
開催日・期間 開催地

１P 5月1日～7月31日 天龍村

２P 5月31日 塩尻市

３P 6月6日～7日・13日 木祖村

４P 4月7日～7月5日 佐久穂町

４P 4月24日 山ノ内町

５P 5月7日～6月2日 長野県

６P 5月4日 原村

７P 5月5日・23日・6月14日 原村

第91回作品展示　奥村土牛記念美術館

志賀草津高原ルート除雪開通

※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。

※アルクマ便りに掲載したイベントで中止などになった情報も下記のHPからご覧いただけます。

掲載ページ

令和２年度やぶはら高原渓流釣り大会

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

第22回 塩嶺王城パークラインハーフマラソン大会

2020天龍村～私の一枚～フォトコンテスト

彫刻をたのしむワークショップ
金属を溶かしてみよう！金属工作ワークショップ（八ヶ岳美術館）

清水多嘉示の
石膏原型をよみとく連続講座（八ヶ岳美術館）

長野県信濃美術館 東山魁夷館コレクション展第Ⅰ期

２０２０年４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：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５

新着情報

美術館・博物館

アルクマ便り

参加募集



開催日・期間 開催地

８P 4月下旬～5月上旬 長野市

９P 4月下旬～5月中旬 長野市

１０P 4月下旬～5月中旬 長野市

11P 4月29日～6月21日 須坂市

12P 5月～10月に６回開催 佐久穂町

13～
14P 5月24日～6月28日 伊那市

北八ヶ岳 苔の森開きと観察会

五月人形　菖蒲の節句

掲載ページ

奥裾花自然園の水芭蕉

飯綱高原大谷地湿原の花

戸隠森林植物園の水芭蕉

　▼「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

伊那バラフェスタ2020

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」

その他
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長野県 
●長野県信濃美術館 東山魁夷館コレクション展第Ⅰ期/5P 
 

飯綱町 
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木祖村 
●令和２年度やぶはら高原 
渓流釣り大会/3P 

 

長野市 
●戸隠森林植物園の水芭蕉/8P 
●奥裾花自然園の水芭蕉/9P 
●飯綱高原大谷地湿原の花/10P 
 
 

塩尻市 
●第 22 回 塩嶺王城パークライン 
ハーフマラソン大会/2P 

 

山ノ内町 
●志賀草津高原ルート除雪開通/4P 

須坂市 
●五月人形 菖蒲の節句/11P 
 

佐久穂町 
●第 91 回作品展示  
奥村土牛記念美術館/4P 
●北八ヶ岳 苔の森開きと観察会/12P 
 

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 

伊那市 
●伊那バラフェスタ 2020/13～14P 

 

原村 
●彫刻をたのしむワークショップ 
金属を溶かしてみよう！金属工作ワークショップ/6P 
●清水多嘉示の石膏原型をよみとく連続講座/7P 

天龍村 
●2020 天龍村～私の一枚～フォトコンテスト/1P 
 

 豊丘村 



１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] ＪＲ飯田線「平岡駅」下車、徒歩５分

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

（E-ｍａｉｌ) kanko@vill-tenryu.jp

天龍村観光協会事務局（役場地域振興課内）
〒399-1201 長野県下伊那郡天龍村平岡878
0260-32-2050 0260-32-2525

天龍村観光協会

中央道「飯田I山本IC」から国道151号線経由　約50分

《テーマ》 天龍村内のいつまでも守り続けたい「自然（風景・動植物）、飯田線、イベント、祭事」など
《応募作品》　・応募作品は2019年７月以降に撮影したオリジナルの写真に限ります。
　               ・応募点数は一人３点以内とします。
《応募方法》 作品は横構図で、カラープリントもしくはデジタルデータでお送りください。
                カラープリントの場合は審査の都合上２部ずつお送りください。
○カラープリントでの応募先
　　〒399-1201 長野県下伊那郡天龍村平岡878番地　電話0260-32-2050（直通）
    天龍村観光協会事務局「天龍村フォトコンテスト」係
　○デジタルデータでの応募先   メールアドレス：tenryu.onca@gmail.com
《応募上の注意事項》
　・本コンテストの趣旨にそぐわない作品または過度な修正が加えられている作品は認められません。
　・応募作品及び入賞作品の著作権は主催者に帰属します。入賞作品は、別途指定する期日までに画像
データを
   提出していただきます。
　※主催者が印刷物、Webサイト、出版物等へ無償で掲載することがあります。
　・応募作品は返却しません。・応募作品に関する事故等については、主催者は一切責任を負いません。
　・応募者の個人情報は、作品紹介、入賞通知、賞品送付等、本コンテスト運営のために必要な範囲で使用さ
せて
  いただきます。・作品は観光協会ホームページ（下記）等で紹介させていただきます。
《各賞》
　最優秀賞　　　　　　　１点　賞状・ギフトカード３万円相当
　優秀賞　　　　　　 　　１点　賞状・ギフトカード１万円相当
　観光協会賞　　　 　　１点　賞状・天龍村特産品詰め合わせ（5,000円相当）＆ おきよめの湯入浴券（５枚）
　 ㈱飯田スタジオ賞　 ３点　賞状・額縁（フォトフレーム）
　信濃毎日新聞社賞　１点　賞状・天龍村特産品詰め合わせ（5,000円相当）
　中日新聞社賞　　　　１点　賞状・天龍村特産品詰め合わせ（5,000円相当）
　南信州新聞社賞　　 １点　賞状・天龍村特産品詰め合わせ（5,000円相当）
　村民賞　　　　　　   　１点　賞状・天龍村特産品詰め合わせ（3,000円相当）
※詳細は天龍村観光協会ＨＰをご覧ください。（https://tenryu-kanko.com）

参加募集 天龍村

2020天龍村～私の一枚～フォトコンテスト

　昨年第１回を開催した「天龍村～私の一枚～フォトコンテスト」を今年も開催します。
　また、今年は入賞作品の中から、天龍村観光協会のポスターに掲載する写真を選定予定です！
　日々私たちの目を楽しませてくれる天龍村の風景や祭事、村鳥ブッポウソウの姿などを「私の一枚」
として写真に撮って応募してみませんか。
　皆が知っている賑やかなお祭りでも、あなただけが知っているとっておきの風景でも、天龍村の魅力
を詰め込んだ一枚をぜひお寄せください。

５月１日（金)～７月31日（金）まで応募受付

天龍村

●

https://tenryu-kanko.com/#
mailto:kanko@vill-tenryu.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「岡谷駅」よりタクシーで約10分

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

（E-ｍａｉｌ) kanko@city.shiojiri.lg.jp

0263-52-0886 0263-53-3413

参加募集 塩尻市

第22回 塩嶺王城パークラインハーフマラソン大会

　スタート直後にいきなりの上り坂！一旦パークラインに突入しアップダウンを繰り返した後、一気に急
降下！途中、塩尻のチロルの森、辰野の小野公園を通過すると、そこから延々と上り坂！しだれ栗森
林公園を通過後、再度パークラインのアップダウンを繰り返して一気にゴールまで急降下のハード
コースです。しかし、そんなハードコースを完走すればあなたも鉄人に！
　大勢の皆さんのご参加をお待ちしております。

５月３１日（日）　　９時～

塩嶺王城県立公園　※大会当日は岡谷駅から会場まで無料シャトルバスがでます

〒399-0736　長野県塩尻市大門一番町12-2

塩嶺王城観光開発協議会（岡谷市・塩尻市・辰野市）

長野自動車道「塩尻IC」から約15分　

（受付：鳥居平やまびこ公園）

小中学生700円、高校生2000円、一般3500円、ウォーキング200円

塩尻市観光課

標高1000ｍ以上、高低差約300ｍ！長野県屈指の耐久山岳マラソン！
コースの途中では、北・南・中央アルプスや八ヶ岳、諏訪湖や松本平の絶景を一望で
きます。
参加賞やサービスも盛りだくさんです。

お申込みは以下インターネットサイトまたは応募用紙よりお願いします。
●ＪＴＢスポーツステーション
https://jtbsports.jp/
●ＳＰＯＲＴＳ ＥＮＴＲＹ
https://www.sportsentry.ne.jp
●ＲＵＮＴＥＳ
https://runnet.jp/runtes
●郵便振替
所定の参加申込書に必要事項をご記入の上、参加料を添えて最寄りのゆうちょ銀行
または郵便局でお申込みください。

※申込締切は、いずれも令和２年５月８日（金）です

●

mailto:kanko@city.shiojiri.lg.jp#


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「伊那IC」から国道361号・19号・県道26号

[列車で]

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

（E-ｍａｉｌ) yabuhara-event@kisomura.com

0264-36-2766 0264-36-3344

イベント 木祖村

令和２年度やぶはら高原渓流釣り大会

　木曽川源流の里信州木祖村で開催する恒例の渓流釣り大会を今年も２週にわたって開催いたしま
す！
　第1部は一般の部として、木曽川支流の笹川で本格的な渓流釣りを楽しめます！とことん釣りをお楽
しみください！
　第2部は木祖村のレジャー施設であるやぶはら高原こだまの森の渓流釣り堀にて、小学生を対象とし
た釣り体験となります。釣りの経験がない小学生も大歓迎です！

第1部：６月６日（土)～７日（日）　７時～　／第2部：6月13日（土）　9時30分～

第1部：木曽川支流笹川（大会本部：木曽郡木祖村大字小木曽1574-2付近）

経由で約35分　

やぶはら高原イベント実行委員会

長野自動車道「塩尻IC」から国道19号・県道26号経由で約40分　

第2部：やぶはら高原こだまの森キャンプ場内渓流釣り堀（木曽郡木祖村小木曽
3362）
第1部：一般4,000円（当日5,000円）・小中学生2,000円／第2部：小学生1,500円

やぶはら高原イベント実行委員会（木祖村役場産業振興課内）

第1部：一般の部
イワナ200kgとタナビラ100ｋｇを放流予定！指定された区域内の中でとことん釣りを楽
しんでいただけます♪また、6月5・6日に村内の宿泊施設を利用する方には参加費を
1泊で半額、2泊で無料とさせていただきます。（事前に宿泊施設への予約が必要で
す。）
第2部：小学生の部
小学生を対象とした釣り体験です！釣りのプロである地元の漁業協同組合の方にも
指導に入っていただくので、釣りを体験したことないお子さんも大歓迎です！完全予
約制となります
申込受付期間：令和２年３月２５日（水）～５月１５日（金）
※往復ハガキまたは下記URLよりお申し込みください。

〒399-6201 長野県木曽郡木祖村薮原1191-1

JR「藪原駅」よりタクシーで約12分

●

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


日　時

会　場

お問合わせ先 奥村土牛記念美術館

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（E-ｍａｉｌ) http://www.town.sakuho.nagano.jp/

日　時

お問合わせ先

　現代日本画壇を代表する奥村土牛画伯が、第二次世界大戦後の4年間、この美術館の敷地内にあ
る離れにご家族と疎開されたご縁により、奥村土牛記念美術館が開館しました。佐久地域で描いた作
品の素描・下図・書など、207点を所蔵しております。美術館2階大会議室の大正時代に造られたシャ
ンデリアや四季折々の風景をお楽しみいただける日本庭園も見どころです。
　6月には「華道家元池坊東信支部華展」を美術館内で開催予定です。生け花とのコラボレーションを
お楽しみください。

0267-88-3881 0267-88-3800

〒384-0702　長野県南佐久郡佐久穂町大字穂積1429-1

新着情報 佐久穂町

第91回作品展示　奥村土牛記念美術館

4月7日（火)～７月5日（日）　　9時30分～17時
休館日：毎週月曜日(祝日は開催）

奥村土牛記念美術館

令和２年３月現在、草津白根山（湯釜）の噴火警戒レベル２が継続
している影響で、全線開通後も一部区間で通行止めとなる可能性
があります。
通行規制については随時変更することがありますので、詳細のお
問合せは群馬県中之条土木事務所 TEL0279-75-3047までお願
い致します。

新着情報 山ノ内町

志賀草津高原ルート除雪開通

　冬の間、閉ざされていた日本一標高の高い国道、「志賀草津高原ルート」が開通します。
　群馬県と長野県の県境にある渋峠付近に国道最高地点（標高2172ｍ）があり、天気の良い日には北
アルプスや富士山が望め、360度の景観が楽しめます。

４月２４日（金）　１０時～



東山魁夷館コレクション展　第Ⅰ期

１ 日　時

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月17日(金)～5月6日(水)は臨時休館します。

２ 会　場

≪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

イベント 長野県

長野県信濃美術館 東山魁夷館コレクション展第Ⅰ期

　長野県信濃美術館 東山魁夷館は2020年度、30周年を迎えます。
　コレクション展第Ⅰ期では、≪緑響く≫や≪水辺の朝≫など白い馬の見える風景や、京都・奈良の
風景を描いた作品を展示します。
　また、≪窓≫や≪静かな町≫を中心に、ドイツ・オーストリアの連作を一堂に紹介します。

長野県、　長野県信濃美術館

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

≪窓≫ 1971年

大人500円　大学生300円　高校生以下無料３ 観覧料

４月９日(木)～６月２日(火)　9時～17時（入館は16:30まで）

長野県信濃美術館 東山魁夷館

　再開館は５月７日（木）を予定しておりますが、今後の状況により変更となる可能性があります。
　最新情報は、当館ホームページやフェイスブック等でお知らせいたします。

（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。

長野県信濃美術館事務所 広報・マーケティング室

026-232-0052 026-232-0050

〒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

公共交通機関でのご来場にご協力お願いします。）

JR 「長野駅」善光寺口バス乗り場①より、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#


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）

（E-ｍａｉｌ)

https://yatsubi.com/

yatsubi1@po19.lcv.ne.jp

中央自動車道「諏訪南IC」から7km、「小淵沢IC」から14km

※バス要問合せ。

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

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

0266-74-2701

大人（高校生以上）510円、小中学生250円

イベント 原村

彫刻をたのしむワークショップ
金属を溶かしてみよう！金属工作ワークショップ

　八ヶ岳美術館では7月5日まで『開館40周年記念 新収蔵 清水多嘉示 石膏原型の全貌』展を開催し
ています。本展覧会では、清水多嘉示のご遺族から寄贈を受け、ほぼ全点が八ヶ岳美術館に集結し
た清水多嘉示の石膏原型作品の全容を全館にて公開いたします。
　今回はその関連イベントとして『金属を溶かしてみよう！金属工作ワークショップ』を行います。

5月４日（月・祝）　13時30分～15時30分

溶かした金属を型に流し込み、小さなコインを作ります。

※参加費：700円（入館料別途）
※要予約
※会場：八ヶ岳美術館企画展示室

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）、原村、原村教育委員会

●



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）

（E-ｍａｉｌ)

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

0266-74-2701

大人（高校生以上）510円、小中学生250円

イベント 原村

清水多嘉示の
石膏原型をよみとく連続講座

　八ヶ岳美術館では7月5日まで『開館40周年記念 新収蔵 清水多嘉示 石膏原型の全貌』展を開催し
ています。本展覧会では、清水多嘉示のご遺族から寄贈を受け、ほぼ全点が八ヶ岳美術館に集結し
た清水多嘉示の石膏原型作品の全容を全館にて公開いたします。
　今回はその関連イベントとして3回にわたり『清水多嘉示 石膏原型をよみとく連続講座』を行います。

①5月5日（火・祝）、②5月23日（土）、③6月14日（日）
※各回とも時間：13時30分～15時

【第1回】5月5日（火・祝）
「石膏原型修復によって解き明かされた清水多嘉示 彫刻の世界」
講師：黒川弘毅氏（武蔵野美術大学彫刻学科教授）
【第2回】5月23日（土）
「諏訪のブールデル」
講師：井上由理氏（近代彫刻研究家/八ヶ岳美術館特別研究員）
【第3回】6月14日（日）
「〈みどりのリズム〉制作秘話 芸術家・清水多嘉示 アトリエの素顔」
講師：青山敏子氏（清水多嘉示遺族）
※各回とも参加費無料（入館料別途）
※会場：八ヶ岳美術館企画展示室
※企画展7月5日(日)まで　9時～１7時（最終入館16：30）会期中無休

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）、原村、原村教育委員会

https://yatsubi.com/

yatsubi1@po19.lcv.ne.jp

中央自動車道「諏訪南I.C」から7km、「小淵沢I.C」から14km

※バス要問合せ。

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

●



１ 日　時

２ 会　場

≪アクセス≫ [お車で] 上信越自動車道「長野IC」から約70分

[列車で] JR 「長野駅」下車、善光寺口バス乗場⑦、戸隠キャンプ場行き約65分

「森林植物園前」下車

お問合わせ先 一般社団法人　戸隠観光協会
（住 所） 〒381-4101 長野県長野市戸隠3517

（電 話） 026-254-2888 （ＦＡＸ） 026-254-2678

（ＵＲＬ） https://togakushi-21.ｊｐ/

４月下旬～５月上旬（天候によってかわります）

戸隠森林植物園　長野市戸隠

その他 長野市

戸隠森林植物園の水芭蕉

戸隠の魅力が満喫できる71haの緑豊かな植物園。
４月下旬から５月上旬にかけてミズバショウが清楚な花を咲かせます。
園内には遊歩道が整備されています。入園は無料です。
併設する「戸隠森林学習館 森のまなびや」では、ジオラマシアターで楽しく自然を学べます。
全国有数の野鳥の楽園としても知られています。
森林浴やバードウォッチングでリフレッシュしてみては。

●

https://togakushi-21.jp/#


１ 日　時

２ 会　場

３ 料　金

４ 駐車場

≪アクセス≫ [お車で] 上信越自動車道「長野IC」から約2時間

[列車で] JR 「長野駅」下車、車で約80分
※長野駅からの直行バスはありません。

お問合わせ先 鬼無里観光振興会
（住 所） 〒381-4302 長野県長野市鬼無里日影2750-1

（電 話） 026-256-3188 （ＦＡＸ） 026-256-2237

（ＵＲＬ） https://kinasa.jp/

４月下旬～５月中旬（天候によってかわります）

奥裾花自然園　長野市鬼無里日影

中学生以上　410円（4/29～5/31）、200円（6/1～10/31）

300台、大型バス25台

その他 長野市

奥裾花自然園の水芭蕉

　必見！日本一の水芭蕉の群生地。
　約81万株の水芭蕉が５月の雪解け水にきらめいて咲きそろいます。
　一帯は林野庁の「水源の森百選」に選ばれ、園内には樹齢300～400年のブナやトチの原生林が広
がり、爽やかな新緑トレッキングも楽しめます。

★奥裾花自然園の営業は5月7日(木）からの予定です。
★例年圧雪が残っているので防水靴でのお出掛けがおすすめです。

●

https://kinasa.jp/#


１ 日　時

２ 会　場

３ 駐車場

≪アクセス≫ [お車で] 上信越自動車道「長野IC」から約40分

[列車で] JR 「長野駅」下車、善光寺口バス乗場⑦、ループ橋経由
戸隠キャンプ場行き約40分「飯綱高原」下車、徒歩約5分

お問合わせ先 飯綱高原観光協会
（住 所） 〒380-0888 長野県長野市上ケ屋2471-84

（電 話） 026-239-3185 （ＦＡＸ） 026-239-2934

（ＵＲＬ） http://www.iizuna-navi.com

４月下旬～５月中旬（天候によってかわります）

飯綱高原大谷地湿原　長野市上ケ屋

飯綱高原キャンプ場（約100台を利用）

その他 長野市

飯綱高原大谷地湿原の花

春の訪れを感じさせる可憐な花々！信濃路自然歩道の道沿いにある湿原。

水芭蕉の群生地で、キンポウゲ科の多年草、リュウキンカやニリンソウも楽しめます。
一面に黄色い花が咲き誇る様は、インスタ映え間違いなし。

<散策コース>　*大座法師池～一の鳥居苑地：約45分　*一の鳥居苑地～戸隠：約2時間

●

http://www.iizuna-navi.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] 長野電鉄「須坂駅」下車、タクシーで約８分

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

一般社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　

※入館は16：30まで、水曜日は休館日；4/29、5/6開館

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

●体験イベント　武将なりきり
開催日：展示期間中の土、日、祝
体験料：ひとり５００円　午前の部１１時～１２時、午後の部１３時３０分～１４時３０分
対象：小学生低学年程度(身長100～130cm)　　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。

市民バス10分「アートパーク入口」下車

イベント 須坂市

五月人形　菖蒲の節句

　武者人形を高さ6mの十五段飾りに展示する「五月人形　菖蒲の節句」は、今年で第１３回目。段上
に250体の武者人形と雄々しい表情の子供大将が並び、正面には兜飾り、鎧飾が生気を与えていま
す。

4月29日（水)～6月21日（日）　　9時～１7時　

世界の民俗人形博物館

●

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


１ 日　時

２ 会　場

３ 参加費

４ 内　容

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR「佐久平駅」→小海線「八千穂駅」よりタクシーで約70分

お問合わせ先

（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ） http：//www.kitayatsu.net

▽苔の森開き
　　9時～9時30分　　 ：受付(白駒の池駐車場集合）
　　9時30分　　　　　　 ：神事（安全祈願）
　10時30分～12時　　：苔の森案内・白駒の池にて解散
▽土曜日
　12時～12時30分　　：受付
　13時～16時30分　　：観察会
　17時～18時　　　　　：入浴タイム（お風呂に入りながら原生林の森が見られます）
　18時～19時　　　　　：夕食（こだわり自家製野菜、料理をお召し上がりください）
　19時～20時30分　　：講演会（講師 8日樋口正信先生/29日上野 健先生）予定
　21時～22時　　　　　：ウエルカムパーティ（苔の話で盛り上がりましょう～）
▽日曜日
　6時30分　　　　　　　：起床
　7時　　　　　　　　　　：朝食
　8時30分～11時30分：観察会
　11時30分～　　　　 ：ティータイム（自家製スイーツをお召し上がりください）
　12時　　　　　　　　　：解散
▽持ち物・服装
　・雨具、水筒、長靴(トレッキングシューズ可）、カメラ、ルーペ、筆記用具
　・服装は標高2,100Ｍの山岳地帯ですので、寒さ対策が必要です。
▽申し込み方法
　・定員：苔の森開き50名/苔の観察会20名/先着順 ☎でご予約ください。
　・白駒荘☎090-1549-0605/麦草ヒュッテ☎090-7426-0036/青苔荘☎090-1423-2725

イベント 佐久穂町

北八ヶ岳 苔の森開きと観察会

　八ヶ岳には国内に見られる苔の約4分の1の種類が自生しており、中でも白駒の池周辺の原生林は、亜
高山性針葉樹林の代表的な種類が観測できる「日本の貴重な苔の森」です。この観察会は、山歩きや苔
初心者でも楽しめる内容で、豊かな森の自然を十分に感じていただけます。「苔の森開き2020」の前夜祭
参加の皆さまに「KITAYATU2020記念バッジ」をプレゼント！白駒の池苔の森にお出かけください。

5月31日（日）苔の森開き 9時～１２時
6月20日（土)～21日（日） 　7月 4日（土）～5日（日）　 8月 1日（土）～2日（日)
8月22日(土）～23日（日）　9月12日(土）～13日（日） 　10月10日(土）～11日(日）
12時～翌日12時

1泊2食　大人15,000円（広間・相部屋）・子ども10,000円
（個室希望の方はプラス2,500円にて承ります）

北八ヶ岳　苔の森

中部横断自動車道「八千穂高原IC」から約60分　

中央自動車道「須玉IC」から約120分　

北八ヶ岳 苔の会（青苔荘）

〒384-0701 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑3220-46

090-1423-2725

●



イベント

伊那バラフェスタ2020

全国28自治体で構成されるばら制定都市会議（ばらサミット）が、今年６月に伊那市で開催されます。

それを機に、「バラと音楽とアルプスの恵み」をテーマに様々なイベントを開催します。



１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ 伊那市中央市街地エリア会場

[お車で]

中央自動車道「小黒川スマートIC」から約5分

[列車で] JR 「伊那市駅」より徒歩３分　　

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

（E-ｍａｉｌ) knk@inacity/jp

中央自動車道「伊那IC」から約15分　

●伊那市中央市街地エリア会場
・シャンソン、ポップスミニコンサート・バラスイーツ試食会、バラワイン試飲会
・通り町商店街呑み歩き・オープンガーデン拝見ツアー・ジャズストリートなど
※オープンガーデン拝見ツアーは要予約
●高遠町中央エリア会場
・茶会イベント・ウエルカムマルシェ・日本琴コンサートなど
●高遠「しんわの丘ローズガーデン」
・茶会イベント・フラメンコショー・フラダンスショー・伊那谷ビアガーデンなど
●ニシザワいなっせホール
・6月13日　伊那バラフェスタ2020コンサート
・6月21日　バロック音楽の愉しみ～ヘンデル、バラの宴～
●長野県伊那文化会館　・オペラ「ばらの騎士」ハイライト
●信州高遠美術館　・津野祐次バラを中心とした写真展

ばら制定都市会議in伊那実行委員会など

高遠「しんわの丘ローズガーデン」入園の場合
バラ祭り開催協力金：大人300円、子供150円

ばら制定都市会議in伊那実行委員会事務局（伊那市観光課）

伊那市

５月２４日（日)～６月２８日（日）　　

●伊那市中央市街地エリア会場　5月24日（日）～6月21日（日）
●高遠町中央エリア会場　5月30日（土）～6月28日（日）
●高遠「しんわの丘ローズガーデン」5月30日（土）～6月28日（日）
●ニシザワいなっせホール6月13日（土）、6月21日（日）
●長野県伊那文化会館6月20日（土）
●信州高遠美術館5月23日（土）～6月17日（水）

〒396-8617 長野県伊那市下新田3050番地
0265-78-4111㈹ 0265-78-4131

●


