
開催日・期間 開催地

1P 販売中 山ノ内町

2P 2月1日～ 伊那市

3P
2月6日～3月6日
（特定日）

山ノ内町

4P 1月27日～3月31日 大町市

※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

おかげさまで10周年！「サバタケ」

高遠バーチャルお花見
ゴーグルキット販売のご案内

志賀高原ナイトシャトルバス運行
～夜の志賀高原歴史記念館を見に行こう～

「トロバスの思い出」写真を募集します！

２０２１年２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：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３

新着情報

アルクマ便り

参加募集



5P ～3月25日 原村

6P 2月4日～4月13日 長野県

7P 2月1日～4月4日
阿智村・平谷村
根羽村・飯田市

8P 4月1日～（桜開花期） 伊那市

※６P「第17回志賀草津高原ルート　雪の回廊ウォーキング　4月22日　山ノ内町は中止となりました。

　▼「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

四季の野鳥展
～諏訪・八ヶ岳山麓から～　　　　（八ヶ岳美術館）

中馬ぬくもり街道ひな祭り

高遠城址公園さくら祭り

長野県信濃美術館
東山魁夷館コレクション展第Ⅵ期

2月号掲載イベント中止のお知らせ

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



 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

佐久穂町 

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 

信濃町 

松本市 

立科町 

松本市 

山形村 

３月号 

 

長野県 
●長野県信濃美術館  
東山魁夷館コレクション展第Ⅵ期/6P 
 

飯綱町 

山ノ内町 
●おかげさまで 10 周年！「サバタケ」/1P 
●志賀高原ナイトシャトルバス運行  
～夜の志賀高原歴史記念館を見に行こう～/3P 

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）/5P 
 

 豊丘村 

阿智村・平谷村・根羽村・飯田市 
●中馬ぬくもり街道ひな祭り/7P  
 
 

大町市 
●「トロバスの思い出」写真を 
募集します！/4P 

 
 

伊那市 
●高遠バーチャルお花見 ゴーグルキット販売のご案内/2P 
●高遠城址公園さくら祭り/8P 



１ 販売場所

２ 販売価格

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR「長野駅」より長野電鉄長野線に乗り換え「湯田中駅」下車
「湯田中駅」よりタクシーで約５分

「道の駅やまのうち」下車

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（E-ｍａｉｌ) kaihatsu-kousya@town.yamanouchi.lg.jp

●製造数量　9,200箱
●レトルトパウチ食品、化粧箱入り（250g×２袋）
●袋のまま熱湯に入れ、５～６分加熱してからお召し上がりいただけます。

１箱　1,200円（税込）

一般財団法人山ノ内町総合開発公社

上信越自動車道「信州中野IC」から約15分　

山ノ内町総務課　公社・地域振興係　担当　下田　裕一

〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1

0269-33-3111 0269-33-4527

３ 内　　容

JR「長野駅」東口より急行志賀高原行き約４０分、

新着情報 山ノ内町

おかげさまで10周年！「サバタケ」

　北信州には欠かせない初夏の味、山ノ内町の町民食でもある、志賀高原産根曲り竹とさば缶のたけ
のこ汁「サバタケ」がおかげさまで今年度10周年を迎えることができました。
　10周年を記念し、今年度製造分より、パッケージを一新。従来の缶詰から化粧箱入り（レトルトパウチ２
袋入り）となりましたので、是非、ご賞味ください。

道の駅北信州やまのうち、銀座NAGANOのほかネットショップでも購入いただけます。

ネットショップ　http://yamanouchi.cart.fc2.com

●

mailto:kaihatsu-kousya@town.yamanouchi.lg.jp#


１ 日　時

２ 会　場

３ 料　金

４ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で]

市内循環バスも利用可

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://takato-inacity.jp/2021/ 

（E-ｍａｉｌ) ikk@ikk.inacity.jp

＜ゴーグルキット内容＞
・ゴーグルキットは組み立て式（２眼タイプ）
・段ボール素材
・組立説明書付
・対象年齢13歳以上
・ご自身のスマホでQRコードから映像を取り込み再生するといつでも「高遠城址公園の満開のお花見」を楽しめる
・１個１０００円（税込み）
・郵送の場合は別途送料がかかります。
＜郵送販売手順＞
・申込書を送付後、２週間以内に指定口座へ入金ください（振込手数料お客様負担）
・入金確認後レターパックライトにて送付
・詳しくはさくら祭り公式サイトご確認ください

（一社）伊那市観光協会（伊那市役所２階　商工観光課内）

中央自動車道伊那ICから約６㎞　15分
小黒川スマートICから約3㎞　10分

組立式ゴーグルキット　１個1000円（税込み）　＊郵送の場合は別途送料必要

（一社）伊那市観光協会
〒396-8617　伊那市下新田3050
　0265-78-4111(代)

新着情報 伊那市

高遠バーチャルお花見
ゴーグルキット販売のご案内

　伊那市高遠町の高遠城址公園はタカトオコヒガンザクラ約1500本が咲き誇る桜の樹林。やや小ぶり
で赤みを帯びた可憐な花が天を覆うように咲く姿は圧巻で、まさに「天下第一の桜」。
そんな満開の桜を360度全方位でドローン撮影し、バーチャル映像でお花見散策を楽しめるゴーグル
キットを発売します。
　公園閉鎖のため未公開だった２０２０年。お花見客や屋台、提灯などの人工物がない奇跡の映像を
ひとりじめ。VRゴーグルキット購入者だけがいつでも手軽に楽しめる「あなただけの天下第一の桜」で
お花見散策を楽しんでみませんか。
　コロナ禍のなか気分だけでも春を感じたい方。実際のお花見には外出が難しい方への贈り物にもぜ
ひどうぞ。

２月１日（月）より販売開始
＊高遠城址さくら祭り会場でも販売予定

伊那市観光協会窓口で販売　郵送販売も可能

0265-78-4131

JR飯田線伊那市駅又は伊那バスターミナルより約1.6㎞徒歩約20分

●

https://takato-inacity.jp/2021/#
mailto:ikk@ikk.inacity.jp#


１ 日　時

２ 会　場

３ 乗車券

４ 内　容

≪主　　催≫
≪アクセス≫ [お車で] 上信越自動車道「信州中野ＩＣ」から約40分

[列車で] 長野電鉄「湯田中駅」より志賀高原行きバスで約30分「志賀高原山の駅」下車

ＪＲ「長野駅」より志賀高原急行バスで約70分「志賀高原山の駅」下車

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.shigakogen.gr.jp/document/night_bus2020_2021.pdf

　志賀高原内を循環するナイトシャトルバスに乗って、伝統と格式の趣きを感じさせる明かりの
ともされた洋館風の建物、“志賀高原歴史記念館”を見に行こう！
　ナイトシャトルバスをご利用いただき志賀高原のレストラン、リラクゼーション等、様々なショッ
プをお楽しみください。
　※時刻表、店舗等の詳細についてはHPをご覧ください。

～志賀高原歴史記念館 【歴史の証人－旧志賀高原ホテル】～
全国の風光明媚な地に国策ホテルが建設され、長野県には上高地ホテル、志賀高原ホテル
（昭和12年開業）、野尻湖ホテルの三つが建てられました。それぞれのホテルはリゾート地の発
展に大きな貢献をしましたが、近年になり上高地ホテルは建て替えられ、野尻湖ホテルは解体
され、志賀高原ホテルのみが当時のまま残され歴史の証人となっております。
※通常、冬期間は館内見学はできませんが、上記の日にちのみ特別公開を行います。サマー
シーズンには館内も見学することができます。

◇アンケートに答えてプレゼントをGet!◇
志賀高原ナイトシャトルバスをご利用いただいたお客様から、夜間周遊バス実証運行について
のご意見をいただくためのアンケートを設置しました。アンケートにお答えいただいた方の中か
ら抽選で、志賀高原全山共通リフト1日券（10名様）や志賀高原内で使えるペア宿泊券（5名
様）をプレゼント！
※当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

志賀高原観光協会

ナイトシャトルバスのご乗車は無料です。

志賀高原観光協会
〒381-0401 下高井郡山ノ内町志賀高原蓮池
0269-34-2404 0269-34-2344

新着情報 山ノ内町

志賀高原ナイトシャトルバス運行
～夜の志賀高原歴史記念館を見に行こう～

　夜の“志賀高原歴史記念館”をナイトシャトルバスに乗って見に行こう！
　伝統と格式の趣きを感じさせる明かりのともされた洋館風の建物は、雪景色の中でとってもロマン
チックです。

2月6日・11日・12日・13日・20日・21日・22日・27日・3月6日
ナイトシャトルバスの時刻表はHPをご覧ください。

志賀高原内

●



１ 応募期間

２ 内　容

お問合わせ先

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） 【信濃大町なび内】https://kanko-omachi.gr.jp/event/51633/

（E-ｍａｉｌ) kankou@city.omachi.nagano.jp

0261-23-4081 0261-23-3378

〒398-0002 長野県大町市大町3177番地
JR信濃大町駅前　観光課事務所内
トロバス記念館担当者

大町市観光課

【募集写真】
・トロバスのベストショット（トロバス単体でも、皆様との記念写真でも可）
※皆様の分かる範囲で、写真を撮影した年月日をお教えください。
・メッセージやエピソード
（郵送の場合）片面で郵便はがきサイズ（横10㎝×縦14.8㎝）の紙に記入し、お送りください。
（SNSの場合）投稿した本文内のメッセージ部分を「」で囲み、その内の100文字以内をメッセージとみなします。
※トロバスの写真のみ、メッセージのみの応募も可能です。
【送付方法】下記のいずれかの方法で送付願います。
①郵送
〒398-0002
長野県大町市大町3177番地（JR信濃大町駅前　観光課事務所）
観光課　トロバス記念館担当者　宛
②メール
【件名：トロバス写真】と入れ、下記のメールアドレス宛にご送付ください。
（宛先）kankou@city.omachi.nagano.jp
③SNS
ツイッター・インスタグラム⇒「＃トロバスめもりーず」と付けて投稿。
（注意事項）
・著作権・肖像権が応募者本人に帰属している写真に限ります。
・お一人何枚でもご応募いただけます。
・映り込み等が不可の場合は、ご自身で画像の処理をお願い致します。
・応募いただいた写真等は返却いたしませんので、ご了承ください。
・展示スペースの関係で応募いただいた写真等全てを飾れない場合もありますので、ご了承ください。
・応募いただいた写真等は、必要に応じてトリミング等の加工を行う場合があります。
・応募に要する費用（通信料、郵送料等）は応募者の負担となります
（著作権・使用権等）
・応募いただいた時点で写真等の著作権、使用権は当市観光課に帰属し、ホームページや宣伝などで
二次利用することを許諾したものとみなします。
・被写体の肖像権侵害などの責任は負いかねますので、被写体関係者の承諾を得た上で、
応募してください。
※写真等…写真及び写真データ、メッセージを含む応募内容全般を指します。

参加募集 大町市

「トロバスの思い出」写真を募集します！

　昨年11月にプレオープンした、トロバス記念館が令和3年4月15日本格オープン予定です。より内容
の充実を図り、プレオープンに来館していただいた方にも再度楽しんでいただける記念館にしていき
ます。本格オープンにあたり、クラウドファンディングを成功に導いてくださった皆様や、トロバスファン
の方と交流できる場を設けたいと思っています。そこで今回「トロバスの思い出」写真を募集します。皆
さんの思い出の一枚をお送りください！！

1月27日（水）～3月31日（水）

●



　　　　観察会の様子 2020年/ヒレンジャク 有賀正英≪春の湖畔にて≫  

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

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
◇諏訪地域の野鳥を観(み)る　～初心者向け野鳥観察会
　　　講　師：日本野鳥の会 諏訪支部
　　　日　程：2021年3月20日（土）9：00～（2時間程度）
　　　内　容：日本野鳥の会諏訪支部のみなさんといっしょに八ヶ岳美術館と
　　　　　　　　近隣でバードウォッチングをしながら歩く自然観察会です。
　　　参加費：無料（入館料別途・要予約）
　　　開催場所：八ヶ岳美術館　受付にお越しください。
　　　※開催についてはコロナウイルス感染症の状況により延期、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。

≪休館のお知らせ≫
3月26日(金）～4月2日（金）　展示替えのため休館となります。

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I.C」から7km、「小淵沢I.C」から14km 

美術館 原村

四季の野鳥展

～諏訪・八ヶ岳山麓から～

　開催中の企画展「四季の野鳥展 ～諏訪・八ヶ岳山麓から～」では、60余年の歴史を刻む日本野鳥
の会諏訪支部会員の撮影した写真を通して諏訪地域・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写真作品を展示しています。そこには、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、あるいは人間による自然環境への侵攻と、闘いあるいは順応しな
がら生き延びてゆく、野鳥たちのたくましい姿がかいまみえてきます。
　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しています。身近な
自然界にフォーカスする野鳥の世界をお楽しみください。

3月25日(木）まで開催
※新型コロナ感染症の影響により、開館状況が変更となる場合がございます。

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

●



≪霧氷の譜≫ 1985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

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。）

〒380-0801 長野県長野市箱清水1-4-4

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。

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Ⅵ期

　絶作《夕星》をはじめ、雪をいただく信州の冬景をあたたかな眼差しで描いた《静晨》《霧氷の譜》、紅
葉する伊香保の山を構成的に描いた《紅翳》など、自然の美しい風景を芸術へと昇華した東山の本制
作品をご紹介します。
　また、古き日本美を残す京都の四季を描いた連作「京洛四季」、画業の大きな転機となった「北欧旅
行」のスケッチ、習作も数多くご覧いただきます。

2月4日（木)～4月13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　広報・マーケティング室

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


１ 日　時

２ 会　場

３ 入場料

４ 内　容

≪主　　催≫ 中馬ぬくもり街道ひな祭り実行委員会

≪アクセス≫ [お車で]

[列車で] JR「飯田駅」下車、広域バス25分～「こまんば」～広域バス12分「昼神」

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

（E-ｍａｉｌ) info@achimura.com

イベント
阿智村・平谷村
根羽村・飯田市

中馬ぬくもり街道ひな祭り

　南信州と三河を結ぶ中馬街道沿線（飯田市・阿智村・平谷村・根羽村）の商店、観光関連施設等に
て、ひな人形展示(103箇所）、手作りグッズ販売、期間限定の飲食販売を行います。
　また、阿智村駒場地区では大正後期に建てられた銭湯の見学、昭和３０～５０年代のレトロポップな
小物展示、地元出身写真家・童画家　熊谷元一氏の写真展示等が開催されます。

２月１日（月)～４月４日（日）　阿智村昼神温泉郷地区

各事業所

３月１日（月)～４月４日（日）　阿智村・平谷村・根羽村・飯田市

一部あり（イベント開催）

阿智村商工会
〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場１０７８－５
0265-43-2241 0265-43-2252

・旧銭湯と昭和レトロポップ
3月1日（月）～4月4日（日）　毎日開催
・ギャラリー亀屋
3月1日（月）～4月4日（日）の土・日・月曜日
・立寄り処　つぼや
3月1日（月）～4月4日（日）の土・日・月曜日
その他マルシェやお抹茶体験なども実施します。

※新型コロナ感染拡大防止のため、展示・イベント等が中止になる場合もございます。

中央自動車道「飯田山本IC」から約５分（阿智村駒場地区）

●



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飯田線伊那北駅前バス停又は伊那バスターミナルよりバスで約25分

「高遠駅」下車徒歩約15分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://takato-inacity.jp/2021/ 

（E-ｍａｉｌ) ikk@ikk.inacity.jp

イベント 伊那市

高遠城址公園さくら祭り

　明治8年頃。旧藩士たちが植えた数本の桜から始まった高遠城址公園の桜ヒストリー。今では約1500
本が一斉に咲き誇り唯一無二の桜風景を作り出す。
　ひとつの種類の桜がこのように群生するのは全国でもここ高遠だけ。日本三大桜の名所のひとつに
も数えられるまさに「天下第一の桜」です。
　今年は新型コロナウイルス感染防止対策を講じさくら祭りを開催。お出かけ前には最新情報を確認
し、感染予防にご協力ください。

４月１日（木）～桜の散り終わりまで　８時～１７時
開花状況により７時～22時（ライトアップ期間は最終入園２１時）

高遠城址公園

伊那市

中央自動車道伊那ICから約30分　諏訪ICから約50分
小黒川スマートICから約25分

大人（高校生以上）：500円　小中学生：250円　※団体料金有

（一社）伊那市観光協会
〒396-8617　伊那市下新田3050
　0265-78-4111(代) 0265-78-4131

▼夜桜ライトアップ―４月8日～４月20日(予定）
・時間　日没～２２：００   （２１時最終入園）
・プロジェクターによる桜雲橋の演出は実施予定。
・南口付近のライトアップは実施せず（例年より規模縮小）
▼イベント（予定)
・インスタグラムプレゼントキャンペーン（高遠の桜をテーマに撮影しInstagramへ投稿。
プレゼントをもらおう） 3/15～4/30
・桜一句（高遠の桜をテーマに一句で表現し高遠の桜PRキャッチコピーに選ばれた句には
プレゼント授与）3/15～4/30　⋆詳細準備中
・ハートのフォトフレーム園内設置
※上記内容は現時点での予定です。

●

https://takato-inacity.jp/2021/#
mailto:ikk@ikk.inacity.jp#

