
開催日・期間 開催地

1P ～12月末頃＆2月28日 長野県

2P 12月5日～3月28日 飯山市

3P 12月24日～2月28日 駒ケ根市

4P 1月22日～2月28日 飯山市

5P 8月21日～10月10日 大町市

6P 11月1日～2月14日 山ノ内町

7P 12月中旬～3月下旬 大町市

8P 1月9日～3月28日 東御市

北アルプス国際芸術祭2020-2021

山ノ内町インスタグラムフォトコンテスト
- 2020 autumn & winter -

※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

初滑りは信州WELCOMEキャンペーン&
スノーウィークオンライン抽選キャンペーンを開催！

いいやま冬の名物「バナナボート」販売

中央アルプス駒ヶ根高原スキー場　オープン

レストランかまくら村

雪上ハイキング
北アルプス黒沢尾根カンジキツアー

ガイド付き
湯の丸スノーシュートレッキング

２０２０年１２月１５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／山浦義晴／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1

参加募集

新着情報



9P 11月26日～2月2日 長野県

10P 12月12日～3月25日 原村

11P 1月16日～4月18日 須坂市

12P 12月19日～2月14日 軽井沢町

13P 1月20日～24日 松本市

14P 2月6日 大町市

15P 2月11日 大町市大町あめ市

三十段飾り千体の雛祭り

　▼「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

長野県信濃美術館
東山魁夷館コレクション展第Ⅴ期

四季の野鳥展
～諏訪・八ヶ岳山麓から～（八ヶ岳美術館）

軽井沢白糸の滝真冬のライトアップ

国宝松本城氷彫フェスティバル2021

鹿島槍火まつり

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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安曇野市 

筑北村 
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大町市 
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池田町 

宮田村 

信濃町 
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1 月号 

 

長野県 
●初滑りは信州 WELCOME キャンペーン& 
スノーウィークオンライン抽選キャンペーンを開催！/1P  
●長野県信濃美術館  
東山魁夷館コレクション展第Ⅴ期/9P 

 

飯綱町 

大町市 
●北アルプス国際芸術祭 2020-2021/5P 
●雪上ハイキング 
北アルプス黒沢尾根カンジキツアー/7P 

●鹿島槍火まつり/14P 
●大町あめ市/15P 
 

山ノ内町 
●山ノ内町インスタグラムフォトコンテスト 

- 2020 autumn & winter -/6P 
 

飯山市 
●いいやま冬の名物「バナナボート」販売/2P 
●レストランかまくら村/4P 
 

https://www.go-nagano.net 

～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～  

 
観光総合サイト「さわやか信州旅.net」及びインバウンドサイト「Go！NAGANO」を統一し 
世界に NAGANO を発信するグローバルサイトとして生まれ変わりました。 

麻績村 

原村 
●四季の野鳥展  
～諏訪・八ヶ岳山麓から～（八ヶ岳美術館）/10P 
 

 豊丘村 

駒ケ根市 
●中央アルプス駒ヶ根高原スキー場 オープン/3P 
 

軽井沢町 
●軽井沢白糸の滝真冬のライトアップ/12P 

須坂市 
●三十段飾り千体の雛祭り/11P 
 

東御市 
●ガイド付き 湯の丸スノーシュートレッキング/8P 

松本市 
●国宝松本城氷彫フェスティバル 
2021/13P 

 



１ 日　時

スノーウィークオンライン抽選キャンペーン：２０２１年２月２１日～２８日

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪主　　催≫

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ) yukyaku@nagano-tabi.net

●WELCOMEキャンペーン：20-21シーズン平日限定リフト１日券が700名に当たる！
●スノーウィーク：21-22シーズン県内全スキー場共通リフトシーズン券が10名に、
20-21シーズン平日限定リフト１日券が300名に当たる！

●「yukiyama」アプリをダウンロード⇒県内のスキー場へ！⇒着いたら、アプリ内で
「チェックイン」⇒滑る、楽しむ！⇒後日、当選者にアプリ上でお知らせ。
プレゼント受け取りのための住所などを入力し、受け取り。

「スノーリゾート信州」プロモーション委員会

新着情報 長野県

初滑りは信州WELCOMEキャンペーン&
スノーウィークオンライン抽選キャンペーンを開催！

　この冬は「yukiyama」アプリを使って、信州のスキー場を楽しもう！！
　スキーヤー・スノーボーダーのためのポータルアプリ「yukiyama」と「スノーリゾート信州」プロモーショ
ン委員会が初コラボ！リフト券が当たるオンライン企画を実施します。
　リフレッシュには、平日がおススメ！「スノーウィーク」キャンペーンなら、平日にお越しの方の当選確
率が週末利用のなんと３倍！
　ぜひ、「分散型旅行」で信州のゲレンデへお越しくださいね。

初滑りは信州！WELCOMEキャンペーン：２０２０年１２月末頃まで

https://www.snowlove.net/yukiyama.php

長野県内の全スキー場　※期間中、オープンしているスキー場に限ります。

「スノーリゾート信州」プロモーション委員会事務局

026-234-7219 026-232-3233

なし　※アプリダウンロードと会員登録は無料。各スキー場のリフト券等は別途。

〒380-8570  長野県長野市大字南長野字幅下692-2長野県庁１F

mailto:yukyaku@nagano-tabi.net#
https://www.snowlove.net/yukiyama.php#


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR飯山線「信濃平駅」より徒歩約16分

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

新着情報 飯山市

いいやま冬の名物「バナナボート」販売

　柔らかいスポンジケーキに生クリームとバナナをはさんだ「バナナボート」。
　昭和50年頃より作り始めたといわれ、現在も市内の和洋菓子店で販売されています。そんなバナナ
ボートを、道の駅花の駅・千曲川で今年も土日限定販売します。一言で「バナナボート」といっても、各
店によって特徴はさまざま。毎週末３～４店の個性豊かなバナナボートが店頭に並ぶので、ぜひ食べ
比べをお楽しみください。

12月5日（土）～2021年3月28日（日）までの土日限定

道の駅 花の駅・千曲川内「Café里わ」

◎バナナボート土日限定販売
場所：cafe里わのスイーツコーナー
※バナナボートは10時頃から並びはじめ、売り切れ次第終了。

【市内バナナボート販売店】
上松製菓／京香屋／喜楽堂／サン、ローラン／大黒屋製菓舗／
梅月／パティスリーヒラノ／福田屋製菓舗／美芳屋製菓

▼冬の名物「バナナボート」を食べ比べしよう！
https://www.iiyama-ouendan.net/weekend/situation/friends/post-2.php

道の駅 花の駅・千曲川

上信越自動車道「豊田飯山IC」から約17分　

道の駅 花の駅・千曲川
〒389-2414　長野県飯山市大字常盤7425
0269-62-1887 0269-62-1889

●

https://www.chikumagawa.net/#


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「駒ヶ根駅」より路線バス「駒ヶ池」停留所まで１５分

「駒ヶ池」停留所より徒歩１０分

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

（E-ｍａｉｌ) info@chuo-alps-resort.com

新着情報 駒ヶ根市

中央アルプス駒ヶ根高原スキー場　オープン

　中央道駒ヶ根ICから車で３分とアクセス抜群！初心者向けのすずらんコースと中・上級者向けの
しらかばコースの２コースと雪遊びに最適なソリわくわくランドあり！安定した晴天率と雪質で
初心者のスキーデビューに最適なゲレンデです。毎週末スキーデビュー無料レッスンを開講。
　今年の冬は駒ヶ根高原でスキーデビュー！！

営業期間：１２月２４日（木)～２０２１年２月２８日（日）

営業時間：８時３０分～１６時３０分

0265-83-4000 0265-83-7229

中央アルプス駒ヶ根高原スキー場

リフト料金　１日券：大人３，８００円、U-20/シニア３，２００円、こども２，０００円

毎月第３日曜日はスキーこどもの日！小学生以下のこどもはリフト券無料！

中央自動車道「駒ヶ根IC」から約３分　

中央アルプス駒ヶ根高原スキー場
〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂5-879

●

https://chuo-alps-resort.com/ski/#
mailto:info@chuo-alps-resort.com#


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] 北陸新幹線「飯山駅」またはJR「戸狩野沢温泉駅」よりタクシーで15分

JR「飯山駅」より戸狩温泉スキー場行12分または

路線バス（小境線）17分信濃平下車

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.iiyama-ouendan.net/special/kamakura/

（E-ｍａｉｌ) info@iiyama-ouendan.net

（その他） [電話受付時間] 平日8:30-17:15

新着情報 飯山市

レストランかまくら村

1月22日(金)～2月28日(日)

信濃平　かまくらの里

　飯山市では冬になると、真っ白な雪原に大きなかまくらが 20基以上並び、飯山の冬の風物詩
「かまくらの里」として知られています。毎年1月下旬～2月下旬の1ヶ月間は、『レストランかまくら村』
がオープン。かまくらの中で、地元食材を使った信州味噌仕立ての「のろし鍋」を味わうことができます。
　一面銀世界のかまくらの里では、ソリ遊びや雪上車体験などもできるので、大人から子どもまで
思いっきり雪遊びを楽しめます。夜は明かりが灯され、幻想的な雰囲気が素敵です。

【日帰りプラン】※要予約
・お鍋プラン
＜期間＞2021年1月22日(金)-2月28日(日)※定休日なし
＜時間＞昼①11:00-12:30　②13:15-14:45(平日・土日祝共通)
　　　　　　夜平日③18:00-19:30　土日祝④16:30-17:45　⑤18:30-19:45※
＜内容＞かまくら利用+のろし鍋+おにぎり(飯山産コシヒカリ塩むすび)1人1個
＜料金＞昼 大人3,700円/小学生2,400円/未就学児 無料
　　　　　　夜 大人4,200円/小学生2,800円/未就学児 無料
・おやつプラン
＜期間＞2021年1月22日(金)-2月26日(金)　平日15:00-16:00
＜内容＞かまくら1時間利用+甘酒またはお汁粉1人1杯+雪上車体験
＜料金＞大人1,800円/子供1,200円
【宿泊プラン】※要予約
飯山旅々。サイトよりご確認ください。　https://www.tabi-tabi.com/

〒389-2253 長野県飯山市大字飯山772-6
0269-62-3133 0269-62-7003

（一社）信州いいやま観光局

上信越道「豊田飯山IC」から車で25分

（一社）信州いいやま観光局 営業企画課

●

https://www.iiyama-ouendan.net/special/kamakura/#
mailto:info@iiyama-ouendan.net#


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)

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　

前売り販売：一般2,000円、16歳～18歳1,000円
期間中：一般3,000円、16歳～18歳1,500円
※中学生（15歳以下)以下無料　　　2021年春頃発売予定

新着情報 大町市

北アルプス国際芸術祭2020-2021

　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」。この
度、来年2021年8月21（土）～10月10日（日）【51日間】で開催することが決定いたしました。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開催をいたします。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。

2021年8月21日（土)～10月10日（日）　【51日間】　　１０時～１７時

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)

https://shinano-omachi.jp

info@shinano-omachi.jp

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

JR 「信濃大町駅」より下車すぐ　　または

JR「長野駅」より雷鳥ライナーで約60分

●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
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]、アンマルサイハン・ナムスライ
ジャフ[モンゴル]、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]、カン・ヒジュン(姜希俊)[韓国]、菊池良太[日本]、木村崇人[日本]、串田和美
[日本]、倉迫康史(たちかわ創造舎)[日本]、コタケマン[日本]、ジミー・リャオ(幾米)[台湾]、シルパ・グプタ
[インド]、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]、藤巻亮太[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]、マームとジプシー ✕ ミナ ぺルホネン[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]、和田永+Nicos Orchest-Lab[日本]、渡邊のり子[日本]　14の国と地域から41組の
アーティストが参加予定。

●

目〈信濃大町実景舎 〉 Photo by Tsuyoshi ﾖｳ・ｳｪﾝﾌｰ〈游文富〉 作品ﾌﾟﾗﾝﾄﾞﾛｰｲﾝｸﾞ

https://shinano-omachi.jp/#
mailto:info@shinano-omachi.jp#


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） 0269-33-1107 （FAX） 0269-33-1104

（ＵＲＬ） http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/instaphotocon.html

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
- 2020 autumn & winter -

　山ノ内町内で撮影された写真で、「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」を付けて、風景部門、ネイチャー・生き物部門、日常・旅部門のい
ずれかを選びご応募ください。
　各部門、最優秀賞1名・優秀賞2名のほか、全部門を対象とした審査員特別賞、事務局賞の合計24
点を入賞作品とします。
　入選者には町特産品をお贈りします。

11月1日（日）～2021年2月14日（日）まで

山ノ内町内

山ノ内町観光商工課

〒381-0498下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1

応募方法
（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。
　　　※フォローしていないとエントリーに該当しません。
（2）投稿写真のキャプションに、ハッシュタグ「＃わたしのやまのうち」をつけて、
　　　①部門（風景部門、ネイチャー・生き物部門、日常・旅部門）
　　　②タイトル　③撮影場所　④撮影者のコメントを記入し投稿。
　　　※ウィンターシーズン（秋・冬）に撮影されたものとします。
　　　　 応募期間外に撮影された写真でもOKです。

 ◇詳細については、HPをご覧ください。

山ノ内町観光商工課

上信越自動車道「信州中野IC」から約20分

長野電鉄長野線「湯田中駅」下車

●



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「信濃大町駅」よりシャトルバスで約30～40分

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

0261-23-1231　 0261-22-2065

参加募集 大町市

雪上ハイキング
北アルプス黒沢尾根カンジキツアー

　鹿島槍スキー場最上部から、かんじきを履き、雪を踏みしめてさらに奥へガイドがご案内します。
大樹が多く、とても神秘的な雰囲気となっております。
　静まり返った雪の道を歩き、五感で冬を堪能しよう！野生動物とも出会えるかも！！

１２月中旬～３月下旬頃

HAKUBAVALLEY鹿島槍スキー場

クロベの森ルート…３～４時間ルートまたは６時間ルート
　定員：２～８名　　　対象：10歳以上
　集合：鹿島槍スキー場（セントラルプラザ1130フロント）　8：30受付開始　9：00集合
　※要予約　鹿島槍スキー場　☎０２６１-２３-１２３１

HAKUBAVALLEY鹿島槍スキー場

長野自動車道「安曇野IC」から約50分　

参加費：8,000円～13,000円（リフト代、かんじきレンタル、保険代含む）

HAKUBAVALLEY鹿島槍スキー場
〒398-0001　長野県大町市平20490-4

●

https://www.kashimayari.net/snow/#


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] 北陸新幹線「上田駅」乗り換え、

しなの鉄道 「田中駅」下車タクシー30分　　

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

（E-ｍａｉｌ) info@tomikan.jp

参加募集 東御市

ガイド付き
湯の丸スノーシュートレッキング

　パウダースノーの湯の丸高原を、スノーシューを履いて歩く「ガイド付きスノーシュートレッキング」。
ゆったりとしたペースで歩くため、子供から初心者まで気軽に参加可能です。
　山の動物達の足跡や植物の冬芽などの自然観察を楽しんだり、うつくしい景色を眺めながら歩くの
はスノーシューならではの冬山体験。

１月９日（土)～３月２８日（日）　　※期間中の土・日・祝日のみ開催

湯の丸スキー場

信州とうみ観光協会

上信越自動車道「東部湯の丸IC」から約20分　

（※無料駐車場あり）

半日コース大人4,500円、小学生3,500円　一日コース大人5,500円、小学生4,500円

一般社団法人　信州とうみ観光協会
〒389-0592 長野県東御市田中279 東御市観光情報ステーション

0268-62-7701 0268-62-7702

●時間　９：００～　半日コース：つつじ平周遊（初心者向け）　一日コース：A湯の丸山
コース（中級者向け）B池の平コース（中級者向け）料金にはガイド料・リフト代・保険代
を含みます。
●スノーシューセットのレンタルあり。
●予約申込は1週間前の17:00まで。

●

mailto:info@tomikan.jp#


≪行く秋≫ 1990年

①展覧会

１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[バスで]

バス進行方向の城山公園奥。善光寺東隣り。

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.npsam.com

（E-ｍａｉｌ) npsam@npsam.com

（その他） FB: http://www.facebook.com/npsam.kaii

美術館 長野県

長野県信濃美術館

東山魁夷館コレクション展第Ⅴ期

　≪白馬の森≫、≪静唱≫など当館所蔵の「東山ブルー」を代表する本制作をはじめ、≪行く秋≫、
≪木枯らし舞う≫、≪夕紅≫など、秋色に彩られた、東山晩年の心象風景を描いた秀作を展観
致します。
 また、古都奈良を取材した連作「大和春秋」、ヨーロッパの古都を描いた「ドイツ・オーストリアの旅」の
スケッチ、習作も一堂にご覧いただきます。

11月26日（木)～2021年2月2日（火）　　9時～１7時（入館は16：30まで）

026-232-0050026-232-0052

長野県信濃美術館事務所 広報・マーケティング室

大人500円　大学生300円　高校生以下無料

長野県、　長野県信濃美術館

長野県信濃美術館 東山魁夷館

（美術館に駐車場はございません。近隣の有料駐車場をご利用ください。公共交通機関でのご来場にご協力をお願いします。）

〒380-0917 長野県長野市大字稲葉字八幡田沖2413-11長野県南俣庁舎内

上信越道「長野I.C.」または「須坂長野東I.C.」から長野市街及び善光寺を目標に30分

JR 「長野駅」善光寺口バス乗り場①から、アルピコ交通バス11・16・17で「善光寺北」下車。

http://www.npsam.com/#
mailto:npsam@npsam.com#


有賀正英≪春の湖畔にて≫2020年/ヒレンジャク 林正敏≪アカゲラ≫鳥の羽作品

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) yatsubi1@po19.lcv.ne.jp

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）、原村、原村教育委員会

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

●連続講座～諏訪地域の野鳥を識る
・「野鳥撮影講座」
　　　講　師：宮澤富幸（「写真スタジオ・エム」代表、日本野鳥の会諏訪支部副支部長）
　　　日　程：2021年1月17日（日）14:00～（1時間程度）
　　　内　容：野鳥撮影をライフワークとするスタジオカメラマン 宮澤氏の語る撮影マナーやコツ。
　　　参加費：無料（入館料別途・要予約）
　　　定　員：20名（要予約）
・「鳥の羽講座」
　　　講　師：杉山直（日本野鳥の会諏訪支部支部長、日本鳥学会会員）
　　　日　程：2021年2月7日（日）14:00～（1時間程度予定）
　　　内　容：羽って何？その起源は？何の役に立つの？　羽について、いろいろな観点でお話します。
　　　　　　　　皆さんの鳥を見る目が変わってくること請け合いです。
　　　参加費：無料（入館料別途・要予約）
　　　定　員：20名（要予約）
※開催場所はいずれも八ヶ岳美術館　企画展示室
※開催についてはコロナウイルス感染症の状況により中止になる場合がございます。
　　ご確認の上、ご来場ください。

美術館 原村

四季の野鳥展
～諏訪・八ヶ岳山麓から～

　60年余の歴史を刻む日本野鳥の会諏訪支部会員の撮影した諏訪地域・八ヶ岳山麓に生息する数
多くの野鳥たちの生態と小鳥の生きた表情に迫る。そこに見えるものは、野鳥たちの過酷な生存競争
や愛に包まれた様々な生態とドラマであり、人間による自然環境の侵攻とあるいは闘いあるいは順応
して生き延びていくたくましい野鳥たちの真の姿である。同展では前支部長の林正敏氏の収集した美
しい鳥の羽作品もあわせて展示するなど、身近な自然界にフォーカスする野鳥の世界が出現する。

１２月１２日（土）～２０２１年３月２５日(木）　※年末年始休館　12月29日(火）～1月3日(日）

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

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

●

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] 長野電鉄「須坂駅」下車、タクシーで約８分

または、市民バス（仙仁線）約10分「アートパーク入口」下車、徒歩3分    

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

◆体験イベント　お雛様なりきり
開催日：展示期間中の土、日、祝
体験料：こども500円、おとな1,000円
午前の部１１時～１２時／午後の部１３時３０分～１４時３０分
対象：小学生程度　　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。

一般財団法人 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」から約８分

最終入館は16：30まで。期間中は休館日なし

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 026-245-2341

イベント 須坂市

三十段飾り千体の雛祭り

　　高さ６m、30段飾り豪華絢爛1,000体の雛人形。恋人の聖地・須坂アートパークでは、「三十段の
雛飾り」を世界の民俗人形博物館と須坂版画美術館の2館で展示。
 今年は、江戸後期から現代のお雛様を展示し、時代によって変わる着物の色や柄、顔の表情を存分
にお楽しみいただけます。

1月16日（土)～4月18日（日）　　9時～17時

須坂アートパーク

●

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


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

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

（E-ｍａｉｌ) info@karuizawa-shw.com

●軽井沢白糸の滝のライトアップ
開催期間：12月19日(土)～2021年2月14日(日)の期間中16日間
期間は以下の3つのセッションにわかれます(※)
・Christmas Session　　　12月19日(土)～20日(日)、12月24日(木)～27日(日)
・New Year Session　　　 2021年1月2日(土)～3日(日)、1月8日(金)～11日(月)
・St.Valentine Session　　2021年2月11日(木)～14日(日)
 (※)開催日以外ではライトアップは行いませんので御注意下さい
開催時間：
・Christmas Session　　　 17:00～19:00
・New Year Session　　　　17:00～19:00
・St.Valentine Session　　 17:30～19:30

共催：(株)白糸ハイランドウェイ、軽井沢町

軽井沢駅より12ｋｍ、25分程度

※イベント開催時間は路線バス等公共交通機関は走っておりません。
　自家用車又はタクシーでのご通行となります。
※中止の場合は公式ホームページでお知らせします。
※来場者多数の場合は会場の入場を制限させていただくことがあります。

無料(有料道路通行料金あり)

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

イベント 軽井沢町

軽井沢白糸の滝真冬のライトアップ

　高さ3M、幅70Mの白糸の滝をスクリーンに、真っ暗な空に映し出される星空、雪、浅間山の伏流水
の為氷点下でも凍らない白糸の滝、これらを暖かな光源でライトアップします。
　夏のライトアップとは違い、自然を強調したライトアップとなる為、晴天時は夜空の星空を鑑賞するこ
とができ、澄んだ空気の中で昼間には気がつかない自然の美しさを再認識できるイベントとなっていま
す。
　イベントが開催される白糸の滝は、上信越高原国立公園内にある為、環境省へ自然公園法に基づく
手続きを経て、光量、色味、制作方法等に配慮したイルミネーションを行っています。

12月19日(土)～2021年2月14日(日)の期間中16日間

軽井沢　白糸の滝

●

https://karuizawa-shw.com/#
mailto:info@karuizawa-shw.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 「松本駅」より徒歩２０分　　または

JR 「松本駅」よりタクシーで約１０分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://hyocyo.matsumoto-winter.jp

（E-ｍａｉｌ) kankou@city.matsumoto.lg.jp

イベント 松本市

国宝松本城氷彫フェスティバル2021

　雄大な北アルプスを背景に“第35回 国宝松本城氷彫フェスティバル”を開催。今回は新型コロナウ
イルス感染症対策として開催期間と展示エリアを拡大。花時計公園など街中計７カ所に例年の倍数
以上もの氷像を展示。城下町を散策しながら多彩な氷彫刻をお楽しみいただけます。また、松本城公
園ではメインイベント「全国氷彫コンクール・チャンピオンシップ」を開催。国内12チーム24選手が夜を
徹して氷像を制作し、技術や芸術性を競い合います。氷彫師達の巧みなパフォーマンスは必見！加
えて、氷彫界のレジェンド“中村順一”氏が目玉作品を制作。どこに出現するかは当日のお楽しみ。

１月２０日（水)～２４日（日）　　※詳細はホームページをご覧ください。

●イベント概要
・松本城公園では、全国氷彫コンクール「チャンピオンシップ」を開催。
・プレイベント会場の花時計公園をはじめ、中心市街地７カ所にて会場を分散開催。
・氷彫刻界のレジェンド「中村順一氏」の作品も登場。
・松本城公園では地元団体のステージイベントや、毎年子供たちに大人気の“氷のジャン
ボ滑り台”などのアトラクションや、松本の食が楽しめるキッチンカー広場が登場。
・中心市街地での食べ歩きが楽しめる、飲食ラリー「まつもと城町バル」や「松本カリーラ
リー」と初コラボ！
●その他のイベント概要
・夜間には、「まつもとHikariのページェント」（イルミネーション）と合わせて、松本城行燈
型照明及び光のオブジェの照明演出を実施します。

※メインイベント「チャンピオンシップ」は松本城公園にて開催

無料

松本城公園,松本駅前広場,枡形跡広場,千歳橋,蔵シック館,てまり時計,花時計公園

0263-34-8307 0263-34-3049

※周辺は駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用ください。

国宝 松本城氷彫フェスティバル２０２１実行委員会

長野自動車道「松本IC」から約２０分　

〒 390-0874　長野県松本市大手3-8-13 大手事務所 5階
松本市役所商工観光部　観光温泉課

●

https://hyocyo.matsumoto-winter.jp/#


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] 会場中綱ゲレンデへはＪＲ大糸線 「簗場駅」徒歩10分

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

HAKUBAVALLEY鹿島槍スキー場

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から約50分　

HAKUBAVALLEY鹿島槍スキー場
〒398-0001　長野県大町市平20490-4
0261-23-1231　 0261-22-2065

■万燈祭
薄暮れのゲレンデに向かって、アロマキャンドルの燈がお客様をお迎えします。
■たいまつ滑走
スキースクール、ジュニアスキースクールによる100本の「たいまつ滑走」。当日ゲレン
デで一般参加も受け付けます。LEDスキーヤーも登場！
■おんべ
「どんど焼き」とも呼ばれ、地元中綱自治体のご協力により、正月飾りなどを焼いて無
病息災を願います。クライマックスは最上部に付けたおんべの「はな」の奪い合い。家
庭のお守りとして持ち帰っていただきます。
■打ち上げ花火
冬の澄んだ夜空に打ち上がる花火が、火まつりのクライマックスを盛り上げます。

※内容については、準備の都合上、変更する場合がありますのでご了承ください。

イベント 大町市

鹿島槍火まつり

　夕暮れ時、スキー場へ道標としてキャンドルを点灯し、スキー場では松明滑走や、
おんべ(どんど焼き)、花火大会などが行われます。
　冬の澄んだ空気の中の花火におんべは最高です。鹿島槍の一大イベントです。
一見の価値あり！！

2月6日（土）　　１8時から21時

HAKUBAVALLEY鹿島槍スキー場　中綱ゲレンデ特設会場

●

http://www.kashimayari.net/#


１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] ＪＲ「信濃大町駅」より徒歩で商店街は約1分、

大町商工会議所までは徒歩約10分

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

大町市商店街連合会（大町商工会議所内）
〒398-0002　長野県大町市大町2511-3　
0261-22-1890　　 0261-23-3735

大町中央通りに福飴や縁起物を売る露店が並び、大いに賑わいます。
感染症対策として密を避けた形での、まちなか周遊イベントも開催予定です。

大町商工会議所

長野自動車道「安曇野IC」から車で約35分　

イベント 大町市

大町あめ市

　古来生活必需品であった塩を売った「塩の市」が転じて「あめ市」になったと言われている伝統的な
イベントです。
　大町中央通りに福飴や縁起物を売る露店が並ぶほか、各所でさまざまな催しを実施。
　あめ市当日しか買えないお菓子や商品の販売も行います。

2月11日（木・祝）　10時～14時

大町商工会議所・大町中央通り商店街

●

https://www.occi.jp/#

