail.com　

車山アドベンチャーセンター
〒391-0301　 長野県茅野市北山3413
　080-3127-7476 0266-68-2748

10月9日（土）　7:30集合

お一人様 32,000円 (税込/小学生以上同料金）
- 最大申込人数16名　最小催行人数６名 -
　*当日現地、現金のみのお支払いとなります
　*ガイド代（１名もしくは２名）、宿泊代、ランチ（２回）含む食事代、送迎代、保険が
　　料金に含まれます。
　*宿泊シングル利用の場合、お一人様　34,000円
　*長野県民に方は、”県民支えあい信州割SPECIAL 5,000円割”、”ちの割”（2000円
　　引き）が適用されます。

1日目:
車山からバスで美ヶ原へ移動。ハイキング開始（当ツアーで王ケ頭へは行き ません）。
途中、絶景の三峰山でのランチを経て、和田峠まで。バスでホテルへ移動
（歩行距離　11.3km 　　標高差　上り 437m / 下り 866m）
2日目：
ホテルからバスで和田峠へ移動、ハイキング開始。八島ケ原湿原経由、きのこ汁ランチを
楽しんだあと、霧ヶ峰最高峰車山を経てハイキン グ終了。
（歩行距離　12.6 km 　　標高差　上り  588m / 下り 539m）

車山アドベンチャーセンター

中央自動車道諏訪ICより28km　約40分

車山ビジターセンター駐車場

参加募集 茅野市

　２０年前に好評を博した人気ツアー　”ヴィーナスハイク”が復活。　百名山である美ヶ原、霧ヶ峰最高
峰車山を2日かけて縦走する贅沢なガイドツアーを10月9（土）-10（日）の1泊２日で開催。　秋の風が
気持ち良い尾根道を南アルプス、八ヶ岳、北アルプスの絶景を眺めながら歩きます.
　車山在住３５年のベテランガイド含む２名ガイドでご案内。ハイカーの負担をできるだけ軽減すべく16
名の少人数限定、ツアー中の移動、ランチ全て料金込みの手厚いサービスでご案内します。
　宿泊は絶景の車山高原スカイパークホテル。長野県民限定の本ツアーは”信州割SPECIAL”　“ちの
割”を利用してよりお得な価格でご提供。　風薫る秋を一緒に楽しみましょう！
なお、長野県の方は”信州割SPECIAL”　“ちの割”を利用頂けます。
　今後も、ネイチャーツアーをいろいろと企画し、催行してまいりますので、HPをご確認下さい。

１０月９日（土）～１０日（日）

”ヴィーナスハイク”美ヶ原〜車山縦走1泊2日ガイドツアー

●

https://www.kurumayama.co.jp/
mailto:ackurumayama@gmail.com


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫ 一社)信州いいやま観光局　飯山駅観光案内所

≪アクセス≫ [お車で] 上信越自動車道「豊田飯山IC」から約10分　

[列車で] JR北陸新幹線（JR飯山線）飯山駅　１階

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.shinetsu-shizenkyo.com/

（E-ｍａｉｌ) info@shinetsu-shizenkyo.com

〒 389-2253長野県飯山市大字飯山772-6
0269-62-7000

飯山市・信濃町・野沢温泉村
栄村・木島平村

Kｺｰｽ　10/9(土)発  　紅葉のカヤの平高原と雑魚川渓谷ハイキング・馬曲温泉
Lｺｰｽ　10/10(日)発　志賀高原ハイキングと紅葉ドライブ　よませ温泉・展望露天風呂
Mｺｰｽ　10/16(土)発　妙高杉ノ原ゴンドラで空中さんぽ　紅葉の苗名滝
Nｺｰｽ　10/23(土)発　信州の秘境　紅葉の秋山郷ドライブ　赤褐色の湯・小赤沢温泉
Oｺｰｽ　10/24(日)発　紅葉のブナ林・茶屋池ハイキング　野沢温泉街さんぽ
★K、L、Oｺｰｽは『県民支えあい信州割スペシャル日帰り割』対象旅行商品です。
・新型コロナウイルス感染防止策を十分に講じ、日本旅行業協会をはじめ各業界のガイドライ
ンを遵守した対応をいたします。
・昼食は、パーテーションの設置や十分な間隔を取る等、安心できる対応が可能な店や方法
でご案内いたします。
・バス空間にゆとりをもたせ、乗車定員の半数（12～14名）で運行します。
・地元スタッフが添乗員として同行します。

0269-62-7003

参加募集

信越自然郷おさんぽバスツアー秋編

　「信越自然郷（しんえつしぜんきょう）」は、北信地域と新潟県の一部にまたがる自然豊かな観光圏。
エリアの玄関口となる北陸新幹線飯山駅から、紅葉名所をめぐるバスツアー「おさんぽバス」が運行し
ます。アクセスが不便な景勝地へも、おさんぽバスを利用すれば気軽に訪問することができます。大
自然に佇み思い切り深呼吸をすれば、リフレッシュ間違いなしです。
　安心してご参加いただけるよう、感染症対策を十分に講じて運行いたします。

１０月９日（土)～２４日（日）の土日特定日

訪問先：信越自然郷エリア

集合：北陸新幹線（JR飯山線）飯山駅出発

ツアー代金　10,000円～15,000円（コースにより異なる）

一社)信州いいやま観光局　飯山駅観光案内所

●

https://www.shinetsu-shizenkyo.com/#
mailto:info@shinetsu-shizenkyo.com#


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で] 上信越自動車道「豊田飯山IC」から約10分　

[列車で] JR北陸新幹線（JR飯山線）飯山駅

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.morimiya-kanko.com/kayanodaira/

（E-ｍａｉｌ) toiawase@morimiya-kanko.com

（その他） 電話：0269-87-2736

参加募集 栄村・木島平村

秘境秋山郷カヤの平高原の旅・秋編

苗場山の麓に伸びる谷あいの村、秋山郷。標高1400m以上の高原にひろがるブナの原生林、カヤの
平高原。あまり人の手が入っていない美しい自然が広がるまさに秘境の地です。秋編では、カヤの平
高原と秋山郷をぐるりと回る、紅葉のゴールデンルートへご案内。全コース地元ガイドが同行、お土産
付。安心してご参加いただけるよう、感染症対策をしっかり講じて運行いたします。

１０月１１日(月祝)、１６日（土）、１７日（日）、２４日（日）

訪問先：木島平村（カヤの平高原等）、栄村（秋山郷）

集合：北陸新幹線（JR飯山線）飯山駅　千曲川口バスターミナル４番乗り場

ツアー代金　9,800円

森宮交通株式会社

森宮交通株式会社
〒389-2702　長野県下水内郡栄村大字北信3457-1
0120-47-6300 0269-87-2575

【カヤの平高原から秋山郷へ　紅葉周遊ドライブ】
◆行程：飯山駅（9：10発）＝ファームス木島平＝カヤの平高原（ブナ林散策）＝秋山
郷雄川閣（昼食）・・・切明温泉（温泉の湧く河原散策）＝天池（散策）＝屋敷布岩（柱
状節理の岩肌と紅葉の絶景）＝北野天満宮＝歴史文化館こらっせ（見学）＝道の駅
信越さかえ（買い物）＝飯山駅（18：00着予定）

★『県民支えあい信州割SPECIAL　日帰り割』対象旅行商品です。
・新型コロナウイルス感染防止策を十分に講じ、日本旅行業協会をはじめ各業界のガイドライ
ンを遵守した対応をいたします。
・車内空間にゆとりを持たせ、バス定員の半数、12名限定で運行します。
・昼食会場は「信州の安心なお店」認証店です。パーテーションや十分な間隔、定期的な換気
等の対策を行っております。

●

https://www.morimiya-kanko.com/kayanodaira/#
mailto:toiawase@morimiya-kanko.com#


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） https://yatsubi.com/

（E-ｍａｉｌ) art@yatsubi.com

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）、原村、原村教育委員

中央自動車道「諏訪南IC」から7km、「小淵沢IC」から14km 

大人（高校生以上）510円、小中学生250円

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

【関連イベント】
1. 講座　清水多嘉示の芸術
・第２回　「清水多嘉示の人体デッサンと彫刻」　　講師：黒川　弘毅（武蔵野美術大学教授）
10月9日（土）　13：30～15：00　要予約　参加費：無料（入館料別途）
・第３回　「清水多嘉示のみた風景」　　講師：青山敏子（清水多嘉示遺族）
10月24日（日） 　13：30～15：00　要予約　参加費：無料（入館料別途）
2. ブロンズクリーニング　10年記念イベント
10月10日（日）  ご予約の上10時までに受付にお越し下さい。
 ①スライドトーク    10：00～10：30
 「八ケ岳美術館 ブロンズクリーニングの10年を振り返って」
               黒川弘毅 （武蔵野美術大学教授）
               小泉悦夫（八ヶ岳美術館館長）
 ②ブロンズクリーニング   10：40～12：00　　参加費：無料　会 場：八ヶ岳美術館
3. 学芸員によるギャラリートーク　八ヶ岳美術館学芸員の解説つきで会場を見学
10月29日（金）　時間 ：13：30～14：30
 参加費：無料（入館料別途) 会場：八ヶ岳美術館 企画展示室
※イベントのご予約はいずれも　八ヶ岳美術館 0266 -74-2701　まで。

美術館

没後40年 清水多嘉示 生命と構築性の絵画
-第2期　諏訪時代と帰国後 昭和20年間の絵画-

　清水多嘉示没後40年を記念した絵画展の第2期を開催いたします。
第2期では、清水の　1.フランス留学から日本に帰国後の1929～40年代の油彩、2.彫刻への道を突き進んだ
戦後50～70年代の人体デッサンやスケッチ、3. 渡仏以前の諏訪時代に描かれた油彩を中心に、日本で制
作された未公開作品を含む約80点の絵画を紹介し、その芸術にやどる構築性と生命観の軌跡をたどりま
す。清水芸術の揺籃期の諏訪とフランスから帰国後に再び日本で描いた数々の絵画をお楽しみください。

12月5日（日）まで　

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

●

https://yatsubi.com/#
mailto:yatsubi1@po19.lcv.ne.jp#


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] しなの鉄道 「田中駅」よりタクシー13分

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

（E-ｍａｉｌ) info@tomikan.jp

イベント 東御市

2021巨峰の王国まつり『収穫祭』

　起伏に富んだ地形と、年間を通じて高い晴天率が自慢の東御市。果物や野菜など多彩な農産物や
ワイン用ぶどうが豊かに育ちます。2021巨峰の王国まつり『収穫祭』期間中は、巨峰、シャインマスカッ
ト、ナガノパープル等、自慢のぶどうをはじめ各種果物、農産物が案内マップ記載直売所に勢揃いし
ます。９月25日(土)26日(日)には地元の農畜産物・特産品販売のメインイベントも開催予定です。収穫
期に合わせて登場する旬の東御市の味を、ぜひお楽しみください。

９月１日（水)～１０月１７日（日）　　

東御市各所

東御市観光情報ステーション〒389-0516 長野県東御市田中279

0268-62-7701 0268-62-7702

（※駐車場あり）

●直売会場：JA信州うえだ直売センター東部店、道の駅雷電くるみの里、
巨峰の里ゆらり市、道の駅みまき
●期間中直売所において、巨峰等のぶどうを一度に3,000円以上お買上の方に、
応募用紙を１枚進呈いたします。ご応募いただいた中から、東御市のご当地
グルメが総計18名様に当たります。
●9月25(土)10：00～15：00　9月26(日)10：30～15：00は、地元の農畜産物と特産品
を販売するメインイベント「第29回巨峰の王国まつり」が東御中央公園武道館前
駐車場にて開催予定です。
※今後の新型コロナウイルス感染状況によってはメインイベントを中止する場合があります。

巨峰の王国まつり実行委員会事務局

上信越自動車道「東部湯の丸IC」から10分　

巨峰の王国「秋の収穫フェア」実行委員会事務局（一社）信州とうみ観光協会

●

http://tomikan.jp/
mailto:info@tomikan.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 「上諏訪駅」より徒歩10分　　

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

（E-ｍａｉｌ) info@suwakanko.jp

0266-52-2111 0266-53-4126

一般社団法人諏訪観光協会
〒392-0004 長野県諏訪市諏訪1-1-18　JR上諏訪駅内

イベント 諏訪市

諏訪湖オータム花火

　JR上諏訪駅から徒歩10分。四方を山に囲まれた長野県内最大の湖「諏訪湖」で全国から24社の煙
火店より得意とする花火を提供いただき、初島より毎日違った花火を打上げます。また、花火玉にはコ
ロナ禍において頑張っている皆様や自分自身への応援メッセージ募集で集まったメッセージが貼付さ
れ打上がります。澄んだ秋の空に打上がる花火の彩りと、音楽を流さず打上がる花火本来の音をお楽
しみください。なお、YouTubeにて生配信を行いますが、湖畔で鑑賞される場合は３密および飛沫感
染防止にご協力をお願いします。また、諏訪湖畔は寒くなりますので羽織るものを準備のうえお越しく
ださい。

中央自動車道「諏訪IC」から約15分　

専用駐車場（大型バス含む）はありません。湖畔駐車場もしくは近隣の駐車場をご利用ください（普通車
のみ）。諏訪湖間欠泉センター駐車場（無料）、諏訪市営駅前駐車場（3時間無料）

無料

諏訪市湖畔公園（石彫公園から諏訪湖間欠泉センターまで広く自由観覧可能）
【打上場所：諏訪市湖畔公園前諏訪湖上（初島および台船の２ヵ所）】

諏訪湖上の初島および台船の２ヵ所より毎晩約500発。
全国の煙火店24社に提供いただいた各社の得意とする花火を初島から日替わりで
打上。（ホームページ内で各煙火店を紹介）
諏訪観光協会のホームページよりライブ映像を鑑賞可能。（YouTubeにて生配信）
コロナ禍において頑張っている皆様や自分自身への応援メッセージを花火玉に貼付
け打上げる参加型の試みを実施 。
詳細はホームページ参照  https://www.suwakanko.jp

一般社団法人諏訪観光協会、諏訪湖温泉旅館組合、諏訪市　の三者

10月1日㈮　2日㈯　8日㈮　9日㈯　13日㈬　14日㈭　15日㈮　16日㈯　22日㈮
23日㈯　29日㈮　30日㈯　の計12日間（雨天決行）　　１8時～　約10分間
＊新型コロナウイルス感染症の感染状況や天候によっては中止する場合もあります。

●



１ 日　時

２ 参加店舗

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR大糸線 「豊科駅・穂高駅」他各駅下車　　または

JR篠ノ井線「田沢駅・明科駅」下車で各店舗へ

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

●市内の各店舗で、安曇野産野菜を使ったスイーツを期間限定で販売します。
●シールラリーの開催
期間中、参加店シールラリーを開催し、加盟店で使える商品券を抽選でプレゼント
します。
【フェアプレイベント】
・日時：９月30日（木）、10月１日(金)14：00～18：00
・場所：安曇野市役所１階　「あったカフェ」
あったカフェと安曇野やさいスイーツプロジェクトの相互ＰＲを目的にやさいスイーツ
の特別先行販売を行います。
※新型コロナウイルス感染症拡大状況等により事業内容が変更・中止となる場合があります。

あづみ野菓子工房　彩香、安曇野sweets ペイサー樹 NOJIRI、あづみ野バザール
若松屋、あったカフェ、有明のパン屋さん、アレグリア、小柴屋、サントゥールムラカミ、
Chiffon、松月堂　西村商店、トリアノン　洋和菓子店、ホテルアンビエント安曇野(ル・
プラトー)、㈲丸山菓子舗  計13店舗

イベント 安曇野市

安曇野やさいスイーツフェア 2021

　安曇野市内の菓子店や飲食店などが、地産地消にこだわり、野菜を使った新作のスイーツを作る
「安曇野やさいスイーツプロジェクト」。第12回目となる「安曇野やさいスイーツフェア　2021」を
10月2日(土)～10月31日(日)に開催します。
　今年のテーマは「安曇野産スイートコーン＆夏秋イチゴ」！！また、フェアプレイベントとして
９月30日(木)、10月１日(金)に、安曇野市役所1階にある「あったカフェ」とコラボし、特別先行
販売も計画しています。
　今年も新作のやさいスイーツをぜひお楽しみください。

１０月２日（土)～３１日（日）　※営業時間は各店舗によって異なります。

安曇野やさいスイーツプロジェクト

長野道「安曇野IC」から安曇野市内各店舗へ

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

●

mailto:kankokoryu@city.azumino.nagano.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中央西線「藪原駅」より徒歩10分

（中山道薮原宿周辺　木祖村役場　隣）

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ) yabuhara-event@kisomura.com

木祖村

第３５回全国日曜画家中部日本展

　今年で35回目を数える画家展です。関東・東海地区を中心に全国の日曜画家の作品が、信州木祖
村に集まります。今年も136名の方から190点の日曜画家のみなさまに出品して頂きました。
　日曜画家の村を宣言して40年以上となる本村で紅葉とともに秋の芸術作品を楽しみにお出かけくだ
さい

１０月９日（土）～１７日（日）　９時～１７時（最終日は１６時まで）

木祖村　社会体育館（長野県木曽郡木祖村薮原1191-1）　木祖村役場　隣

http://www.vill.kiso.nagano.jp/kankou/nichiyou/nichiyou.html

やぶはら高原イベント実行委員会事務局（木祖村産業振興課内）
〒399-6201 長野県木曽郡木祖村薮原1191-1
0264-36-2766 0264-36-3344

イベント

やぶはら高原イベント実行委員会

中央道「伊那IC」から国道361号・19号を経由して約35分
長野道「塩尻IC」から国道19号経由で約40分

無料

全国の日曜画家の方々の作品展覧会です。今年も長野県知事賞、木祖村長賞をはじめ、
新聞社、テレビ放送会社、企業を含む多くの賞の作品が展示されます。また地元の小学生
が描いた絵画や木曽美術会の皆様の作品も展示いたします。
木曽の紅葉を楽しみながら、絵画展へお出かけして秋の芸術に触れてみてはいかがでしょうか。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、日程の変更または中止となる可能性がありま
す。また起こしいただく際は、マスク着用や身体的距離の確保などの感染防止対策にご協力いただ
きますとともに、体調の悪い方や過去２週間以内に発熱等の諸症状があった方のご来場をお控え
いただきますようお願いいたします。

●
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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] 長野電鉄「須坂駅」から須坂市街地まで徒歩約３０分

長野電鉄「須坂駅」から市民バス約５分臥竜公園入口から徒歩約５～１０分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://outdoorlifestyle-suzaka.com

（E-ｍａｉｌ) info@outdoorlifestyle-suzaka.com

Naturance OutdoorStyle（ナチュランスアウトドアスタイル）
〒382-0087 長野県須坂市須坂369-32
　090-1401-9414 

須坂市の臥竜公園・百々川緑地の広⼤なスペースを使いアウトドアイベントを開催し
ます。
個人向けの手作りクラフトやアウトドアに特化したフリーマーケットも開催し、様々な交
流も行います。
アウトドアワークショップなどアクティビティ、バーベキュー料理、須坂市の農産物マル
シェ、近隣地区の観光情報、アウトドアのアクティビティの紹介、アコースティックによ
るライブステージも披露されます。
その他、アウトドアのノウハウを活かした“防災”“エコ”“持続可能な資源の再利用”な
どの活動もサポートします。

アウトドアライフスタイル推進協議会

「須坂長野東IC」から須坂市街地まで約１５分

イベント 須坂市

OUTDOOR LIFESTYLE AND FEEL SUZAKA IN
臥竜公園百々川緑地

　須坂市の臥⻯公園・百々川緑地の広⼤なスペースを使いアウトドアイベントを開催します。
　「アウトドア」と「ライフスタイル」を繋ぐサービスや製品を楽しく体験、体感して頂き、日常生活がより豊
かになる様な新しいライフスタイルの選択肢を提案します。
　さらに、 本来であれば捨てられるはずの廃棄物に、 デザインやアイデアにより付加価値を持たせ、
また別の新しい製品にアップグレードする「アップサイクル」と「アウトドア」・「アップサイクル」と「ライフス
タイル」の有機的な繋がりも体験していただけます。

１０月３０日（土)～３１日（日）　　１０時～１６時

須坂市臥竜公園　百々側緑地公園（北側）

●
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