
開催日・期間 開催地

１ｐ 10月6日 全国

２ｐ 10月4日 安曇野市
３ｐ 10月12、15、21、25日 白馬村

４ｐ 10月18日 立科町

５ｐ 10月18日 松本市

６ｐ 10月25日 大町市

７ｐ 11月7日～8日 松本市

８ｐ 11月1日 大町市

９ｐ 11月28日～29日 中川村

１０ｐ 11月14日 中川村

１１ｐ 11月14日～15日 須坂市

１２ｐ 10月22日 茅野市

１３ｐ 10月24日 茅野市

１４ｐ 10月25日 安曇野市

１５ｐ ～2016年3月14日 須坂市

１６ｐ ～11月1日 小谷村

１７ｐ 10月10日 長野市

１８ｐ 10月11日 木祖村

１９ｐ 10月11日 伊那市

２０ｐ 10月25日 佐久市

２１ｐ 10月30日～11月3日 安曇野市

〈その他〉

須坂市観光モニターツアー

こだまの森 秋の収穫祭

松本城ウオーク2015

〈体験イベント〉

リンゴとそばと…恋活と。出逢っちゃお in 信州なかがわ

一泊二日！ながでん秋の運転体験ツアー

企業紹介と就職説明会 参加ツアー

焼き芋会と物件見学ツアー

『中房温泉の膠状珪酸および珪華』見学

掲載ページ

ＩＷＡＴＡＫＥ ビューティーツアー

安曇野 豊科ガイドウォーク

〈ウォーキング・イベント〉

キリン氷結 長野産プルーン＜限定出荷＞

小熊山紅葉トレッキング

第8回 中山道ウォーキング in たてしな

虚空蔵山 米かつぎマラソン大会

鷹狩山・霊松寺紅葉トレッキング

第16回 中川アルプス展望さわやかウオーク

　▼「アルクマ便り」は毎月第3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）

栂池高原　栂池自然園

第32回 南アルプスふるさと祭り

川中島古戦場まつり大花火大会

第38回 平尾山もみじ祭り

安曇野スタイル２０１５

月号 1 

   
２０１５ 年９月１５日 

参加募集 

 アルクマ 

長野県PRキャラクター 

新着情報  

アルクマ便り 

お祭り・イベント 
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開催日・期間 開催地

２３ｐ 9月12日～10月18日 中川村

２４ｐ 10月24日～25日 小諸市

２５ｐ 12月12日 宮田村

２６ｐ 9月18日～10月4日 中川村

２７ｐ 10月10日～12日 松本市

２８ｐ 10月31日～11月24日 長野市

２９ｐ 11月7日 茅野市

３０ｐ 10月3日～4日 安曇野市

３１ｐ 10月17日～18日 小谷村

３２ｐ 10月24日～25日 白馬村

３３ｐ 10月18日 富士見町

３４ｐ 10月25日 富士見町

３５ｐ 10月10日～11月3日　 白馬村

３６ｐ ～12月15日 須坂市

３７ｐ ～11月10日 木祖村

３８ｐ 10月6日～11月23日 坂城町

３９ｐ 11月10日頃～25日 須坂市

４０ｐ ～11月8日 原村

ヱヴァンゲリヲンと日本刀展

※掲載ページ内容のお問合わせは、各ページの≪お問合わせ先≫までお願いいたします。

塗りもん 漆器は北陸と信濃をつなぐ

豪商 田中本家「秋の庭」

開館35周年記念 津金隺仙展

第29回 日曜画家 中部日本展

  ４１ｐ～４９ｐ

信州みやだ ワインまつり

信州中川 赤そば花まつり

掲載ページ

西原ぶどう園 ぶどう祭

10月10、11、18、19、
　　　22、24、28、29日

須坂市２２ｐ

おひさんぽ　八ヶ岳の紅葉ガイドツアー　

ツガフェス２０１５

白馬岩岳 秋の森マウンテンビュー

第５回 信州・茅野新そば祭り

江戸時代料理　再現食事会

第12回 信州・松本そば祭り　第21回 日本そば博覧会 in 松本　

戸隠そば祭り

安曇野市制施行10周年記念 「山岳フェス」

兎平紅葉フェスティバル

おひさんぽ　縄文の井戸尻ガイドツアー

マンズワイン小諸ワイナリー 収穫祭

飲・食・イベント

美術館・博物館

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：熊谷晃／竹鼻栄二／赤羽久美子／岩下春夫

http://www.ginza-nagano.jp/ E-mail: ginza-nagano@pref.nagano.lg.jp

イベント

紅葉特集

アルクマ

長野県PRキャラクター



  

 

 

  

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

王滝村 

高山村 

山ノ内町 

野沢温泉村 

 

小川村 

松川村 

小谷村 

 

東御市 

原村 

富士見町 

川上村 

小海町 

南相木村 

南牧村 

北相木村 

南箕輪村 

高森町 

飯島町 

中川村 

箕輪町 

辰野町 

大桑村 

上松町 

南木曽町 

大鹿村 

下條村 

天龍村 

喬木村 

平谷村 阿南町 

松川町 

飯山市 

長野市 

小諸市 

須坂市 

 

駒ヶ根市 

坂城町 

白馬村 

御代田町 

軽井沢町 

木祖村 

根羽村 
売木村 

茅野市 
諏訪市 

朝日村 

岡谷市 

下諏訪町 

泰阜村 

生坂村 

千曲市 

飯田市 

小布施町 

佐久市 

中野市 

 

塩尻市 

青木村 

 

栄村 

木島平村 

長和町 

安曇野市 

筑北村 

木曽町 

大町市 

阿智村 

上田市 

伊那市 

池田町 

宮田村 

麻績村 

信濃町 

松本市 

立科町 

須坂市 
●一泊二日！ 

ながでん秋の運転体験ツアー/11Ｐ 
●須坂市観光モニターツアー/15Ｐ 
●江戸時代料理 再現食事会/22Ｐ 
●塗りもん  

漆器は北陸と信濃をつなぐ/36Ｐ 
●豪商 田中本家「秋の庭」/39Ｐ 

松本市 

長野市 
●川中島古戦場まつり 

大花火大会/17Ｐ 
●戸隠そば祭り/28Ｐ 

 
豊丘村 

安曇野市 
●安曇野 豊科ガイドウォーク/2Ｐ 
●『中房温泉の膠状珪酸 

および珪華』見学/14Ｐ 
●安曇野スタイル 2015/21Ｐ 
●「山岳フェス」/30Ｐ 

立科町 
●中山道ウォーキング in たてしな/4Ｐ 

月号 

小谷村 
●栂池高原 栂池自然園/16Ｐ 
●ツガフェス 2015/31Ｐ 

佐久市 
●平尾山もみじ祭り/20Ｐ 

坂城町 
●ヱヴァンゲリヲンと日本刀展/38P 

伊那市 
●南アルプスふるさと祭り/19Ｐ 
 

松本市 
●虚空蔵山  

米かつぎマラソン大会/5Ｐ 
●松本城ウオーク 2015/7Ｐ 
●信州・松本そば祭り 

日本そば博覧会 iｎ松本 
/27Ｐ 

飯綱町 白馬村 
●ＩＷＡＴＡＫＥ  

ビューティーツアー/3Ｐ 
●兎平紅葉フェスティバル/32Ｐ 
●白馬岩岳  

秋の森マウンテンビュー/35Ｐ 

大町市 
●小熊山紅葉トレッキング/6Ｐ 
●鷹狩山・霊松寺紅葉トレッキング/8Ｐ 

佐久穂町 

山形村 

茅野市 
●企業紹介と就職説明会参加ツアー/12Ｐ 
●焼き芋会と物件見学ツアー/13Ｐ 
●信州・茅野新そば祭り/29Ｐ 

●信州の紅葉 お薦めスポット 
41Ｐ～49Ｐ 
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中川村 
●中川アルプス展望さわやかウオーク/9Ｐ 
●出逢っちゃお in 信州なかがわ/10Ｐ 
●西原ぶどう園 ぶどう祭/23Ｐ 
●信州中川 赤そば花まつり/26Ｐ 
 

木祖村 
●こだまの森  

秋の収穫祭/18Ｐ 
●日曜画家  

中部日本展/37Ｐ 

宮田村 
●信州みやだ 

ワインまつり/25Ｐ 
富士見町 
●おひさんぽ 縄文の井戸尻ガイドツアー/33Ｐ 
●おひさんぽ 八ヶ岳の紅葉ガイドツアー/34Ｐ 

原村 
●開館 35 周年記念  

津金隺仙展/40Ｐ 

信州ブランド推進室 
●キリン氷結  

長野産プルーン〈限定出荷〉/１Ｐ 

小諸市 
●マンズワイン小諸ワイナリー 

収穫祭/24Ｐ 
 

岡谷市 



１ 発 売 日 １０月６日（火）　発売地域：全国

２ 容量･容器

３ 販売予定数 約30万ケース（1,800KL）　※250ml×24本換算

４ 製造工場 キリンビール取手工場、岡山工場

お問合わせ先
 〒164-0001　東京都中野区中野4-10-2

お客様
お問合わせ先

                   中野セントラルパークサウス　TEL：03-6837-7028

キリン株式会社　キリンビールお客様相談室（フリーダイヤル）0120-111-560
キリンホームページ 　http://www.kirin.co.jp　ホームページから商品画像を取得できます。

350ｍｌ缶、500ｍｌ缶　アルコール分：４％　オープン価格

キリン株式会社　コーポレートコミュニケーション部

新着情報 信州ブランド推進室

爽やかな酸味とほのかな甘み！

キリン氷結 長野産プルーン＜限定出荷＞

　キリンビール株式会社は、人気の定番ブランド「氷結」シリーズから、長野産プルーンの氷結ストレート
果汁を使用した「キリン 氷結 長野産プルーン＜限定出荷＞」を2015年10月6日（火）より全国で発売し
ます。「氷結」シリーズより初となるフレーバーで、プルーンの収穫量が国内シェア約7割※3を占める長野
県のプルーンを使用しています。商品は350ml缶と500ml缶です。※3農林水産省調べ



１ 日　　 時

２ 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）

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から約10分

お一人様：２,０００円

参加募集

一般社団法人　安曇野市観光協会

〒399-8303　安曇野市穂高 5952-3　

▼日程
　　9:30JR豊科駅集合（大正4年1月6日開業ﾊｰﾌﾃｨﾝﾊﾞｰを活かしたｽｲｽ風の山小屋風ﾃﾞｻﾞｲ
　　ﾝを見学・出発⇒旧市川歯科医院（大正時代洋風建築）⇒千国街道・成相新田宿（江
　　戸初期、松本藩の命にて交通運輸を整備する一貫で誕生した宿）⇒周岳山法蔵寺
　　（浄土宗知恩院の末寺創建は永正3年で慶長16年に同地に移転）⇒安曇野市郷土博
　　物館（郷土の文化伝承）⇒旧豊科劇場（戦前戦後大変賑わった映画館）⇒旧丸山製
　　菓店（昔懐かしいﾎﾟﾝ菓子の販売をしています）⇒12:00豊科駅前で昼食（市民が愛す
　　るＢ級ｸﾞﾙﾒ小柴屋のかた焼きそば）⇒12:30解散
■ご旅行代に含まれもの：ガイド代、入場料、お昼代
▼募集定員：10名（最少催行/6名）

安曇野市 豊科地区

　安曇野市豊科成相・新田は中世に甲斐武田氏の拠点として館が築かれるなど交通の要所として
存在していました。江戸時代初期に松本藩が物流街道の千国街道伝馬宿を整備したことから色々な
建物が存在するようになりました。近世から近代までの歴史が随所に見られます。

一般社団法人安曇野市観光協会

ＪＲ大糸線 「豊科駅」下車

安曇野市

安曇野 豊科ガイドウォーク

１０月４日（日）　９時３０分～１２時３０分

0263-82-3133 0263-87-9361
http://www.azumino-e-tabi.net

●



１ 開 催 日

２ 場　　 所

３ 参 加 費

４ 内　 　容

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で] 上信越自動車道「長野IC」から白馬長野オリンピック道路約60分

長野自動車道「安曇野IC」から白馬方面へ約60分
[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)
（その他）

　　　　　　　　　　 ２１日（水）・２５日（日）

0261-72-6922
http://www.nsd-hakuba.jp/
iwatake-i@nsd-hakuba.jp
取材の方はゴンドラリフト往復乗車券を用意

JR大糸線「白馬駅」よりタクシーで約５分

白馬観光開発（株）白馬山麓ツアーズ

0261-72-6900

▼スケジュール10：00　ゴンドラ山麓駅前集合・受付　ポール調整
10：30　山麓エリアホワイトプラザにて　ねずこの森ガイドによる
　　　　　ノルディックウォーキング入門編講座＆実技（約60分）
11：30　白馬モンビエ　フレンチ de 美膳ランチ!!
　　　　　フードセラピスト北沢によるスペシャル講習＆美膳ランチタイム
12：30　昼食後　ゴンドラ乗車 山頂へ移動
13：00　ねずこの森ノルディックウォーキングツアー2時間ロングコース途中ティータイム
15：00　ゴンドラ乗車下山
15：30　ゴンドラ山麓駅内売店にてお買物タイム～解散
▼募集人数・1日：5名～25名まで

白馬観光開発（株）

〒399-9301　北安曇郡白馬村大字北城 6329-１　

白馬岩岳

参加募集 白馬村

ＩＷＡＴＡＫＥ ビューティーツアー

１０月１２日（月）・１５日（木）・

　今流行りのノルディックポールを使った人気ツアー『ねずこの森ノルディックウォーキングガイドツ
アー』と白馬岩岳野菜ソムリエ協会認定レストラン『白馬モンビエ』の地元野菜や食材をふんだんに
使った美容と健康に良い本格フレンチがスペシャルコラボ♪
　ねずこの森の専属ガイドによる「ねずこの森1周＆山頂ゆり園の散策」と、白馬モンビエの本格フレン
チシェフ＆フードセラピスト北沢ご夫妻によるスペシャル講習＆美膳ランチ♪
女性の美と健康について外面・内面から優しくサポートする1日をお楽しみください♪

大人・子供　5,400円

●



１ 日　　 時

２ 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)

http://www.town.tateshina.nagano.jp/
kikaku@town.tateshina.nagano.jp

 （※イベント当日のみ無料送迎バスをご用意します。）

事務局　立科町役場 総合政策課 （担当：遠山）

（0267）56-2311 （0267）56-2310

参加募集 立科町

第8回 中山道ウォーキング in たてしな

１０月１８日（日）　９時２０分～１５時３０分

　木々が鮮やかに染まる秋、「信州たてしな」の中山道を歩くイベントです。
笠取峠の松並木から芦田宿、さらには茂田井間の宿へと続く道のりを、自然や歴史を目で、耳で、肌
で感じながら散策します。随所で行われる心をこめた「おもてなし」が、みなさんの心と体を癒します。

立科町 旧中山道界隈　※集合：立科町役場

江戸時代における五街道の一つである中山道。江戸時代より旅人を見守り続ける
「笠取峠の松並木」、中山道26番目の宿である「芦田宿」、昔日の面影を残す「茂田
井間の宿」の秋を歩いてみませんか。
昼食は、「皇女 和宮」が芦田宿で取ったとされる昼食素材をもとに、復元し現代風に
アレンジした「和宮御膳」をお楽しみいただきます。
▼コース ： どちらかをお選びください。
 ・中山道コース：松並木公園～松並木～正明寺～芦田宿～茂田井間の宿　約5km
 ・津金寺コース：芦田宿～松並木公園～松並木～津金寺～茂田井間の宿　約6km
▼募集人員：先着130名
▼募集期限：9月30日（水）まで

「たてしなの中山道を歩く」実行委員会

〒384-2305　北佐久郡立科町大字芦田 2532

「佐久平駅」より東信観光バス中仙道線に乗車「立科町役場前」

お一人様：3,000円（昼食、記念品、イベント保険含む）

中部横断自動車道 「佐久南IC」から長和方面へ 約20分

●

沿道のおもてなし

参加者募集中！
9月30日まで



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）

▼定員：２００人
▼料金：一般　６,０００円（地元産米５㎏付）
　 ※米生産者はお米を５㎏持参した場合４,０００円、中学生：１,０００円
▼内容：一般男子は10㎏（米５㎏＋持参の荷物５㎏）、一般女子は米５㎏をかついで
　 走る山岳競走大会です。（中学生は荷物なし）　虚空蔵山の山頂等を経由する12
㎞
　 の標高差６５０ｍの山岳コースでタイムを競います。一斉にスタートして最も早い
　 タイムでフィニッシュした方を優勝とします。
▼カテゴリー：①一般男子　16歳～44歳コース　②一般男子　45歳以上クラス
　　　　　　　　 ③一般女子　16歳以上クラス　④中学生男子・中学生女子
▼申込期限：９月30日（水）
▼申込み・問合わせは下記、松本商工会議所　四賀支所まで

松本市役所　四賀支所

参加募集 松本市

― 松本市 四賀 ―

虚空蔵山
こ く ぞ う さ ん

 米かつぎマラソン大会

１０月１８日（日） ９時３０分～１３時

４年ぶりに伝説の米かつぎマラソンが復活します。
とれたての新米をかついで四賀の名所「虚空蔵山」や「立峠」を越える、

走りごたえのある１２ｋｍのコースです。
フィニッシュ後は四賀名物「松茸」のおにぎりと、きのこ汁を味わっていただけます。

四賀元気プロジェクト・松本商工会議所四賀支所

0263-64-3950
http://www.shiga-genki.net/marathon/

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から約25分 （駐車場あり）
ＪＲ篠ノ井線 「松本駅」より大会送迎バスで約40分

松本商工会議所　四賀支所

0263-64-2147
〒399-7402　松本市会田１００１－１　

●

四賀・虚空蔵山

申込み締切り

９月３０日！



１ 日　　 時

２ 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）

大町市イベント実行委員会

〒398-0002　大町市大町3200　

大町市平中綱湖畔～黒沢高原～小熊山トレッキングコース

参加募集 大町市

小熊山紅葉トレッキング

１０月２５日（日）　８時４０分～１４時（予定）

　リピーターの多い人気イベントです。木崎湖と黒沢高原を結ぶトレッキングコースとして、長く親しま
れている、林道と登山道を交互に繰り返すコースです。鹿島槍ヶ岳や爺ヶ岳が大きく眺められ、また
木崎湖を展望できるビューポイン トが各所にあり、景色を楽しみながら歩くことができます。木崎湖を
見渡す丘でゆっくりと食べるお弁当の味は格別です。（昼食時お茶のサービスがあります。マイカップ
をご持参ください。）特典として市内スキー場１日リフト券プレゼント！！　きのこ汁・おやきのふるまい
があります♪

中学生以上：１，０００円　小学生：５００円

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

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から約50分
JR大糸線 「信濃大町駅」よりタクシー約30分

大町市観光協会

0261-22-0190

▼受付時間　８：１０～８：４０
▼受付場所　黒沢高原　鹿島槍スポーツヴィレッジ駐車場
▼定　員　２００名　※要事前申込
▼コース　黒沢高原～木崎湖展望  往復９㎞  約４時間
　　　　　   ※舗装路とやや傾斜のある散策道・標高差４００ｍ
▼履　物　出来ればトレッキングシューズ
▼持ち物　昼食・飲み物・雨具・防寒具・防寒具・マイカップ等

●



１ 日　　 時

２ 場　　 所

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)

参加募集 松本市

松本城ウオーク2015

１１月７日（土）～８日（日）　９時～１６時

　国宝松本城を起点に、アルプスの展望ポイントや、温泉地、歴史の名所を訪ね歩く、2日間のウォー
キングイベントです。信州松本の秋を肌で感じて、お楽しみください。
各コースには途中で温泉に入ってからバスで帰るオプションもあります。長野県外から事前に申し込
まれた方には、松本市の観光文化施設（国宝松本城、旧開智学校、松本市美術館など12施設）の無
料入場券をお送りします。イベントの前後に松本市内観光をお楽しみください。

〒390-0874　松本市大手3-8-13

http://www.matsumoto-tca.or.jp/sports/walk/

松本城公園を発着とする、各日３～４コース

▼距離：7日（土）アルプス展望コース（16㎞、9㎞）
　　　　　 ※温泉セットコース（浅間温泉）11㎞
　　　　　 8日（日）松本歴史探訪コース（20㎞、11㎞、5㎞）
　　　　 　※温泉セットコース（美ヶ原温泉）17㎞
▼参加費：事前申し込み（10月23日（金）まで）
　　　　　　　1日参加　1,000円　両日参加　1,500円
　　　　　　 ※なお、10月24日（土）以降は当日受付となります。
　　　　　　 当日申し込み　1日参加　1,300円　両日参加　2,000円
　　　　　　 温泉セットコース　7日（土）800円追加　　8日（日）500円追加
　　　　　　 ※高校生以下無料（温泉セットコースは有料）

松本市、松本観光コンベンション協会、信濃毎日新聞社

北コース「丸の内」下車、約１分

sports@matsumoto-tca.or.jp

長野自動車道 「松本ＩＣ」から約15分

ＪＲ篠ノ井線 「松本駅」より徒歩約15分

松本観光コンベンション協会　（担当：松島）

0263-34-3295 0263-39-7320
　松本市役所 大手事務所 １階　

松本駅から市内循環バス「タウンスニーカー」に乗車

（駐車場はありませんので、市内有料駐車場をご利用ください）

●



１ 日　　 時

２ 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） http://www.kanko-omachi.gr.jp/

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から約40分
JR大糸線 「信濃大町駅」より徒歩約25分　

大町市観光協会

0261-22-0190 0261-22-5593

イベント 大町市

鷹狩
たかがり

山
やま

・霊
れい

松
しょう

寺
じ

紅葉トレッキング

１１月１日（日）　８時３０分～14時30分（予定）

　大町山岳博物館から北アルプスの眺望が素晴らしい鷹狩山山頂を経て、色あでやかな紅葉が満喫
できる霊松寺への周遊コースをトレッキングします。植物の専門家によるガイドや霊松寺堂内の案内
もお聞きいただけます。霊松寺では葉と銀杏がひとつに付いた、たいへん珍しい“オハツキイチョウ”
をご覧いただけるかもしれません。

大町山岳博物館～鷹狩山・霊松寺トレッキングコース

▼受付時間　8：00～8：30
▼受付場所　大町山岳博物館
▼定　員　100名(小学生以上）　※要事前申込
▼コース　山岳博物館～鷹狩山頂・霊松寺経由  約９㎞  約４時間
　　　　　　 舗装路とやや傾斜のある散策道・標高差400ｍ
▼履　物　できればトレッキングシューズ
▼持ち物　昼食・飲み物・雨具・防寒具・マイカップ等

大町市イベント実行委員会

〒398-0002　大町市大町3200　

参加費　中学生以上１，０００円　小学生５００円

●



１ 日　　 時

２ 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）
（E-ｍａｉｌ)
（その他）

イベント 中川村

第16回 中川アルプス展望さわやかウオーク

11月28日（土）～29日（日）　12時45分～

　南アルプスと中央アルプスの間に位置する「中川村」。その名のとおり、村の真ん中を南北に流れる
「天竜川」をはさみ、稲作や果樹を中心とした古き良き時代の香りが残る自然豊かな南信州の農村で
す。そんな中川村を、雄大な景色を眺めながらさわやかに歩くことのできるウオーキング大会を開催
します。全２日間の日程で、1日目は「日本の歩きたくなる道500選」に選定された12キロのコース。
２日目は6キロ、12キロ、1６キロの３コースからご自身の体力に合わせたコースを選べます。コース途
中では、地元の方による手打ちそばのふるまいや、りんごのもぎとり等のおもてなしも用意していま
す。ご家族、お友達などお誘いあって是非ご参加ください。

事前申込：１,５００円　当日申込：２,０００円　中学生以下無料

nakakou@vill.nagano-nakagawa.lg.jp
取材の場合はご一報ください。（担当：片桐）

JR飯田線 「伊那田島駅」よりシャトルバスにて10分

≪日程≫
▼11/28　11：00～参加者受付　【12：45 出発式】
　　　　　　 13：00　 12ｋｍコース出発（コース途中でりんごのもぎとりなど）
▼11/29　 ７：00～参加者受付　【7：45　出発式】
　　　　　　　8：00　　12・16ｋｍコース出発（コース途中で手打ちそばのふるまい、
　　　　　　　　　　　　 りんごのもぎとりなど）
　　　　　　　8：30　  6ｋｍコース出発（コース途中で手打ちそばのふるまいありなど）
▼その他
・会場内で地元特産品、五平餅等の販売されます。
・参加された方はゴール後のお楽しみ抽選ができます。
・無料豚汁サービス（29日のみ）
※シャトルバス運行（無料）
　28日「松川バス停」、ＪＲ「伊那田島駅」から大会会場まで
　29日大会終了後、会場から「松川バス停」、ＪＲ「伊那田島駅」まで

0265-88-1005 0265-88-4005

【東京方面より】中央自動車道 「駒ヶ根IC」からＲ135号約20分

中川アルプス展望さわやかウオーク実行委員会（中川村教育委員会内）

まなびの里・文化公園内　サンアリーナ

中川村、中川村教育委員会

〒399-3802　中川村片桐 4757　

【名古屋方面より】中央自動車道 「松川ＩＣ」から伊那方面へ約10分

●



１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 参 加 費

４ 内　 　容

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で] 中央自動車道「駒ケ根ＩＣ」から30分、「松川ＩＣ」から約15分

[バスで]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

中川村内

▼１日目 12：00～昼食「信州そば」
　　　　　　14：00～自己紹介タイム
　　　　　　15：30～リンゴ収穫体験
　　　　　　18：00～恋活パーティー　（宿泊先：望岳荘）
▼２日目　 9：00～陣馬形山頂上散策
　　　　　　10：30～蜂蜜食べ比べ体験
　　　　　　11：40～恋活交流会
　　　　　　13：00　 解散
　 様々な体験を通じ信州の秋を満喫しながら、地元の男性と恋活をします。
▼申込条件：２５歳以上の独身の女性に限ります。
▼申込締切：10月16日（金）※募集人員（20名）になり次第締切ります。

中川村営農センター

〒399-3892　上伊那郡中川村大草 4045-1　

5,000円（飲食・宿泊費含む）※交通費はご負担願います。

参加募集 中川村

リンゴとそばと… 恋活と。

出逢っちゃお in 信州なかがわ

１１月１４日（土）12時～１５日（日）13時

　中川村では、関東・中京圏にお住いの女性と地元の男性との婚活イベントを企画しました。
婚活パーティーだけでなく、リンゴの収穫体験や、日本みつばちと西洋みつばちの「蜂蜜食べ比べ」
体験、また360度パノラマの陣馬形山の山頂散策など、秋の信州中川村を満喫できる企画が盛り沢
山です。自然豊かな中川村で秋の信州を満喫しながらステキな出逢いをしませんか♪

http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/
nousei@vill.nagano-nakagawa.lg.jp

中央道高速バス「飯島」よりタクシー約15分
中央道高速バス「松川」よりタクシー約15分

中川村営農センター　中川村役場 振興課農政係

0265-88-3001 0265-88-3890 ●



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)

026-215-2225 026-215-2226
http://www.suzaka-kankokyokai.jp/
info@suzaka-kankokyokai.jp

長野電鉄株式会社、須坂市観光協会

参加募集 須坂市

11月14日（土）13時～15日（日）12時 （須坂駅集合・解散）

　須坂市観光協会と長野電鉄(株)は、「ながでん秋の運転体験ツアー」を共同で企画・実施致しま
す。本ツアーは、小学3年生～高校生を限定対象に、長野電鉄の現役車両の運転体験ができるとい
う鉄道ファンの夢を実現するツアーで、他にも、車両基地見学、車掌体験、鉄道クイズ大会など、鉄
道好きにはたまらない企画内容となっています。

上信越自動車道 「須坂長野東IC」から約10分(主会場)　
長野電鉄 「須坂駅」下車(主会場)

第２弾！一泊二日！

ながでん秋の運転体験ツアー（※要予約）

〒382-0077　須坂市大字須坂1295-1　シルキービル2階

1日目：須坂駅構内、2日目：A.小布施駅、B.旧信濃川田駅とトレインギャラリー

C.りんご狩り（※A～Cの3プランから1つを選択）

運転体験者：小学生23,800円、中高校生25,800円、同伴する保護者19,800円

■運転体験定員：小学3年～高校生の18名（小中学生は要保護者同伴）
　 少催行人員：9組18名（含む同伴者）
【1日目】
▼ながでん現役車両3500系での運転体験（200ｍ×2回：事前講義と運転指導有り）
▼須坂駅車両基地で、電車の下に潜って台車やブレーキ構造を見学
▼須坂駅停車車両のドア開閉・車内アナウンス・行先表示器変更等の車掌体験
▼夕食時に、ながでん貴重映像の上映会、ながでんクイズ大会などの交流イベント（成績
　 上位者への景品付き）開催
【2日目】▼参加者のご希望で下記A～Cの3プランから1つを選択
 A ：小布施駅で電車案内・改札業務等の駅員体験、長電オリジナル特急車両の見学
 B ：2012年に廃線となった築90年超の旧信濃川田駅舎と昭和20年代の車両見学、
　　 模型車両4000両保有の鉄道ジオラマパーク「トレインギャラリーNAGANO」の見学と
　　 Hoゲージ車両の操作体験
 C ：須坂市内の観光農園で信州産りんご「ふじ」のもぎとり体験
▼「幻の須坂駅弁」をお持ち帰り用弁当としてご用意
※参加が10組以上になる場合、１日目と２日目の入替えて実施する参加者が生じます
　 ので、予めご了承ください。

須坂市観光協会　担当：合木（ごうき）、町井

●



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)
（その他）

茅野市役所　（※駐車場があります。集合後マイクロバス等で移動します。）

▼企業紹介
▼就職説明会参加
　 「諏訪地域　離転職者・新卒者対象　就職説明会」
主催：諏訪公共職業安定所、長野県諏訪地方事務所、諏訪地域6市町村
対象：離転職者他、I・Uターン就職希望者、H28年3月学卒者等
会場：諏訪市文化センター（マイクロバス等で移動）
企業：40社参加予定
内容：個別面談形式による就職説明会
≪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。
※参加には事前申し込みが必要です。お問合せ先または、ホームページ等からお申込みください。

田舎暮らし楽園信州ちの協議会

〒391-8501　茅野市塚原2-6-1
0266-72-2101

参加募集 茅野市

企業紹介と就職説明会 参加ツアー

１０月２２日（木） １０時～１７時

　八ヶ岳の裾野に広がる茅野市は、自然と産業が調和した”ちょうどいい”まちです。
就職先を探しているUJIターン希望者向けに「茅野市企業紹介と就職説明会参加ツアー」を開催しま
す。求人予定の茅野市内企業を紹介し、さらに約40社の企業が参加する個別面談形式の「諏訪地
域離転職者・新卒者対象　就職説明会」に参加するツアーです。
1日で多くの企業と出会うことができる貴重な機会です。ぜひ、この機会に茅野市で就職活動をして
みませんか？

取材ご希望の際は、事前にご連絡ください。

中央自動車道 「諏訪IC」から約10分
JR 「茅野駅」東口より徒歩約10分

茅野市　産業経済部 移住推進室

無料（昼食費はご負担ください）

0266-72-4255
http://rakuc.net/
iju@city.chino.lg.jp

●



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)

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

中央自動車道 「諏訪IC」から約10分
JR 「茅野駅」東口から徒歩約10分

田舎暮らし　楽園信州ちの

0120-002-144 0266-73-8330

参加募集 茅野市

焼き芋会と物件見学ツアー

１０月２４日（土） １０時～１８時

　八ヶ岳の裾野に広がる茅野市で、紅葉が深まるころ
秋の味覚も楽しめる「焼き芋会と物件見学ツアー」を開催します。

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し、
焼き芋をみんなで食べながら茅野市の秋を体感します。

茅野市役所 （※駐車場があります）

▼物件見学（マイクロバス等で市内を廻ります）
▼移住説明会　暮らし、子育て、仕事、物件等の
　 個別相談も可能です。
▼昼食
▼秋の味覚を楽しむ焼き芋会
≪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。
※参加には事前申し込みが必要です。
　 お問合せ先または、ホームページ等からお申込みください。

田舎暮らし　楽園信州ちの

〒391-0003　茅野市本町西5番23号

1,500円

●



１ 日　　 時

２ 場　　 所

３ 参 加 費

　　　　　　 中房行き定期バスも利用できます。
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）

ＪＲ大糸線 「穂高駅」より中房行き定期バスをご利用ください。

▼日程
　11：50中房温泉駐車場集合⇒12：00浅川行雄先生による膠状珪酸と珪華見学会
　⇒地鶏蒸しに挑戦⇒13：00昼食⇒13：40湯原の湯入浴⇒15：40中房温泉解散
　（中房行き定期バス利用の方は穂高駅 16：50解散）
▼ご旅行代金に含まれるもの：昼食代、入浴代、ガイド代
■お申込み期限：10月22日（木）
■募集定員21人/最少催行人員7名
※中房行き定期バス→穂高駅発10：５５⇒中房温泉着11：55
                            中房温泉発15：55⇒穂高駅着16：50
※バス往復料金/3，400円

一般社団法人　安曇野市観光協会

〒399-8303　安曇野市穂高 5952-3　

参加募集 安曇野市

『中
なかぶさ

房温泉
おんせん

の膠
こう

状
　じょう

珪
　けい

酸
　さん

および珪
けい

華
か

』見学

１０月２５日（日）　１１時５０分～１５時４０分

　中房温泉の膠状珪酸と珪華は昭和３年に国の天然記念物に指定されています。
浅川行雄先生による説明と、秘湯「中房温泉」の源泉かけ流し「湯原の湯」で入浴、地鶏蒸しを体験
するツアーです。

中房温泉　（安曇野市穂高有明7226）

0263-82-3133

お一人様：2,980円（マイカー利用）

0263-87-9363

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から約１時間３０分
（中房温泉駐車場をご利用下さい。）

http://www/azumino-e-tabi.net

一般社団法人　安曇野市観光協会

●



１ 期　　 間

２ 内　 　容

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

その他 須坂市

須坂市観光モニターツアー

～２０１６年３月１４日まで

　須坂市では本年度、国の地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用し、須坂市で宿泊し、
アンケートにご協力いただける企画募集型のツアーに対してツアー経費の最大１／２を助成する事業
を行っております。
本年度、須坂市への宿泊を伴う旅行商品の造成を検討している旅行会社様は、当事業の助成を利
用できる場合がありますのでぜひご活用ください。

▼ツアー助成の対象者 ：「旅行業法」に基づく登録を受けた旅行業者
▼助成額
　　貸切バスを利用したツアー　　 経費の１／２
　　貸切バスを利用しないツアー　経費の１／３
▼助成条件
　　①須坂市内の宿泊施設に宿泊すること
　　②須坂市内の観光地を訪れること
　　③参加者にアンケートを回答していただくこと
※対象となる経費、その他諸条件については、お問い合わせください。
▼現在参加者募集中の当事業を活用したツアーは以下のとおりです。
 ・きのこ狩り＆野外パーティーと星空観察（開催日10月3日～4日）
 ・花の百名山・根子岳と米子大瀑布（開催日10月10日～12日）
 ・ホームメイドのお菓子パーティと高原ゴルフ体験＆果物狩り体験
  （開催日10月24日～25日）
※詳細はこちらをご覧ください
　 http://www.suzaka-kankokyokai.jp/experience/#monitor

〒382-0077　須坂市大字須坂 1295-1
026-215-2226

http://www.suzaka-kankokyokai.jp/
info@suzaka-kankokyokai.jp

主催：須坂市観光協会

026-215-2225

●

≪実施中！≫



１ 期　　 間

２ 場　　 所

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）

その他 小谷村
お た り む ら

栂池高原　栂池自然園
つ が い け こ う げ ん つ が い け し ぜ ん え ん

　栂池高原駅からゴンドラとロープウェイを乗り継いで行く標高1,900ｍの栂池自然園。園内には遊歩
道が整備され、春はミズバショウ、夏は高山植物の花々、秋は紅葉と、四季折々の景色を見ながら気
軽にトレッキングが楽しめます。

～１１月１日（日）　　

栂池高原　栂池自然園

大人：3,600円　小児：2,050円

（栂池パノラマウェイ自然園駅より徒歩約10分）

栂池自然園紅葉の時期
▼秋  9月～9月下旬
草紅葉が始まり、自然園内は徐々にと秋本番へ向かい始めます。
花は少なくなり、色づいた種子が目立ち始めます。
▼錦秋  10月初旬～10月中旬
10月に入ると栂池自然園の紅葉はピークを迎えます。
深紅に染まるナナカマド、カエデ、緑から黄色と変わるダケカンバの紅葉は見ものです。
▼晩秋  10月下旬～11月上旬
紅葉前線が過ぎた栂池自然園はダケカンバの白い樹形の景観が見ものです。
紅葉がロープウェイ眼下から山麓に移る頃になると山肌には冠雪があります。

※乗車料金（ゴンドラリフト「イヴ」往復+
　 　栂池ロープウェイ往復）+入園料含む

白馬観光開発（株）

ＪＲ大糸線 「南小谷駅」よりタクシー6ｋｍ約15分

白馬観光開発（株）栂池営業所　（担当：松沢、穴井）

長野自動車道 「安曇野IC」からR148号経由60km、約80分
上信越自動車道 「長野IC」からR31・33、148号経由55ｋｍ約70分
北陸自動車道 「糸魚川IC」から148号経由35ｋｍ約40分

〒399-9422　北安曇郡小谷村大字千国乙 12840-1
0261-83-2255 0261-83-2002
http://www.nsd-hakuba.jp/
tsugaike@nsd-hakuba.jp
取材の方はロープウェイ、ゴンドラリフト往復乗車券を用意。

●



１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 内　 　容

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ) n-shouko@valley.ne.jp

上信越自動車道 「長野IC」から約10分
※会場周辺には駐車場はございません。真島駐車場
（ホワイトリンク北側、保健センター隣）からシャトルバス
を運行しますのでご利用ください。（15時～21時まで随
時運行、片道大人200円、小学生100円）

で約25分「川中島古戦場」下車

川中島古戦場まつり実行委員会　

026-283-5701
〒381-2205　長野市青木島町大塚881-1　

026-283-5701

長野市小島田町　八幡原史跡公園

JR 「長野駅」よりアルピコ交通バス「古戦場経由松代行き」

▼川中島の戦い454年献灯祭（八幡社にて）
▼川中島古戦場太鼓
▼ステージアトラクション
▼大ビンゴ大会
▼花火大会　花火打上げは3,000発以上

http://www.valley.ne.jp

イベント 長野市

川中島古戦場まつり大花火大会

１０月１０日（土）１４時３０分～２０時３０分(花火大会は18時30分～）

今年で22回目となる川中島古戦場まつり。
かつて武田信玄と上杉謙信が戦ったこの地で、犠牲者の追悼を込め花火が打ち上げられます。

また、会場は緑豊かな史跡公園となっており、日中は様々なイベントを行います。
花火と一緒にお楽しみください。

※雨天決行・荒天順延

● 



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)

奥木曽グリーンリゾート（株）、NPO法人　木曽川・水の始発駅

〒399-6201　木曽郡木祖村大字薮原1191-1

やぶはら高原 こだまの森

▼地元の旬の野菜の販売
特産の白菜は、豊かな大地と冷涼な気候、木曽川源流のきれいな水で育ち、その味は
絶品です！また、キノコ汁の無料配布を予定。
ストライダーレース（ランニングバイク）、ステージイベントなど、お楽しみ企画もあります。
▼糸ノコおもちゃフェスティバル
ファイナル：表彰式を同時開催
さわって楽しく遊べるおもちゃを募集。入賞者には電動糸ノコなど豪華景品あり！
コンテスト応募期間 ：6月20日（土）～9月20日（日）
表　彰 式 ：10月11日（日）14：00～
作品展示 ：10月11日（日）～10月25日（日）予定
　　　　　　 ：味噌川ダム防災資料館にて

中央自動車道「伊那IC」から361号線、19号経由　約35分

イベント 木祖村

こだまの森 秋の収穫祭
同時開催：糸ノコおもちゃフェスティバル

１０月１１日（日）　10時～15時

　やぶはら高原こだまの森で、秋の感謝祭・収穫祭を今年も開催します！
木祖村特産の白菜をはじめとした旬の野菜を販売いたします。毎年ご好評いただいているキノコ汁の
ふるまいもあります。その他、ストライダーレース（ランニングバイク）、ステージイベント、ブースの出展
など、家族の皆さまでお楽しみいただける、もりだくさんの企画をご用意してお待ちしております。
ヒノキやカラマツの間伐材を利用した糸ノコおもちゃの木工体験や作品展の「糸ノコおもちゃフェス
ティバル」も同時開催します。

http://www.vill.kiso.nagano.jp/kankou/
kankou@kisomura.com

長野自動車道「塩尻IC」から国道19号経由 約40分

JR中央西線 「藪原駅」よりコミュニティバスで約20分

木祖村役場商工観光課

0264-36-2001 0264-36-3344

●

募集中！



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)

イベント 伊那市

第32回 南アルプスふるさと祭り

１０月１１日（日） １２時～１９時

　南アルプスふるさと祭りでは地域の特色を生かし、「食」をメインにした祭りを開催します。商工会提
供による長谷鍋（猪鍋）、ローメン、そば、イワナや地場特産品を販売します。また、地元小学生による
『讃歌ー長谷』、中学生による南アルプス太鼓を披露します。メインステージでは、ご当地アイドルの
「パラレルドリームミニコンサート」もあり、大変賑やかな祭りです。
夜は毎年好評をいただいている花火大会を開催します。美和の湖にこだまする迫力ある花火をぜひ
お楽しみください。

伊那市 長谷総合支所 産業振興課 内

１１：４５～　開会セレモニー
１２：００～　こども神輿
１２：１０～　ざんざ節・長谷村音頭
１３：１５～　消防音楽隊演奏
１４：００～　南アルプス太鼓（長谷中学生）
１４：２５～　『讃歌一はせ』披露（長谷小学生）
１４：４０～　きんにょんにょ節（保存会＆長谷中学生）
１５：００～　パラレルドリームミニコンサート
１６：００～　ダンシングNewザンザ
　　　　　　　 （長谷小学生＆パラレルドリーム）
１６：３０～　お宝抽選会（ビンゴ）
１７：３０～　長谷太鼓
１８：００～　花火大会

第32回 南アルプスふるさと祭り実行委員会

美和湖公園（伊那市長谷黒河内）

0265-98-2029
http://inashi-kankoukyoukai.jp/
h-san@inacity.jp

中央自動車道 ［伊那IC］から約45分
JR 「伊那市駅」よりタクシー約40分（美和湖公園）

0265-98-3130

　　　　　　　南アルプスふるさと祭り実行委員会
〒396-0402伊那市長谷溝口1394番地

●



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.sakukankou.jp/
kankou-k@city.saku.nagano.jp

上信越自動車道 「佐久平スマートＩＣ」から約5分
上信越自動車道 「佐久ＩＣ」から約10分
北陸新幹線「佐久平駅」よりタクシー約15分
ＪＲ小海線「岩村田駅」よりタクシー約15分

佐久市観光協会（佐久市役所観光交流推進課内）

イベント 佐久市

第38回 平尾山もみじ祭り

１０月２５日（日）　１０時～１５時

　秋色深まる佐久スキーガーデンパラダ　北パラダで「第38回平尾山もみじ祭り」が開催されます。
浅間山を望む会場で、バーベキューに舌鼓を打ちながら、特設ステージでのコンサートや太鼓演
奏、お笑いステージやなどをお楽しみください。ほかにも、マス釣りや金魚すくい、ふれあい動物園な
ど盛りだくさんのイベントがありますので、ご家族でゆったり秋の1日をお過ごしいただけます。

▼特設ステージ：歌謡ショー、太鼓演奏、平根保育園児おゆうぎ、平根小学校金管
　 クラブ演奏　ほか
▼特設コーナー：バーベキューコーナー、きのこ汁無料サービス（先着100名様）、
　 地元特産品即売会 ほか
▼その他：金魚すくい、マス釣り、ヨーヨー風船プレゼント、お楽しみ抽選会（「味の
　 券」購入者）
▼バーベキュー味の券：前売券 1,300円、当日券 1,500円
▼こてつ登場 ： 14時30分～
　 長野県住みます芸人「こてつ」によるお笑いステージと “よしもとグッズ” が当たる
　 ジャンケン大会があります

※昨年は南パラダ（平尾山公園）で開催のため、お間違えのないようご注意ください。

無料（一部有料イベントあり）

平尾山もみじ祭り実行委員会

〒385-8501　佐久市中込 3056

佐久スキーガーデンパラダ　北パラダ

0267-62-3285 0267-62-2269

●



１ 期　　 間

２ 会　　 場

３ 入 場 料

４ 内　 　容

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で] 東京方面・名古屋方面ともに、中央自動車道 → 「岡谷JCT」経由 →

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

イベント 安曇野市

安曇野スタイル２０１５

１０月３０日（金）～１１月３日（火・祝）

▼特別展示
▼工房公開
▼ワークショップ
▼ミニライブ など各会場個性豊かな催しが盛りだくさん！
※場所や時間等の詳細につきましては、安曇野スタイルホームページにて
　ご確認ください。

　　安曇野スタイル2015とは、安曇野市・池田町・松川村を巡り、ものづくりや文化活動に携わる人た
ちの息づかいを直接肌で感じながら、工房・アトリエ・美術館・ギャラリー・クラフトショップ・飲食店・宿
泊施設などで、作品展示や工房公開、ワークショップなどの創作体験や催し、特別メニューなどと
いった、いつもの安曇野とはひと味違う「特別な5日間のおもてなし」を楽しんでいただく催しです。
今年は95会場122組の参加者で開催を予定しています。それぞれ個性あるおもてなしで、みなさまを
楽しませてくれることでしょう。あなた好みの彩りを探しに、ぜひ、秋の安曇野へお出かけください！

新宿駅　  → 松本駅まで、約2時間30分（特急スーパーあずさ）
名古屋駅 → 松本駅まで、約2時間（ 特急しなの ）
松本駅からは、JR大糸線・篠ノ井線にて目的地周辺駅で下車。
（下車する駅の目安として、大糸線は 豊科駅・穂高駅・信濃松川駅）

安曇野（安曇野市・池田町・松川村）の95会場（予定）

（巡回型の催しの為、会場数は複数におよびます。）

無料会場が多いですが、一部有料の会場もあります。

0263-83-8838

安曇野スタイルネットワーク

長野自動車道 「安曇野 ＩC」下車。（ 以下、目的地会場まで ）

安曇野スタイルネットワーク

090・9354・1279

〒399-8301　安曇野市穂高有明 3613-32 ( BANANA MOON内 ）　

http://azumino-style.com/
azusuta@gmail.com

●



１ 開 催 日

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)

（その他）

イベント 須坂市

豪商 田中本家博物館

江戸時代料理　再現食事会

　2013年「和食」がユネスコの世界文化遺産に登録され、世界中から日本の食文化は注目されてい
ます。和食のルーツである江戸時代の食文化。田中本家博物館では、古文書から江戸時代の御接
待料理を再現して食べていただく食事会を開催しています。

10月10日（土）・11日（日）・18日（日）・19日（月）・22日（木）・24日（土）・
　　　28日（水）・29日（木）

info@tanakahonke.org

毎週火曜日休館　ただし、10月・11月は無休

〒382-0085　須坂市穀町476番地

　　　　　　　　　  　「須坂駅」よりタクシー約5分

豪商の館　田中本家博物館　（館長：田中和仁）

上信越自動車道 「須坂長野東IC」から約15分

豪商の館　田中本家博物館

http://www.tanakahonke.org

素材を生かした料理法、器による料理の見せ方など江戸時代に日本の食文化は
頂点に達していたとも言われています。今回は、弘化4年（1848）に豪商田中本家
５代 田中新十郎のお七夜祝儀振舞料理を再現します。江戸時代に山国長野県で
海の幸を揃えた豪華な料理です。器も江戸時代の陶磁器、漆器を実際にお使い
いただきます。江戸時代の食文化が体験できる田中本家博物館だけの食事会で
す。

026-248-8008

豪商　田中本家博物館

※予約制　一日限定15名　（4名以上で催行）

食事会：15,000円

JR 「長野駅」より長野電鉄に乗り代え

026-245-4780

●

田中本家博物館



１ 期　　 間

２ 場　　 所

３ 入 園 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)

西原ぶどう園（JR飯田線 「伊那田島駅」南）

▼ぶどう狩り
　９月12日（土）～10月18日（日）9：00～17：00まで
　ぶどうの販売・・・１kgあたり：1,000円より
▼ぶどう祭開催！
　９月12日（土）・13日（日）9：00～17：00まで
　※豚汁無料サービスを行います！
▼予約方法
　団体の場合は要予約。
　【西原ぶどう園　TEL090-5345-2489】

西原ぶどう園

〒399-3892　上伊那郡中川村大草4045-1

※大型バス駐車場あり

ぶどう狩り（１kgあたり）：1,000円より

イベント 中川村

西原ぶどう園 ぶどう祭

９月１２日（土）～１０月１８日（日）　９時～１７時

　中川村は、気候が温暖で特に農作物を美味しく育てるのに適していると言われる昼夜の温度差が
ほどよくあります。そのため、果物に「うまみ」が生まれ、大変好評をいただいております。
西原ぶどう園は複数の生産者が共同で運営しているぶどう園で、種類も豊富なため、毎年多くの方
にぶどう狩りを楽しんでいただいております。ぶどう祭の日には、豚汁の無料サービスも行っておりま
すので、是非お出かけください！

http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/kankou
shokan@vill.nagano-nakagawa.lg.jp

中央自動車道 「駒ヶ根IC」から約20分
中央自動車道 「松川IC」から約10分
JR飯田線 「伊那田島駅」より徒歩約5分

中川村観光協会

0265-88-3001 0265-88-3890
●



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.mannswine-shop.com/winery/komoro/index.htmｌ

マンズワイン小諸ワイナリー

▼ ワイン・ジュースの試飲
　　最初の１杯はグラス付きで300円。以降１杯50円にて提供いたします。
▼ お祭りステージ
 　 ミニコンサート、地元小学校吹奏楽部、大浅間火煙太鼓保存会など
▼ お祭り広場
    焼肉、焼き鳥、チーズ等の販売（約20店）
    浅間山麓国際自然学校「クラフト教室」
▼ 特別一般公開・地下セラー
　　10:00～15:00　国産プレミアムワイン「ソラリス」有料試飲

マンズワイン小諸ワイナリー

〒384-0043　小諸市諸375

無料

マンズワイン小諸ワイナリー

0267-22-6341

イベント 小諸市

マンズワイン小諸ワイナリー 収穫祭

１０月２４日（土）～２５日（日）　９時～１６時

毎年10月の最終の週末に2日間にわたり開催されるマンズワインの収穫祭。
今年のブドウの収穫とワインの出来を祝います。楽しい一時をお楽しみください♪

0267-22-6336

上信越自動車道 「小諸IC」から約5分
しなの鉄道 「小諸駅」より徒歩約20分

●



１ 日　　 時

２ 会　　 場

３ 入 場 料

４ 内　 　容

≪主　　催≫ 中央アルプス「山ぶどうの里」づくり推進会議
≪アクセス≫ [お車で] 中央自動車道 「駒ヶ根IC」から国道153号経由約10分

[列車で] JR飯田線 「宮田駅」より徒歩約10分

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

0265-85-5864　　　 0265-85-4725

イベント 宮田村

信州みやだ ワインまつり

１２月１２日（土）　１２時～14時

宮田村　体育センター

http://www.vill.miyada.nagano.jp
sangyo@vill.miyada.nagano.jp

▼ワイン・地ビール・ジュース無料試飲・販売
▼各種飲食模擬店出展（有料）
▼特産品販売
▼信州みやだワイン「紫輝」が当たる抽選会
▼アトラクション　ほか

　信州宮田村の豊かな自然のなかで育まれたヤマソービニオン種の赤ワイン。
山葡萄の爽やかな香りとカベルネソービニオンの豊な味わいを持つ信州みやだワイン「紫輝(しき)」。
2015年産のぶどうで醸造された「紫輝」の解禁に合わせて今年もワインまつりが盛大に開催されます。
紫色に輝く芳醇な信州みやだワイン「紫輝」を堪能してください。

1,000円（ワイングラス持参）

宮田村役場　産業振興推進室
〒399-4392  上伊那郡宮田村 ９８　 ●



１ 期　　 間

２ 場　　 所

３ 駐 車 場

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.vill.nakagawa.nagano.jp/kankou
shokan@vill.nagano-nakagawa.lg.jp

中央自動車道 「駒ヶ根IC」から約20分
中央自動車道 「松川IC」から約10分
JR飯田線 「伊那田島駅」より徒歩約5分

中川村観光協会

0265-88-3001 0265-88-3890

イベント 中川村

信州中川赤そば花まつり

９月１８日（金）～１０月４日（日）

　そばの花は白と思われがちですが、そばの原産地中国雲南省からヒマラヤにかけては、ピンクや赤
色のそばがあります。1987年に、信州大学氏原教授が、ヒマラヤの標高3,800mに咲く赤そばを日本
に持ち帰り、タカノ株式会社と共同で品種改良を行い、真紅の花のそばを作りました。これが赤そば
「高嶺ルビー」です。
　鑑賞にもすばらしい赤そばの花を、もっと多くの方に楽しんでいただきたいと、地元住民が協力して
赤そば花まつりを始めました。JR飯田線の電車と中央アルプス南アルプスの両アルプスが見える気
持ちの良い赤そば畑へ、ちょっとのんびり遊びにきませんか！

※休憩テント、トイレ有り

JR飯田線 「伊那田島駅」の南

▼開会式　９月19日（土）午前10時～　（雨天中止）
　中川中学校吹奏楽部演奏会
▼テント市
　花まつり期間中毎日開催　10時～16時
　赤そば製品（乾そば、ハチミツ等）や地元の特産品、旬の梨、リンゴ、ブドウ、野菜、
　五平餅や手工芸品も。
▼フォトコンテスト
　赤そばのフォトコンテストを今年も開催します！
　※応募の詳細は下記、中川村観光協会まで。

中川赤そば花まつり実行委員会

〒399-3892　上伊那郡中川村大草4045-1

大型バス20台、マイカー40台、身障者専用数台

●



１ 期　　 間

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）

0263-35-2308
http://www.sobamatsuri.jp/

イベント 松本市

第12回 信州・松本そば祭り
≪併催≫第21回 日本そば博覧会 in 松本

１０月１０日（土）～１２日（月・祝） １０時～１６時

全国各地の味自慢のそば処が国宝松本城に大集合。全国の美味しい手打ちそばを食べ歩く、
日本最大級のそば祭りです。そばのほかにもご当地グルメなど、信州の物産も多数楽しめます。

0263-33-8002

長野自動車道 「松本ＩＣ」から約15分

ＪＲ篠ノ井線 「松本駅」より徒歩約15分

第12回　信州・松本そば祭り実行委員会

松本城公園 他

〒390-0863 　松本市白板1-9-39　（株）日本広告 内

（駐車場はありませんので、市内有料駐車場をご利用ください）

10月10日（土）～12日（月・祝）　10：00～16：00　全国そば祭り【松本城公園】
　　　〃　　10：00～16：00　信州のスローフード・スローライフ物産展【松本城公園】
10月10日（土）9：30～ 全麺協　素人そば打ち三段位認定大会【Ｍウィング北８階】
10月11日（日）9：30～ 第９回信州そば打ち名人戦【Ｍウィング北８階】

▼そば博覧会特別企画
 ・信州そば打ち名人等による実演
 ・はじめてのそば打ち教室
 ・街中そばグルメラリー
 ・信州ひすいそばギャラリー

第12回　信州・松本そば祭り実行委員会

●



１ 期　　 間

２ 会　　 場

３ 内　 　容

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR 「長野駅」善光寺口よりアルピコ交通バス「戸隠高原」

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

〒381-4101　戸隠1484-2　長野市商工会 戸隠支所内

http://www.s-togakushi.com
shokokai@s-togakushi.com

上信越自動車道「長野IC」から約60分
または「信濃町IC」から約30分

行きで約60分｢戸隠中社」下車
戸隠そば祭り実行委員会　

026-254-2541 026-254-2166

長野市戸隠

▼戸隠蕎麦献納祭
　　10月31日(土）戸隠神社中社にて
　　・献納そば手打ち式
　　・召立行列（新そば献納行列）、蕎麦献納式
　　・そば打ち披露とそば振る舞い
　　・そばがき体験
　　・戸隠太鼓　など
▼半ざる食べ歩き　10月31日(土）～11月24日(火）
　「半ざる食べ歩き手形」（半ざる券4枚2,000円）をご購入いただき、戸隠そば祭り
　協力店へご持参ください。期間中半ざる(3ボッチ）そばをご用意しています。
◆「半ざる食べ歩き手形」購入場所
　 実施そば店、長野市商工会戸隠支所
　 長野駅前アルピコ交通｢戸隠フリーきっぷ｣窓口

イベント 長野市

戸隠そば祭り

１０月３１日（土）～１１月２４日（火）　　

信州は言わずと知れたそば処。戸隠のそばは平安時代末期から栽培が始まっていたといわれ、日本
三大そばのひとつと賞されています。その戸隠蕎麦を食べ歩きできるイベントです。

●



　

１ 日　　 時

２ 場　　 所

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)

0266-75-2040
http://chinotmo.net/soba/
miyasaka@chinoipp.jp

中央自動車道 「諏訪IC」から約15分

JR中央本線 「茅野駅」より徒歩約１分
駐車場（茅野駅前ベルビア駐車場）

0266-72-3801

信州・茅野新そば祭り実行委員会

〒391-0001　茅野市ちの 3506-1　
茅野TMO　信州茅野新そば祭り実行委員会事務局（担当：宮坂）

JR茅野駅西口弥生通り（駅より1分）

イベント 茅野市

第５回 信州・茅野新そば祭り

11月7日（土） 10時30分～15時

　八ヶ岳西麓は、高原の冷涼な空気に満ち、朝霧が立ち込め日照時間も長く、昼夜の温度差が大き
いといった「ソバ」栽培に最適の地域です。江戸時代前期から、夏に食べることのできる最高位のそ
ば、「暑中寒晒しそば」を将軍家へ献上するなど、歴史的にもそばの名産地として広く知れ渡ってい
た地域です。「信州・茅野新そば祭り」は、「八ヶ岳西麓産栽培＋新そば＋手打ち」という産地と品質
を際立たせたイベントです。本年で5回目を迎えますが、昨年なみの集客数4,000人、4,300食を目指
し、開催します。八ヶ岳西麓産のおいしいそばをご堪能ください。

八ヶ岳西麓の平成27年産手打ちそばを１食（もりそば・かけそば）500円から販売しま
す。会場には市内外10数軒のそば店が出店します。各そば店の個性的なそばを食
べ歩きできます。そば打ち体験イベント（参加費1500円）やエキナカ市、エキナカ赤
ちょうちんも同時開催します。
▼スケジュール
10：00～16：00　エキナカ市
10：30～　そば・物産販売開始（～売り切れ次第終了）
15：00　　イベント終了
※エキナカ赤ちょうちん（諏訪の地酒を飲みくらべるイベント）は、時間未定。

●



１ 日　　 時

２ 場　　 所

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

▼10月3日（土）
・11:30～　山岳トークショー　出演：角谷道弘（登山家）、
　近藤謙司（登山家）、鈴木みき（イラストレーター）
・13:00～　山ガールファッションショー
▼事前申込イベント
・山ゴハンクッキング教室（締切9/13）
・星空観察会（締切9/13）
・1泊2日常念岳登山ツアー（締切9/6）
・公園ではじめてのキャンプ（締切9/13）
・公園で恋の予感「山コン」（締切9/20）
▼両日開催イベント
・ヤッホー大声選手権
・山岳映像放映（北アルプスの山々の幻想的な映像がお楽しみいただけます）
・山岳野外写真展「森の写真館」（公園散策路に北アルプスの山々を撮影した
　写真を展示）
・鈴木ともこマンガ原画展
※その他、カヤック。ラフティング体験、スラックライン、ワークショップ、アウトドア
　 グッズ販売もお楽しみただけます。

安曇野市

〒399-8295　安曇野市堀金烏川 33-4

国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区

http://www.azumino-koen.jp

長野自動車道 「安曇野IC」から約20分
JR大糸線 「豊科駅」、「穂高駅」よりタクシー約15分

アルプスあづみの公園（堀金・穂高地区）管理センター（担当：合田、竹迫）

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

期間中2日間は入園無料

0263-71-5511 0263-71-5512

安曇野市

安曇野市制施行10周年記念

「山岳フェス」

１０月３日（土）、４日（日）　９時３０分～１７時

　北アルプスの麓にある安曇野市。今回、市制施行10周年を記念し「山岳」にちなんだアウトドア総合
イベント「山岳フェス」を開催いたします。

●



１ 期　　 間

２ 場　　 所

３ 内　 　容

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

栂池高原　雪の広場

▼アウトドア用品やウィンターアイテムなどのフリーマーケット！
▼フード店多数出店！
▼ワークショップ開催！

〒399-9422　北安曇郡小谷村大字千国乙 12840-1

長野自動車道 「安曇野IC」からR148号経由60km、約80分

0261-83-2002

イベント 小谷村
お た り む ら

ツガフェス2015

10月17日（土）～18日（日）　　

　栂池の紅葉の見頃時期に合わせた初のイベントです。
アウトドア用品やウィンターアイテムなどのフリーマーケットやフード出店、ワークショップなど、内容盛
りだくさんです。

ＪＲ大糸線 「南小谷駅」よりタクシー6ｋｍ約15分

白馬観光開発（株）栂池営業所　（担当：松沢、穴井）

0261-83-2255

上信越自動車道 「長野IC」からR31・33、148号経由55ｋｍ約70分
北陸自動車道 「糸魚川IC」から148号経由35ｋｍ約40分

http://www.nsd-hakuba.jp/

●



１ 期　　 間

２ 場　　 所

３ 入 場 料

４ 内　 　容

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で] 上信越自動車道 「長野IC」から約60分。

長野自動車道 「安曇野IC」から国道148で白馬方面へ約60分。
[列車で] JR大糸線 「白馬駅」よりタクシーで約10分、又は特急長野

～白馬線で「白馬八方バスターミナル」下車、徒歩10分。

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.nsd-hakuba.jp/

白馬観光開発（株）八方営業所

0261-72-3280

イベント

〒399-9301  北安曇郡白馬村大字北城 4258　

ゴンドラリフト往復代（大人：1,780円、小人：950円）が必要です。

白馬村

兎平
うさぎだいら

紅葉フェスティバル

１０月２４日（土）～２５日（日）　

紅葉が八方尾根の麓まで下りてくる10月下旬に行われる初開催のイベントです！
会場までのゴンドラリフトは紅葉した木々の間を登り、標高1,400mの兎平へ。

紅葉で色づく白馬村一帯を見下ろしながら、ゆったりと楽しい時間を過ごしませんか♪

0261-72-5598

白馬八方尾根　兎平テラス周辺

▼きのこ汁の振る舞い、飲食、アウトドア関連のブースなど。

白馬観光開発（株）

● 

http://www.nsd-hakuba.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)

イベント 富士見町

～おひさんぽ～

縄文の井戸尻ガイドツアー

　JR信濃境駅から１５分ほど歩くと、そこはもう五千年前。八ヶ岳の南の麓に暮らしていた人々の息吹
が感じられる縄文の収穫祭の会場です。日本を代表する石器や土器とともに、時間の流れをたどる
のはいかがでしょう？

１０月１８日（日）　１０時～１４時

井戸尻考古館周辺

お一人様：2,000円 (昼食付、井戸尻考古館入館料含む）

富士見町観光協会　　富士見町役場産業課
中央自動車道 「小淵沢IC」から約５分

●集合時間　9時45分～10時
●集合場所　JR信濃境駅
▼ウォーキングコース （約４km）
JR信濃境駅～高森観音堂～池生神社～井戸尻史跡公園～縄文王国
収穫祭～JR信濃境駅
※富士見町おもてなしガイドがコースをご案内します。1週間前までに事前申し込み
が必要です。

http：//www.town.fujimi.lg.jp/page/ohisanpo2015.html
fujimian@po13.lcv.ne.jp

ＪＲ中央本線 「信濃境駅」より徒歩約15分

富士見町観光協会
〒399-0211　諏訪郡富士見町富士見 4654-226
0266-62-5757 0266-62-7747

●



１ 日　　 時

２ 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)

富士見町観光協会

0266-62-5757

名古屋方面から　中央本線 「富士見駅」よりタクシー約15分

0266-62-7747
http：//www.town.fujimi.lg.jp/page/ohisanpo2015.html

名古屋方面から　中央自動車道 「諏訪南IC」から約１５分
東京方面から　中央自動車道 「小淵沢IC」から約８分

富士見高原リゾート　信玄の棒道 周辺

お一人様：2,000円(昼食付）

fujimian@po13.lcv.ne.jp

富士見町観光協会　富士見町役場産業課

●集合時間　9時45分～10時
●集合場所　富士見高原リゾート　八峯苑　鹿の湯
▼ウォーキングコース （約７km）
八峯苑　鹿の湯～信玄の棒道～稗の底古村址～そば処おっこと亭（昼食新そば）
～鉢巻トレイル～富士山ビュースポット～南アルプスビュースポット～富士見高原ペ
ンションヴィレッジ～八峯苑　鹿の湯
※富士見町おもてなしガイドがコースをご案内します。1週間前までに予約が必要で
す。

〒399-0211　諏訪郡富士見町富士見4654-226

東京方面から　中央本線 「小淵沢駅」よりタクシー約10分

イベント 富士見町

～おひさんぽ～

八ヶ岳の紅葉ガイドツアー

１０月２５日（日）　１０時～１４時

　金色に輝くカラマツの紅葉に囲まれた信玄の棒道や鉢巻トレイルを散策。
仏供石、富士山ビューポイントなど見所も満載。秋の味覚、新そばも楽しめます。

●



１ 期　　 間

８時３０分～１６時

２ 場　　 所

３ 入 場 料

４ 内　 　容

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で] 上信越自動車道「長野IC」から白馬長野オリンピック道路約60分

長野自動車道「安曇野IC」から白馬方面へ約60分
[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)
（その他）

白馬岩岳

ゴンドラで標高1289ｍの山頂へ！
車窓から眺める、ブナ、ナラ、ホウの木の紅葉が美しく、ゴンドラを下りた瞬間、白馬
の街並みと、雄大な北アルプス白馬連峰の360°大パノラマが広がります！ねずこ
の森には、子供から大人まで楽しめるアスレチックも充実！10月下旬には、あたり一
面、紅葉したブナ林と、緑・赤・黄金色の色鮮やかな紅葉が広がる「ねずこの森」そし
て、白馬有数の眺望『北アルプス三段紅葉』の絶景が楽しめます。ねずこの森を歩く
1周約60分のウォーキングコースは、木々の葉から差し込むやわらかな太陽の光に
紅葉もきらきらと輝き、やわらかい落ち葉の絨毯のコースが広がります。ゆっくりと流
れる時間の中で、ノルディックウォーキングやハイキングなど自然を感じながら思い
思いのひとときをお過ごし頂けます。ねずこの森の中には、冬になっても緑色のまま
葉を落とさない大自然の生命が作り出す樹齢数百年の一本の大木“ネズコの巨木”
が！紅葉は11月まで三段紅葉の絶景が望める癒しのNatural Power Spot！

白馬観光開発（株）

〒399-9301 北安曇郡白馬村大字北城 １２０５６　
0261-72-２４７４

イベント 白馬村

白馬岩岳 秋の森マウンテンビュー

１０月１０日（土）～１１月３日（火）　

　北アルプス三段紅葉の絶景スポット白馬岩岳！！11月まで紅葉が楽しめます♪ペットも一緒にゴン
ドラで標高１,２８９ｍの山頂へ！ノルディックウォーキング・ハイキングやアスレチックも楽しめます♪

取材の方は 徳武080-5781-596 北條080-5763-90534まで。

JR大糸線「白馬駅」よりタクシーで約５分

白馬観光開発（株）岩岳営業所

大人1,800円　子供1,000円　ペット一律600円

ゴンドラ往復乗車代

0261-72-３５４１
http://www.nsd-hakuba.jp/
iwatake-i@nsd-hakuba.jp

●



１ 期　　 間

２ 会　　 場

３ 入 館 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）

026-245-4780

美術館（博物館） 須坂市

塗りもん 漆器は北陸と信濃をつなぐ

９月１１日（金）～１２月１５日（月）　９時～１７時

JR「長野駅」より長野電鉄に乗り換え

豪商の館　田中本家博物館

　豪商 田中本家には、江戸時代輪島と取引をした漆器が伝えられています。今年開通した北陸新
幹線の延伸を記念して、江戸時代に取引をした記録や当時の輪島漆器を中心に、豪商田中本家
伝来の漆器の優品を公開する特別展です。

「塗りもん」は、あなたの家にもきっといる漆器たちのことです。
漆器の産地輪島の職人たちは、自分の作る器の事を愛着をこめて「塗りもん」と呼
ぶそうです。江戸時代より豪商田中本家には輪島から多くの塗りもんが届けられて
きました。遠く離れた土地のように思える輪島と信濃は漆器を通して昔からつながっ
ていたのです。
本展では、輪島産の漆器や田中本家当主が送った漆器の注文書や注文品から輪
島と田中本家の交流を紹介するとともに、京都や中国など様々な産地から届けられ
た美しい蒔絵や螺鈿細工の漆器の優品を特別展示いたします。
また、現在も輪島で活躍する沈金師の水尻清甫氏の作品や金沢学院大学の学生
たちが調査を進める昭和時代の輪島塗椀の数々なども展示し、現在も伝統を守り
続ける輪島漆器の姿を紹介いたします。

豪商の館　田中本家博物館

info@tanakahonke.org

毎週火曜日休館　ただし、10月・11月は無休

〒382-0085　須坂市穀町476番地

豪商の館　田中本家博物館　（館長：田中和仁）

上信越自動車道 「須坂長野東IC」から約15分

http://www.tanakahonke.org

026-248-8008

大人：800円（特別展料金）　中高生：350円　小学生：250円　　

　　　　　　　　　　　「須坂駅」よりタクシー約5分

●

開催中！



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「伊那IC」から国道361号、19号経由　約30分
[列車で]

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

イベント 木祖村

第29回 日曜画家 中部日本展

１０月１０日（土）～１８日（日）　９時～１７時

　全国各地の日曜画家の皆さまの、美しい油彩・水彩・アクリル画が今年も展示されます。
木祖の美しい秋と、素敵な芸術作品をお楽しみください。

木曽美術会作品展、木曽文化協会写真部作品展も同時開催されます。

※10月18日最終日は16:00まで

無料

▼会期　10月10日（土）～10月18日（日）
　 公募作品の展示、木曽美術会作品展、木曽文化協会写真部作品展も同時開催。
▼ギャラリートーク　10月10日（土）13:00～14:00
　 審査員の先生によるギャラリートーク
▼表彰式　10月10日（土）14:00～
 　2階「源倫館」にて開催

0264-36-3344

やぶはら高原イベント実行委員会

〒399-6201　木曽郡木祖村大字薮原1191-1

木祖村社会体育館 （木曽郡木祖村大字薮原 1191-1）

http://www.vill.kiso.nagano.jp/kankou/index.html
yabuhara-event@kisomura.com

長野自動車道「塩尻IC」から国道19号経由　約35分

JR中央西線 「藪原駅」より徒歩約10分
※中山道藪原宿周辺　木祖村役場前

やぶはら高原イベント実行委員会

0264-36-2766

●



１ 期　　 間

２ 会　　 場

３ 入 館 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）

しなの鉄道 「坂城駅」より徒歩約３分

坂城町　鉄の展示館　（担当：学芸員 宮下）

坂城町　鉄の展示館　※会期中は休館日はありません。

坂城町、SBC信越放送、全日本刀匠会

▼ コラボ作品（全２６点）、日本刀（変遷、刀剣の説明）、DVD放映（制作行程）、
　　海洋堂フィギュアの展示
▼ 声優の三石琴乃さん（ミサト役）が展示作品を紹介する音声ガイドの貸出し
▼　500点以上のヱヴァグッズの販売
▼ 展示場の一部を除きキャラクターと一緒に写真撮影ができます。
▼ その他のイベント
　・ 「古式日本刀鍛錬」と「ヱヴァンゲリヲンと日本刀展見学ツアー」
　　開催日 ：１０月２４日（土）、３１日（土）、１１月７日（土）　　午前１０時～（受付９時～）
　　参加費 ：１０００円（本展入館券付）　当日受付のみ先着５０名
　・ ヱヴァ展オリジナルプレートへの銘切り
　　全日本刀匠会の職方が銘（名前など）を彫ります。
　　開催日 ：会期中の毎週土･日と祝日
　　銘切料 ：１枚５００円（プレート料金1,200円）

上信越自動車道「坂城IC」から約10分

美術館（博物館） 坂城町
さ か き ま ち

現代最高峰の刀匠たちが挑む、新たな次元！

ヱヴァンゲリヲンと日本刀展

　全国の刀匠たちが挑んだヱヴァンゲリヲンの世界！作品に登場するロンギヌスの槍やプログレッシ
ブナイフ、さらに作品からインスピレーションを受けたオリジナルの一振りなど、刀剣界がその伝統の
技を惜しみなく注ぎ、数々の新作刀剣類を製作。「日本刀」と「ヱヴァンゲリヲン新作劇場版」の奇跡
的なコラボレーション。日本の伝統技術、そして新しい日本刀の世界をぜひご覧ください。

一般：800円（700円）、中高生：600円（500円）　※（ ）は前売料金、小学生以下は無料

１０月６日（火）～１１月２３日（月） ９時～１７時

坂城町　産業振興課　商工観光係（0268-82-3111）

〒389-0601　埴科郡坂城町坂城 6313-2
0268-82-1128 0268-82-1128
http://tetsu.town.sakaki.nagano.jp/
tetsu@town.sakaki.nagano.jp
取材の方は事前にご連絡いただければ駐車場を確保します。

●



１ 期　　 間

２ 場　　 所

３ 入 館 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）

豪商の館　田中本家博物館

大人：800円　中高生：350円　小学生：250円

江戸時代の豪商　田中本家が作庭した日本庭園は、江戸時代の頃から長野県を
代表する庭園として知られてきた。  須坂藩の殿様、 俳句の小林一茶、落語家の
林家正蔵などが観賞に訪れていました。その紅葉の見事さから通称「秋の庭」と呼
ばれる庭園は、ドウダンツツジやモミジの大木があり、その紅葉の見事さから秋の庭
と呼ばれてきた。現在も１１月中旬の紅葉の見ごろの時期には、全国各地から豪商
田中本家の秋の庭を観賞に多くの人々が訪れます。

豪商の館　田中本家博物館

http://www.tanakahonke.org

026-245-4780

上信越自動車道 「須坂長野東IC」から約15分

JR「長野駅」より長野電鉄に乗り換え

　　　　　　　　　　　「須坂駅」よりタクシー約5分

info@tanakahonke.org

毎週火曜日休館　ただし、10月・11月は無休

〒382-0085　須坂市穀町476番地

026-248-8008

豪商の館　田中本家博物館　（館長：田中和仁）

美術館（博物館） 須坂市

豪商 田中本家「秋の庭」

１１月１０日頃～１１月２５日

　豪商の館　田中本家博物館は、美術品とともに日本庭園も観賞できます。
毎年１１月中旬は、日本庭園の紅葉のピークで、県内外から多くのお客様が紅葉の庭園を見るため
に訪れます。

●



１ 期　　 間

２ 会　　 場

３ 入 館 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
※茅野駅からのバスの運行は曜日により変動しますので、

お問合わせ先

（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）
（E-ｍａｉｌ)

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

八ヶ岳美術館

〒391-0115　諏訪郡原村17217-1611　

中央自動車道 「諏訪南IC」から7km、「小淵沢IC」から14km

　 必ず事前にお問い合わせください。

高校生以上：510円、小中学生：250円

美術館（博物館） 原村

開館35周年記念 津金
つ が ね

隺仙
か く せ ん

展

９月５日（土）～１１月８日（日）　９時～１７時

　原村出身の書家・津金隺仙（1900-1960）は、その自由奔放な筆致、迫力を秘めた書風で日本書壇
に旋風を巻き起こし、全国の書人たちを熱狂させました。本展ではこれまで一般公開されてこなかっ
た個人蔵の作品と、地域に伝わる代表作など、合わせて約40作品を展示し、貴重な作品の数々をご
覧いただきます。

http://www.lcv.ne.jp/~yatsubi1
yatsubi1@po19.lcv.ne.jp

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

▼期間中イベント
・講演会「津金隺仙　人と書」講師：津金孝邦氏
　日時：11月3日（火）14：00～
・ギャラリートーク「皆さんと共に観て感ずる」講師：内山寒山氏
　日時：10月11日（日）14：00～
・会期中に鵜野竹魚氏、大澤城山氏によるギャラリートークも予定しています。
▼展示作品
・≪飲中八仙歌≫昭和22年、津金孝邦氏所蔵
・≪述志（一筆破天荒）≫昭和33年、頼重院所蔵
・ほか屏風、軸等　約40作品

0266-74-2701 0266-74-2701

●

開催中！




