
開催日・期間 開催地

P1 11月27日～4月3日 佐久穂町

P2 12月17日～3月13日 大町市

P3 12月18日～3月27日 立科町

P4 12月18日～3月27日 大町市

P5 3月1日～2月28日 辰野町

P6 10月1日～1月31日
岡谷市・塩尻市
辰野町

P7 11月15日～1月31日 山ノ内町

※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

「八千穂高原スキー場」OPEN早ッ！！

辰野町観光協会主催　フォトコンテスト2021

白樺高原国際スキー場・しらかば2in1スキー場
オープン！！

HAKUBA VALLEY 鹿島槍スキー場 オープン

HAKUBA VALLEY 爺ガ岳スキー場 オープン

塩嶺王城観光開発協議会
インスタグラム ＃キャンペーン

山ノ内町インスタグラムフォトコンテスト
- 2021 autumn&winter -

２０２１年１１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：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12

新着情報

参加募集

アルクマ便り



P8 7月3日～2月28日 松本市

P9 12月11日～3月21日 原村

P10 11月2日～4月24日 須坂市

P11
～１２

12月1日～2月28日 松本市

P13 12月3日～5日 安曇野市

P14 12月4日～1月31日 安曇野市

P15 12月18日～2月13日 軽井沢町

P16
～19

長野県

　▼「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

カピパラ温泉

松本市イルミネーション

塚田 裕　展　INSIDE/OUTSIDE　(八ヶ岳美術館）

第10回安曇野神竹灯

2021Azumino.光のページェント

軽井沢白糸の滝真冬のライトアップ

信州スキー場　オープン情報１・２・３

パルコde美術館

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」

博物館・美術館
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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]

中央自動車道「長坂IC」から約55分

[列車で] JR小海線 「八千穂駅」よりタクシー30分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://yachiho-kogen.com/ski/

（E-ｍａｉｌ) info@yachiho-kogen.com

（その他） facebook　https://www.facebook.com/yachihoski/

0267-88-3866 0267-88-3969

八千穂高原スキー場

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
〒384-0703　長野県南佐久郡佐久穂町千代里2093

●初滑りキャンペーン！
・OPEN～12/24まではとってもお得な初滑り料金！
・まだまだ他のスキー場がOPENしていない時期から
友達に差をつけるには絶好のチャンス！
・更にキッズランドは12月中旬OPEN予定で同じく12/24までは
入場無料でそりや雪遊びが楽しめます！
・ご家族やご友人と一足早くスキーや雪遊びを満喫しちゃおう！
●大変お得な団体割引あります。
●ゲレンデ貸し出しできます。

新着情報 佐久穂町

「八千穂高原スキー場」OPEN早ッ！！

　信州・北八ヶ岳の標高1830ｍに位置し豊富な自然雪と圧倒的な人工降雪で雪の心配いらず！
 コンパクトながら8つの個性的なゲレンデと多彩なアトラクションで1日中飽きずに滑れます！
ゲレンデに隣接した5つの個性的なペンションでの宿泊型スキーも満喫！（一部のペンションは
スキーインが可能）

１１月２７日（土)～２０２２年４月３日（日）　

八千穂高原スキー場

リフト料金（平日）大人3500円／高校生・ミドル・シニア2500円／子供1500円

●

https://yachiho-kogen.com/ski/#
mailto:info@yachiho-kogen.com#


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] ＪＲ大糸線 「信濃大町駅」よりシャトルバス

またはタクシーで約15分

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

（その他） ※天候によって営業期間が変更になる場合があります。

リフト料金：大人3,900円　小人（3歳～中学生）2,300円

HAKUBA VALLEY 爺ガ岳スキー場
〒398-0001 　長野県大町市平4819

営業時間：8時30分～16時00分(シーズン通して）

【設置内容】　リフト4基　ナイター営業なし
【スクール】　SAJ公認　爺ガ岳スキー学校　☎0261-23-4355
　　　　　　　　SIA公認　Gスキーアカデミー　☎0261-23-7500
　　　　　　　　JSBA公認　岸正美スノーボードスクール　☎0261-22-3005

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から約45分　

詳しくは爺ガ岳スキー場にお問い合わせください。

0261-22-4811

トロイカ料金：全年齢共通　1回券150円　11回券1,500円

※シーズン券、シニア券、ファミリー券等あり。

0261-22-0551　

新着情報 大町市

HAKUBA VALLEY 爺ガ岳スキー場 オープン

　はじめの一歩は爺ガ岳で！大人気のトロイカと広く見通しの良い傾斜面はキッズファミリーや
グループに最適！広々なキッズパークは1日楽しく遊べます。スクールは多彩なプログラムで
初心者から、レベルに合わせたレッスンが受講できます。
 昨シーズン大人気だったスノーモービルツアーがパワーアップ、今年は朝から晩までスノー
モービルを満喫できます。

営業期間：１２月１７日（金)～２０２２年３月１３日（日）（予定）

HAKUBA VALLEY 爺ガ岳スキー場

●

https://www.jiigatake.com/#


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

上信越道佐久平ICから50分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://shirakaba-ski.jp(白樺高原国際スキー場）

http://www.2in1.jp/ （しらかば２in１スキー場）

（E-ｍａｉｌ) info@whitebirch.co.jp

（その他） ※天候によって営業期間が変更になる場合があります。

新着情報 立科町

白樺高原国際スキー場・しらかば2in1スキー場　オープン！！

　2021-22シーズンはここ数年の暖冬対策として、人工降雪機を増設し例年12月中旬のオープンを11
月20日（土）に前倒ししてオープン（予定）です。年間を通しての晴天率は80%、ゲレンデ幅が広く開放
感抜群のコース設計、降雪機でいつも最高コンディションが保たれ、本格スキーヤー、スノーボーダー
だけでなく、ゲレンデデビューのお子様も満足いただける両スキー場です。今シーズンから自動改札
機も導入しスムーズにリフト乗車できるようになります。さらに、立科町のふるさと納税返礼品に今シー
ズン初めて両スキー場のシーズン券・リフト券が追加になりました。ふるさと納税の返礼品も活用して、
ぜひ立科町のスキー場へお越しください！
　

レギュラーシーズン　１２月１８日（土）～２０２２年３月２７日（日）

白樺高原国際スキー場・しらかば２in１スキー場

白樺高原国際スキー場・しらかば２in１スキー場

中央自動車道諏訪南ICから50分

リフト１日券　大人4,800円　学生・ミドル4,320円　子ども・シニア2,800円

しらかば高原株式会社
〒384-2309 長野県北佐久郡立科町芦田八ヶ野743
0267-55-6000

白樺高原国際スキー場
初滑り期間：11月20日～12月17日までの土・日・祝日　営業時間９時～15時
一般営業期間：12月18日～2022年３月27日の毎日　営業時間8時30分～16時30分

しらかば２in１スキー場
初滑り期間：11月20日～12月17日までの毎日　営業時間９時～15時
一般営業期間：12月18日～2022年3月27日の毎日　営業時間８時30分～16時30分
春スキー期間：2022年3月28日からの毎日（雪がなくなるまで）　営業時間９時～15時

※詳しくはしらかば高原株式会社までお問合せください。

0267-55-7369 ●

https://shirakaba-ski.jp/#
http://www.2in1.jp/#
mailto:info@whitebirch.co.jp#


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] ＪＲ大糸線 「信濃大町駅」よりシャトルバス約45分

中綱ゲレンデへはＪＲ大糸線 「簗場駅」徒歩10分

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

（E-ｍａｉｌ) kashimayari@kashimayari.net

（その他） ※天候によって営業期間が変更になる場合があります。

営業期間：12月18日（土)～2022年3月27日（日）（予定）

HAKUBA　VALLEY鹿島槍スキー場

〒398-0001 　長野県大町市平ソデノ原20490-4

【託児所】　　 完全予約制　対象年齢:２歳から６歳(未就学児)
【設置内容】　リフト５基　スノーエスカレーター３基
【スクール】 　SAJ公認「鹿島槍スキー＆スノーボードスクール」　☎0261-23-1411
　　　　　　　　JSBA公認　AZプロスノーボーディングスクール　☎0261-85-0305

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から約50分　

リフト料金　1日券：大人4,000円　シニア・学割3,700円　小人（小・中学生）2,400円

HAKUBA　VALLEY鹿島槍スキー場

0261-23-1231　 0261-22-2065

※その他お得DAYやファミリー割りなど！詳しくは鹿島槍スキー場へお問い合わせ下さい。

営業時間：8時30分～16時00分　特定日のみナイター営業あり（16時00分～20時30分）

新着情報 大町市

HAKUBAVALLEY鹿島槍スキー場　オープン

ポケモンスノーアドベンチャー　　1日券：大人1,900円～　小人（小・中学生）1,500円～

「初めての雪山を最高の思い出に」 初めて体験を全力応援！
“初めての雪遊び” “初めてのスキー＆スノーボード” は鹿島槍スキー場でデビューしよう!!
ゲレンデ中央に新設のアクティビティパーク 「ポケモン スノーアドベンチャー」 内には最大

６レーン の巨大スノーチュービングがドドーンと登場!!
小さなお子様も楽しめる雪遊びエリアや初心者も安心して練習できるデビューゲレンデも新設。
今年の冬はファミリーで楽しい鹿島槍スキー場へ!!

●

https://www.kashimayari.net/#
mailto:kashimayari@kashimayari.net#


１ 日　時

２ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「宮木駅」より徒歩10分　　

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://kankou.town.tatsuno.nagano.jp/

（E-ｍａｉｌ) kankou@town.tatsuno.lg.jp

参加募集 辰野町

　辰野町観光協会では、日本のど真ん中・信州たつのをテーマに美しい情景を写したフォトコンテスト
2021を実施いたします。
　四季折々の自然や行事、暮らしなど辰野町の魅力がつまった作品のご応募をお待ちしております。
（スマートフォンで撮影した写真でも応募できます。辰野町内で撮影した写真に限ります。）

３月１日（月)～２０２２年２月２８日（月）　　

①応募資格
　どなたでもご応募いただけます。
②募集作品
　カラープリント（デジタルかリバーサルフィルム）四つ切（W４可）、A4、A3、A3ノビ
　スマートフォンで撮影した写真でも応募可能です。
③撮影期間
　３月１日～２０２２年２月28日の期間に辰野町で撮影したもの。

※入賞作品の著作権は撮影者に帰属しますが、入賞作品の公開、発表、使用の権利（各種
広告媒体への掲載、ホームページや辰野町観光協会が作成する物品で使用)は、主催者であ
る辰野町観光協会に帰属します。人物を撮影した作品の場合は、必ずその方の承諾を得てく
ださい。）

詳しくはこちらから

辰野町観光協会主催　フォトコンテスト2021

辰野町観光協会

中央自動車道「伊北インターIC」から約40分　

辰野町観光協会事務局（辰野町役場産業振興課内）
長野県上伊那郡辰野町中央１番地
0266-41-1111 0266-41-4651

●

http://kankou.town.tatsuno.nagano.jp/#


応募内容 ・応募期間

≪主　　催≫

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

https://enreiojo.jp　（塩嶺王城観光開発協議会公式ＨＰ）

kankou@town.tatsuno.lg.jp

辰野町役場　産業振興課　観光係
長野県上伊那郡辰野町中央１番地
0266-41-1111 0266-41-4651

塩嶺王城観光開発協議会 （岡谷市・塩尻市・辰野町）

　塩嶺王城観光開発協議会では、インスタグラム＃キャンペーンの作品を募集中です。
　募集部門は「自転車の部」と「一般の部」の２部門。
　「自転車の部」では、写真内に自転車が写っていたり、自転車に関する施設の写真などの、
自転車にかかわる写真を投稿してください。
　「一般の部」では、写真のテーマやジャンルは自由です。塩嶺王城の魅力あふれる写真を投稿して
ください。
　定番の観光スポットはもちろんのこと、知る人ぞ知る隠れ家的な観光スポットや風景など、どしどし
ご応募ください！

・応募部門
　【自転車の部】　写真内に自転車が写っていたり、自転車に関する施設の写真などの、
　　　　　　　　　　　自転車にかかわる写真を投稿してください。
　【一般の部】　　 写真のテーマやジャンルは自由です。
　　　　　　　　　　　塩嶺王城の魅力あふれる写真を投稿してください。
・応募方法
　（１）塩嶺王城や、岡谷市地籍内・塩尻市地籍内・辰野町地籍内から、撮影テーマに
　   　沿った写真を撮影。（過去に撮影をした写真も応募可能）
　（２）塩嶺王城観光開発協議会公式アカウント「@enrei_ojo」をフォロー。
　（３）以下の情報をキャプションに入力して Instagram に投稿。
　　 　１．応募用ハッシュタグ
　　 　２．撮影場所または店名（できるだけ詳しく）
・応募用ハッシュタグ
　（１）応募用ハッシュタグのない投稿は、審査の対象外となります。
　　　 ・#塩嶺王城 …………全投稿必須
　　　 ・#サイクル三国志……自転車の部の場合必須
・イベントの詳細につきましては、特設ホームページをご確認ください。
　※この事業は、令和３年度「長野県地域発元気づくり支援金」を活用しています。

参加募集 岡谷市・塩尻市・辰野町

塩嶺王城観光開発協議会
インスタグラム ＃キャンペーン

 １０月１日（金)～２０２２年１月３１日（月）

●

詳細ページへのQRコード

https://enreiojo.jp　（塩嶺王城観光開発協議会公式ＨＰ）#
mailto:kankou@town.tatsuno.lg.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」より車/タクシーで約60分

長野電鉄「湯田中駅」より徒歩約6分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） www.town.yamanouchi.nagano.jp

（E-ｍａｉｌ) kanko@town.yamanouchi.lg.jp

参加募集 山ノ内町

山ノ内町インスタグラムフォトコンテスト
- 2021 autumn&winter -

　みなさんの秋・冬の山ノ内町の思い出、とっておきの一枚をインスタグラムフォトコンテストにご投稿
ください！今年撮影した写真、以前に山ノ内町を訪れた時に撮影した写真、どちらでも構いません。
　風景、生き物、グルメといったあなたが見つけた「山ノ内町のこんなところ」、「自慢の一枚」など、
あなたのお持ちの「わたしのやまのうち」をぜひシェアさせてください。

１１月１５日（月)～２０２２年１月３１日（月）　

山ノ内町　町内全体

●山ノ内町で撮影された写真なら「行きたい」「見たい」「食べたい」テーマはなんでも
ＯＫ。ハッシュタグわたしのやまのうち（#わたしのやまのうち）を付けて、ご応募くださ
い。今年撮影されたものではなく、前に撮影した秋・冬の山ノ内町の写真でもご応募
を受け付けております。

●応募方法
ステップ1
山ノ内町観光インスタグラム公式アカウント@love_yamanouchiをフォロー
ステップ2
写真のキャプションに「＃わたしのやまのうち」、部門、タイトル、撮影場所、撮影者の
コメントを記載し、公式アカウント「@love_yamanouchi」をタグ付けして投稿

山ノ内町観光商工課

上信越自動車道「信州中野IC」から約40分　

山ノ内町観光商工課
〒381-0498　長野県下高井郡山ノ内町平穏3352-1
0269-33-1107 0269-33-1104

●

http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/#
mailto:kanko@town.yamanouchi.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 「松本駅」より徒歩３分

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

（E-ｍａｉｌ) museum01@city.matsumoto.lg.jp

美術館 松本市

パルコde美術館

　アートの力で新たな人の流れを呼び起こし、中心市街地を活性化させるためのプロジェクト「松本ま
ちなかアートプロジェクト2021」が７月からはじまりました。その事業の中心となるのが、今年度大規模
改修工事に伴い休館中の松本市美術館がプロデュースする「パルコde美術館」です。松本パルコ６階
フロアと屋上を会場に、約８ヶ月間にわたって、松本市美術館が注目する現代アーティスト１２人の作
品―彫刻、漆芸、写真、絵画、インスタレーションなど、多様な表現世界をご紹介しています。一部の
作家作品を入れ替え会期を４回に分けて開催し、１０月３０日から第３期の展示がはじまりました。

７月３日（土)～２０２２年２月２８（月）　　１０時～１８時

松本パルコ６階

松本まちなかアートプロジェクト2021実行委員会

長野自動車道「松本IC」から約10分　

（※水曜日休館(ただし祝日の場合は開催）

５００円(中学生以下無料)

松本市美術館
長野県松本市中央４丁目２－２２
0263-39-7400 0263-39-3400

●展示作家のご紹介
   展示室内の作品は撮影が可能です（一部除外）。ただし、動画の撮影は禁止です。

●

A室 B室 C室 D室 E室 F室 G室 屋上

1期
 7月3日(土)
　　～8月29日(日)

須藤 康花 中嶋 明希

2期
 9月2日(木)
　　～10月26日(火)

矢島 史織

3期
 10月30日(土)
　　～12月26日(日)

小林　努

4期
 2022年1月2日(日)
　　　   ～2月28日(月)

伊藤 三園 橋本　遥

展示期間

千田 泰広千田 泰広

磯部 昭子

大曽根 俊輔 飯沼 英樹 草間 彌生

佐藤 大史

AKIKO ISOBE 草間彌生《大いなる巨大な南瓜》2017年小林努《機械都市山水図》2020年



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

美術館 原村

塚田 裕　展　INSIDE/OUTSIDE

　長野県諏訪郡富士見町にて制作活動する造形作家―塚田 裕(ひろし)。植物や麦わら、木の枝など八ヶ岳
山麓の自然のなかで採取された素材を使い、美しい色彩と調和するスケールの大きな抽象絵画など作品を
残している。今回の展覧会では自身の内側（インサイド）にそのまなざしを転じ、八ヶ岳美術館の内外空間
いっぱいに絵画とインスタレーション（空間を作品化するアート）を制作、展示する。

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

12月11日（土)～2022年3月21日（月）　　9時～１7時
※12月6日～10日展示替え/12月29日～2022年1月3日年末年始の為　休館

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】
■公開制作　12月1日（水）～12月10日（金）　9：00～16：30
　本展に先立ち、作品制作の様子を館外にてご覧いただけます
　会場：八ヶ岳美術館 前庭　※12月6日～10日は展示替えの為 館内は休館です
■トークセッション
1. 作家によるギャラリートーク　12月25日（土）　13：30～15：00
2. 講演「空間芸術について」1月20日（木）　13：30～15：00
3. クロストーク　3月12日（土）　13：30～15：00
　飯嶋昌之（写真家／グラフィックデザイナー／一級建築士MID works主宰）×小川格（画家）×塚田裕
各イベントとも参加費：無料（入館料別途・要予約）　会場：八ヶ岳美術館 企画展示室
■造形ワークショップ　きみの“インサイド（内側）”をつくろう！
　箱の中に自分の「内側の風景」をテーマに表現します
　日時：2月12日（土）13：30～15：00
  講師：塚田裕　　参加費：500円（材料費込み・入館料別途）

●

https://yatsubi.com/#
mailto:yatsubi1@po19.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]

市民バスかタクシーで約５分

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

（E-ｍａｉｌ) suzakazoo@city.suzaka.nagano.jp

イベント 須坂市

カピバラ温泉

　今年もいよいよ始まります！信州須坂冬の風物詩「カピバラ温泉 」♨
　カピバラの家族が暖かいお風呂に浸かっての～んびり！
　ゆっくりと温泉につかるカピバラたちを見れば、きっとあたたかい気持ちになります。
　また季節に合わせて菊風呂、かりん湯、みかん湯など開催されます。

１１月２日(火）～２０２２年４月２４日（日）

須坂市動物園

【カピバラ温泉の時間】
１１月２日(火)～２０２２年４月２４日(日)
【平日】１１時～１１時３０分
【土・日・祝日】１１時～１１時３０分、１４時～１４時３０分
【休園日】
月曜日（祝日の場合は翌日）12/29～12/31 　※４・５・８月は無休

須坂市動物園（臥竜公園管理事務所）

上信越自動車道「須坂長野東IC」から約１０分

一般２００円／小・中学生７０円　　※未就学児無料

須坂市動物園（臥竜公園管理事務所）
〒382-0028　須坂市臥竜2-4-8（臥竜公園内）
　026-245-1770 026-248-1793

長野電鉄「須坂駅」より徒歩で約２０分　または　　

●

https://www.city.suzaka.nagano.jp/suzaka_zoo/#


イベント 松本市

松本市イルミネーション

　松本市の中心市街地から松本城公園へ優しく温かな光が灯り、冬の「まつもと」を照らします。
　今年は、レーザープロジェクションマッピング「松本城～氷晶きらめく水鏡～」で、普段とちがう
幻想的な松本城をご覧いただけます。
　期間中は、季節に合わせて演出が変わる他、キャンペーンやタイアップイベントなども多数予定し、
街全体をイルミネーションで盛上げます。
　冬を楽しむ宣言！この冬、大切な人とお楽しみください！



１ 日　時

３ 入場料
４ 内　容

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「松本駅」より徒歩約１５分
JR「松本駅」よりタクシーで約５分、路線バスで約１０分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（E-ｍａｉｌ) yuuta_tsujimoto@city.matsumoto.lg.jp

さわやか信州松本フェスティバル組織委員会

松本城公園　他
（※渋滞緩和及び環境配慮のため、公共交通のご利用をお願いします。）
無料

２ 会　場

●イベント概要
　【松本城レーザーマッピング】
　 ・タイトル：松本城～氷晶きらめく水鏡～　　・点灯：午後６時～午後９時
　 ・内容：プログラミング制御により、レーザー及びラインスポット、スポットライトの照明
　　 　　　 に合わせて音響を流す一体的な演出（２０分に１回、３分の演出）
　 〇ポイント：季節（クリスマス、お正月、氷彫フェスティバル、バレンタイン）に合わせ
　　　　　　　　 た特別な演出も実施します。
   【松本城公園・大名町・千歳橋イルミネーション】
　 ・点灯：午後５時～午後１０時
　 ・内容：松本城公園の行灯が連動して揺らめき、大名町通りから千歳橋へ約８万球
　　 　　　  のあかりが灯る
●その他のイベント概要
　 【キッチンカー広場】
　　・期日：毎週金・土曜日、午後５時～午後９時　※ 予定
　  ・会場：松本城公園
　　・内容：キッチンカーのテーマを設定し、特色のある飲食ブースを提供
　 【キャンドル・ナイト】
    ・期日：１２月１７日(金）、１月２１日(金）、２月１０日(木）　※ 予定
    ・会場：松本駅前広場　他
　　・内容：会場内へ竹筒キャンドルや蜜ロウキャンドルによる点灯、キャンドルへのメ
　　　　　　 ッセージ書込み、温かい飲み物の提供　等
●関連事業
　【城下町へ灯るAKARIキャンペーン】
　・概要：松本市イルミネーションと連携し、市街地各商店街・大型商業施設の連携に
　　　　　 よる様々な取組みを実施
  ・内容：街頭フラッグジャック、松本パルコ巨大イルミツリー＆フォトスポット、フォトコ
　　　　　 コンテスト　等
  【まつもと冬割キャンペーン】
　・概要：１２月から県内在住者、松本空港利用者を対象に、５，０００円お得に旅行が
　　　　　 楽しめるキャンペーンを実施（宿泊割・地域クーポン発行）

松本市観光プロモーション課
〒390-0874　
0263-34-8307 0263-34-3049

長野自動車道「松本IC」から約１５分　

イベント 松本市

松本市イルミネーション

１２月１日（水)～２０２２年２月２８日（月）　１７時～２２時

●

松本市イルミネーション

氷の結晶
松本市イルミネーション
HP

松本市イルミネーション

松本城～氷晶きらめく水鏡～

mailto:yuuta_tsujimoto@city.matsumoto.lg.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 「穂高駅」より徒歩5分

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

（E-ｍａｉｌ) hotaka@atlas.plala.or.jp

イベント 安曇野市

第10回安曇野神竹灯

　安曇野市では毎年12月に、安曇野神竹灯（あづみのかみあかり）が開催されます。
　穂高神社の御祭神である「穂高見命」（ほたかみのみこと）の姉にあたる大分県祖母山の神
「豊山姫」から竹灯籠が届きます。穂高神社の境内には竹灯籠が並べられ竹の中で優しい
ろうそくの灯りがともります。
　竹の中で揺れるあたたかな光が広がり皆様を神秘と幻想的な世界に誘います。

12月3日（金)～5日（日）　　１６時～２０時

安曇野市　穂高神社

安曇野神竹灯実行委員会

長野自動車道「安曇野IC」から約15分　

※お車でお越しの方は、穂高神社南側の登山者駐車場をご利用ください。

安曇野市観光情報センター
〒399-8303 長野県安曇野市穂高5952-3
0263-82-9363

●12月３日（金）～５日（日）の3日間の16：00頃～安曇野市穂高神社とその周辺に
竹灯籠を配置し点灯します。
●一般参加型点灯式
（ご参加の方は16：00までに点灯用のライターをご持参ください。）
※会場では点灯用ライターの販売をしています。
安曇野神竹灯は、感染症対策を施した実施した上で開催します。
安曇野神竹灯が、すこしでも皆様のコロナ禍での不安な気持ちの癒しなれば
嬉しく思います。
※11/5現在、竹の本数は未定です。
※毎年開催しておりました神楽殿でのライブ並びに飲食の提供は致しません。

0263-87-9361

●

https://kamiakari.com/#
mailto:hotaka@atlas.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大糸線「柏矢町駅」より徒歩25分　　または

JR大糸線「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） https://azuminohikari.wixsite.com/azuminohikari

（E-ｍａｉｌ) village@topaz.ocn.ne.jp

Azumino.光のページェント実行委員会　事務局
〒399-8201 長野県安曇野市豊科南穂高6780ビレッジ安曇野内

0263-72-8568 0263-72-8569

安曇野の里（約２ヘクタール）の敷地に色とりどりのイルミネーションを点灯。
幻想的な光の世界が広がります。
　　○大小のツリーと光のトンネル
　　○干支や、キャラクターのほか、ガラスを使ったイルミネーション　など

※新型コロナウイルス感染症防止のため、マスクの着用、間隔をとってお楽しみください。

Azumino.光のページェント実行委員会

長野自動車道「安曇野IC」から約10分　

イベント 安曇野市

2021Azumino.光のページェント

　「子ども達に夢を与えたい」と集まった市民有志によるイルミネーションイベント。
　１０ｍのメインツリーをはじめ、あづみ野ガラス工房の作家たちによるガラスを使ったイルミネーション
など、手づくりならではのユーモラスで温かい光が安曇野の夜を彩ります。

１２月４日（土)～２０２２年１月３１日（月）　　１７時～２３時

安曇野の里

●

https://azuminohikari.wixsite.com/azuminohikari#
mailto:village@topaz.ocn.ne.jp#


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

JR 「軽井沢駅」より約12Km。25分。

[列車で] JR「軽井沢駅」よりタクシーかレンタカーで25分。

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.karuizawa-shw.com/

（E-ｍａｉｌ) info@karuizawa-shw.com

イベント 軽井沢町

軽井沢白糸の滝真冬のライトアップ

　上信越国立公園内にある軽井沢の名所のひとつ白糸の滝をライトアップし、冬の軽井沢の
「自然の素晴らしさ」を体感できます。
　今年のテーマは　『ルイザ冬の魔法～星/雪/水/光～』　軽井沢町のキャラクター
ルイザが白糸の滝に魔法をかけてくれました。幻想的な空間をお楽しみください。

12月18日（土)～2022年2月13日（日）　期間中13日間開催

軽井沢町白糸の滝

入場は無料ですが白糸ハイランドウェイ通行料が必要です。（普通車500円）

株式会社白糸ハイランドウェイ
〒389-0104 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東10-24
0267-31-0070 0267-46-8688

●自然を活かした星と雪と水と光のコラボレーション。
●開催日・開催時間
・クリスマスセッション
　2021.12/18（土）19（日）、24（金）～26（日）　5日間　17：00～19：00
・ニューイヤーセッション
　2022.1.7（金）～10（月）　4日間　17：00～19：00
・バレンタインセッション
　2022.2.10（木）～13（日）　4日間　17：30～19：30

株式会社白糸ハイランドウェイ/軽井沢町　共催

上信越自動車道「碓氷軽井沢IC」から約40分　

●

http://www.karuizawa-shw.com/#
mailto:info@karuizawa-shw.com#


信州スキー場　オープン情報1.

上信越自動車道沿線エリア

スキー場名　 オープン日 市町村名 TEL ホームページ

さかえ倶楽部スキー場 12月18日（土） 栄村 0269-87-3333 http://www.sakaeclub.jp/

野沢温泉スキー場 11月2７日（土） 野沢温泉村 0269-85-3166 http://www.nozawaski.com/

戸狩温泉スキー場 12月2５日（土） 飯山市 0269-65-2359 https://togari.jp/winter/

斑尾高原スキー場 12月18日（土） 飯山市 0269-64-3214 http://www.madarao.jp/ski/

北信州木島平スキー場 12月18日（土） 木島平村 0269-82-3434 http://kijimadaira-ski.com/

牧の入スノーパーク 12月18日（土） 木島平村 0269-82-4150 https://makinoiri.com/

タングラムスキーサーカス 12月18日（土） 信濃町 026-258-3673 http://www.tangram.jp/ski/

黒姫高原スノーパーク 12月25日（土） 信濃町 026-255-3176 http://www.kurohime-kogen.co.jp

いいづなリゾートスキー場 12月24日(金） 飯綱町 026-253-3911 http://iizunaresort.com

X-JAM高井富士 12月25日（土） 山ノ内町 0269-33-6252 http://x-jam.jp

よませ温泉スキー場 12月25日（土） 山ノ内町 0269-33-2377 http://x-jam.jp

北志賀小丸山スキー場 12月18日（土） 山ノ内町 0269-33-6621 http://www.komaruyama.jp

竜王スキーパーク 12月　4日（土） 山ノ内町 0269-33-7131 http://www.ryuoo.com

志賀高原スキー場 山ノ内町 0269-34-2404 http://www.shigakogen.gr.jp/

 　サンバレースキー場 12月18日（土） 山ノ内町 0269-34-2255 https://shigakogen.co.jp/highlight/sunvalley

　丸池スキー場 12月18日（土） 山ノ内町 0269-34-2255 https://shigakogen.co.jp/highlight/maruike

　蓮池スキー場 12月25日（土） 山ノ内町 0269-34-2255 http://shigakogen.co.jp/highlight/hasuikeski

　ジャイアントスキー場 12月18日（土） 山ノ内町 0269-34-2524 http://shigakogen.co.jp/highlight/giant

　発哺ブナ平スキー場　 12月18日（土） 山ノ内町 0269-34-2524 https://shigakogen.co.jp/highlight/buna

　東館山スキー場 12月18日（土） 山ノ内町 0269-34-2231 https://shigakogen.co.jp/highlight/higashitateyama

　西館山スキー場 12月18日（土） 山ノ内町 0269-34-2041 https://shigakogen.co.jp/highlight/nishitateyama

　高天が原マンモススキー場 11月27日（土） 山ノ内町 0269-34-2041 https://shigakogen.co.jp/highlight/takamahara

　タンネの森オコジョスキー場 12月18日（土） 山ノ内町 0269-34-2241 https://shigakogen.co.jp/highlight/tanne

　一ノ瀬ファミリースキー場 12月18日（土） 山ノ内町 0269-34-2241 https://shigakogen.co.jp/highlight/ichinosefamily

　一ノ瀬ダイヤモンドスキー場 12月18日（土） 山ノ内町 0269-34-2556 https://shigakogen.co.jp/highlight/ichinose_ski

　一ノ瀬山の神スキー場 12月18日（土） 山ノ内町 0269-34-2556 https://shigakogen.co.jp/highlight/yamanokami

　寺子屋スキー場 12月18日（土） 山ノ内町 0269-34-2231 https://shigakogen.co.jp/highlight/terakoya

　熊の湯スキー場 11月13日（土） 山ノ内町 0269-34-2166 https://www.kumanoyu.co.jp/lift/

　横手・渋峠スキー場 11月20日（土） 山ノ内町 0269-34-2600 https://yokoteyama2307.com/

　焼額山スキー場 12月4日（土） 山ノ内町 0269-34-3117 https://www.princehotels.co.jp/ski/shiga/winter/

　奥志賀スキー場 12月4日（土） 山ノ内町 0269-34-2225 http://www.okushiga.jp/skiresort/

　　　　　　　　　　オープン日は予定です。積雪の状況によって変動します。

http://www.sakaeclub.jp/
http://www.nozawaski.com/
https://togari.jp/winter/
http://www.madarao.jp/ski/
http://kijimadaira-ski.com/
https://makinoiri.com/
http://www.tangram.jp/ski/
http://www.kurohime-kogen.co.jp/
http://iizunaresort.com/
http://x-jam.jp/
http://x-jam.jp/
http://www.komaruyama.jp/
http://www.ryuoo.com/
http://www.shigakogen.gr.jp/
https://shigakogen.co.jp/highlight/sunvalley
https://shigakogen.co.jp/highlight/terakoya


信州スキー場　オープン情報1.

上信越自動車道沿線エリア

スキー場名　 オープン日 市町村名 TEL ホームページ

YAMABOKUワイルドスノーパーク 12月18日（土） 高山村 026-242-2505 http://www.yamaboku.jp

山田温泉キッズスノーパーク 未定 高山村 026-242-1122 https://shinshu-takayama-onsenkyo.com/facility/kids-ski-park/

REWILD NINJA SNOW HIGHLAND 12月25日（土） 須坂市 0268-74-2561 https://rewild-ninja-snow-highland.com/

戸隠スキー場 12月11日（土） 長野市 026-254-2106 https://www.togakusi.com/ski/

菅平高原スノーリゾート 12月10日 (金) 上田市 0268-74-2003 http://sugadaira.com/

上田市武石番所ヶ原スキー場 12月18日（土） 上田市 0268-86-2213 http://unkeiso.com/bansyogahara.html

湯の丸スキー場 11月20日（土） 東御市 0268-64-0400 http://www.yunomaru.co.jp

アサマ2000パーク 11月20日（土） 小諸市 0267-23-1714 http://www.asama2000.com/

軽井沢プリンスホテルスキー場 11月 3日(水) 軽井沢町 0267-42-5588 https://www.princehotels.co.jp/ski/karuizawa/winter/

佐久スキーガーデン「パラダ」 12月18日（土） 佐久市 0267-67-8100 http://www.saku-parada.jp/

　　　　　　　　　　オープン日は予定です。積雪の状況によって変動します。

http://www.yamaboku.jp/
https://rewild-ninja-snow-highland.com/
https://www.togakusi.com/ski/
http://sugadaira.com/
http://unkeiso.com/bansyogahara.html
http://www.yunomaru.co.jp/
http://www.asama2000.com/
https://www.princehotels.co.jp/ski/karuizawa/winter/
http://www.saku-parada.jp/


信州スキー場　オープン情報2.

ビーナスライン・八ヶ岳エリア

スキー場名　 オープン日 市町村名 TEL ホームページ

八千穂高原スキー場 11月27日（土） 佐久穂町 0267-88-3866 http://yachiho-kogen.jp/ski

白樺高原 白樺国際スキー場 11月20日（土） 立科町 0267-55-6201 http://www.shirakaba-ski.jp/

しらかば2in1スキー場 11月20日（土） 立科町 0267-55-6868 http://www.2in1.jp/

ブランシュたかやまスキーリゾート 12月上旬 長和町 0268-69-2232 http://www.blanche-ski.com

小海リエックス・スキーバレー 12月11日（土） 小海町 0267-93-2537 http://www.reex.co.jp/KOUMI/SKI/

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳 12月11日（土） 川上村 0267-91-1001 http://www.chateraiseresort.co.jp/SKI/

白樺リゾート　池の平スノーパーク 12月25日（土） 茅野市 0266-68-2100 http://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/

車山高原SKYPARKスキー場 12月11日（土） 茅野市 0266-68-2626 https://www.kurumayama.co.jp/winter/

白樺湖ロイヤルヒル 12月11日（土） 茅野市 0266-68-2120 http://royalhill.co.jp/

ピラタス蓼科スノーリゾート 12月19日（日） 茅野市 0266-67-2009 http://www.pilatus.jp/

蓼科東急スキー場 12月26日（日） 茅野市 0266-69-3245 https://www.tateshina-tokyu.com/ski/

ファミリーゲレンデ霧ヶ峰スキー場 12月25日（土） 諏訪市 0266-53-1664 http://www.suwanet.net/~kirigamine/ski.htm

富士見高原スキー場 12月18日（土） 富士見町 0266-66-2932 http://fujimikogen-ski.jp/

富士見パノラマリゾート 12月上旬 富士見町 0266-62-5666 https://www.fujimipanorama.com/snow/

中央線木曽路エリア

スキー場名　 オープン日 市町村名 TEL ホームページ

やぶはら高原スキー場 12月18日（土） 木祖村 0264-36-3322 http://www.yabuhara-kogen.jp

きそふくしまスキー場 12月18日（土） 木曽町 0264-27-6021 http://www.kisofukushima-ski.com/

開田高原マイアスキー場 12月11日（土） 木曽町 0264-44-1111 https://asumo-g.co.jp/mia-ski/

御嶽スキー場 12月18日（土） 王滝村 0264-48-2240 https://ontake2240.jp/

オープン日は予定です。積雪の状況によって変動します。

http://yachiho-kogen.jp/ski
http://www.shirakaba-ski.jp/
http://www.2in1.jp/
http://www.blanche-ski.com/
http://www.reex.co.jp/KOUMI/SKI/
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http://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/
https://www.kurumayama.co.jp/winter/
http://royalhill.co.jp/
http://www.pilatus.jp/
https://www.tateshina-tokyu.com/ski/
http://www.suwanet.net/~kirigamine/ski.htm
http://fujimikogen-ski.jp/
https://www.fujimipanorama.com/snow/
http://www.yabuhara-kogen.jp/
http://www.kisofukushima-ski.com/
https://asumo-g.co.jp/mia-ski/
https://ontake2240.jp/


信州スキー場　オープン情報3.

北アルプスエリア

スキー場名　 オープン日 市町村名 TEL ホームページ

白馬コルチナスキー場 12月上旬 小谷村 0261-82-2236 http://www.hgp.co.jp/cortina/ski/

白馬乗鞍温泉スキー場 12月中旬 小谷村 0261-82-2821 http://www.hakuba-alps.co.jp/ski/

栂池高原スキー場 11月下旬 小谷村 0261-83-2515 http://www.tsugaike.gr.jp

白馬岩岳スノーフィールド 12月17日(金） 白馬村 0261-72-2780 https://iwatake-mountain-resort.com/winter

白馬八方尾根スキー場 12月上旬 白馬村 0261-72-3066 http://www.happo-one.jp

Hakuba47ウインタースポーツパーク12月上旬 白馬村 0261-75-3533 http://ｗｗｗ.hakuba47.co.jp/

エイブル白馬五竜 11月下旬 白馬村 0261-75-2101 https://www.hakubaescal.com/winter/

鹿島槍スキー場 12月18日（土） 大町市 0261-23-1231 http://www.kashimayari.net/

爺ガ岳スキー場 12月17日(金） 大町市 0261-22-0551 http://www.jiigatake.com/

聖高原スキー場 12月下旬 麻績村 0263-67-2145 http://www.vill.omi.nagano.jp/kanko/hijiri/000236.php

Mt.乗鞍スノーリゾート 12月11日（土） 松本市 0263-93-2645 http://www.norikura.co.jp

野麦峠スキー場 12月24日（金） 松本市 0263-79-2246 http://gakutoresort.jp

あさひプライムスキー場 12月25日（土） 朝日村 0263-99-3700 http://asahi-prime.com/

中央道・伊那路エリア

スキー場名　 オープン日 市町村名 TEL ホームページ

中央道伊那スキーリゾート 12月18日（土） 伊那市 0265-73-8855 http://inaski.com/

中央アルプス千畳敷スキー場 2022年春 駒ヶ根市 0265-83-3107 https://www.chuo-alps.com/hotel/ski/

駒ヶ根高原スキー場 12月下旬 駒ヶ根市 0265-83-4000 https://komaganeski.com/

ヘブンスそのはらＳnow　Ｗorld 12月24日(金） 阿智村 0265-44-2311 http://mt-heavens.com/winter/index.php

治部坂高原スキー場 12月18日（土） 阿智村 0265-47-1111 http://www.jibuzaka.co.jp

ひらや高原スキー場 12月25日（土） 平谷村 0265-48-2100 https://hiraya-kougen.com/

オープン日は予定です。積雪の状況によって変動します。
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