
開催日・期間 開催地

1P
3月13日から通年オープン
※現在は、土日祝祭日の社
務所の開いている日

大町市

2P 2月1日～4月4日
阿智村・平谷村
根羽村・飯田市

2P 2月7日 木島平村

3P 12月19日～2月28日 飯山市

4P 2月13日・21日 上伊那8市町村

5P 2月27日 安曇野市

6P 4月22日 山ノ内町

冬のいいやまキャンペーン

※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

国宝仁科神明宮　『歴史展示館』オープン

中馬ぬくもり街道ひな祭り

北信州木島平スキー場感謝祭

第17回 志賀草津高原ルート 　雪の回廊ウォーキング

伊那谷の昆虫食文化

安曇野産大豆　信州みそ作り体験

２０２１年１月１９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２

参加募集

新着情報



7P ～3月25日 原村

8P 2月4日～4月13日 長野県

9P 2月7日～3月28日 東御市

10P 1月9日～2月13日 飯山市

11P 1月23日～2月23日 小谷村

12P 2月6日 大町市

13P 2月7日～11日 上田市

14P 4月25日～5月25日 長野市戸隠神社式年大祭

　▼「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）

信州を見つめ　信州を集める
「倉沢コレクション展」　　　（梅野絵画記念絵画館・ふれあい館）

いいやま冬の花火

チームラボ 学ぶ！未来の遊園地 presented by 小谷村

鹿島槍火まつり

長野県信濃美術館
東山魁夷館コレクション展第Ⅵ期

2021 第2回上田氷灯ろう夢まつり

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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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 

２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/8P 
 

飯綱町 

山ノ内町 
●第 17 回 志賀草津高原ルート   
雪の回廊ウォーキング/6P 

 

飯山市 
●冬のいいやまキャンペーン/3P 
●いいやま冬の花火/10P 

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）/7P 
 

 豊丘村 

上伊那 8 市町村 
（辰野町・箕輪町・南箕輪村・伊那市・宮田村・駒ケ根市 
・飯島町・中川村） 
●伊那谷の昆虫食文化/4P 
 

上田市 
●2021 第 2 回上田氷灯ろう夢まつり/13P 
 
東御市 
●信州を見つめ 信州を集める 
「倉沢コレクション展」（梅野絵画記念絵画館）/9P 

安曇野市 
●安曇野産大豆  
信州みそ作り体験/5P 

 

小谷村 
●チームラボ  
学ぶ！未来の遊園地  
presented by 小谷村/11P 

 

阿智村・平谷村・根羽村・飯田市 
●中馬ぬくもり街道ひな祭り/2P  
 
 

木島平村 
●北信州木島平スキー場感謝祭/2P 
 

長野市 
●戸隠神社式年大祭/14P 
 

大町市 
●国宝仁科神明宮  
『歴史展示館』オープン/1P 
●鹿島槍火まつり/12P 
 
 



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」よりタクシーで約15分

ＪＲ大糸線 「信濃大町駅」より

市民バス「ふれあい号(月～土運行）」で約25分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話）
（ＵＲＬ） https://www.sinmeigu.jp/index.html

〒398-0003 長野県大町市社1159

【通年オープン】　３月１３日（土）～

　平安時代の後期、現在の大町市社には、伊勢神宮の庄園である仁科御厨がありま
した。御厨を支配していた御厨司が仁科氏です。仁科氏は、伊勢神宮内宮を勧請し
て、仁科神明宮をまつり、都の文化を取りいれました。
　仁科神明宮は、伊勢神宮にならって20年ごとに本殿などの建替え （式年造替）を
行ってきましたが、仁科氏が滅亡した後は、寛永13（1636)年を最後に部分的な修理
のみを行うようになりました。その結果、わが国の伝統的な建築様式である神明造の
古い様式が残り、本殿と中門、釣屋は国宝に指定されています。
　この展示では、その時の資料を参考に、国宝仁科神明宮の歴史や価値、仁科氏の
関わりなどに焦点を絞って、わかりやすくまとめました。

長野自動車道 「安曇野ＩＣ」から約30分　

無料

国宝仁科神明宮社務所

0261-62-9168

新着情報 大町市

国宝仁科神明宮
『歴史展示館』オープン

　大町市社地区にある国宝仁科神明宮の敷地内に『歴史展示館』がオープンします。
　仁科神明宮とはどんな神社か、神社を祭った仁科氏の関わりを中心にわかりやすくまとめられた展示
館です。

【仮オープン】　　１月１日（金・祝）～１１日（月・祝）

国宝仁科神明宮　敷地内

【冬季オープン】　祝・祭日・土・日の仁科神明宮社務所が開いている日時

●

https://www.sinmeigu.jp/index.html#


会　場

会　場

お問合わせ先 阿智村商工会

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://achimura.com/

（E-ｍａｉｌ) info@achimura.com

日　時

会　場

お問合わせ先 (一社）木島平村観光振興局

（住 所）

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） https://kijimadaira.org/

（E-ｍａｉｌ) info@kijimadaira.org

北信州木島平スキー場

〒389-2302長野県下高井郡木島平村大字上木島2548-1

0269-82-2800 0269-82-2939

北信州木島平スキー場感謝祭

0265-43-2241 0265-43-2252

３月１日（月)～４月４日（日）　阿智村・平谷村・根羽村・飯田市

　日頃北信州木島平スキー場をご利用下さるお客様のご愛顧に感謝を込めて、北信州木島平スキー
場感謝祭を開催します。すてきな景品が当たる抽選会や、地元食材を使ったきのこ汁のお振る舞いが
あります。
　皆様のご来場を心よりお待ちしております。

２月７日（日)　　１０時～１5時

新着情報
阿智村・平谷村
根羽村・飯田市

中馬ぬくもり街道ひな祭り

２月１日（月)～４月４日（日）　阿智村昼神温泉郷地区

新着情報 木島平村

各事業所

　南信州と三河を結ぶ中馬街道沿線１市３村の商店、観光関連施設等にて、ひな人形展示(140箇所
予定）、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旧銭湯や古民家にて、昭和３０～５０年代の小物や地元作家の作品展
示、写真展が開催されます。

〒 395-0303　長野県下伊那郡阿智村駒場１０７８－５

mailto:info@achimura.com#
https://kijimadaira.org/#
mailto:info@kijimadaira.org#


１ 日　時

２ 内　容

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

（E-ｍａｉｌ) promotion@iiyama-ouendan.net

（その他） [電話受付] 平日8：30-17：15

冬のいいやまキャンペーンへのご参加は下記の2パターンです。

【1】Instagramに投稿してプレゼントをGET
飯山で滞在した思い出などを #冬のいいやま を付けてInstagramに投稿すると、毎月
選考40名様に飯山市の特産品（4,000円相当）が当たります！当局公式アカウント
フォロー＆タグ付け＋ハッシュタグで投稿してください。
▼詳細はこちら
https://camp-in.jp/fuyuno-iiyama/

▼信州いいやま観光局 公式Instagram
https://www.instagram.com/iiyama_tourism/

【2】アンケートに答えてプレゼントをGET
飯山市にご宿泊した方を対象に、WEBアンケートを実施。お答えいただいた方の中
から、毎月抽選20名様に飯山市の特産品（6,000円相当）が当たります！市内の宿泊
施設などに設置されたチラシのQRコードからアンケートにご回答ください。

一般社団法人 信州いいやま観光局 広報室
〒389-2292長野県飯山市大字飯山1110-1 飯山市役所2F

0269-81-2155 0269-81-2156

参加募集 飯山市

冬のいいやまキャンペーン

　長野県飯山市では、InstagramとWEBアンケートによる、冬のいいやまキャンペーンを実施中。飯山
市での思い出や皆様のお声をお聞かせください。
　ご参加・ご回答いただいた方には、「幻の米」「地酒」「富倉そば」など、飯山市の特産品が当たりま
す。もちろん参加無料！ご参加お待ちしております。

２０２０年１２月１９日（土）～２０２１年２月２８日（日）

●

https://www.iiyama-ouendan.net/#
mailto:promotion@iiyama-ouendan.net#


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 「伊那市駅」より徒歩１分　　

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

（E-ｍａｉｌ) k-dmo@union-kamiina.jp

（一社）長野伊那谷観光局　長野県知事登録旅行業　地域第-618号

中央自動車道「伊那IC」から約10分　

8,700円（大人・子ども同額）
※GoToトラベル支援事業適応の場合は5,700円（地域共通クーポン1,000円付）

（一社）長野伊那谷観光局
〒396-0025 長野県伊那市荒井300-1 いなっせ3F

【護り続ける天竜川の恵み「ざざ虫漁体験」と絶景カフェでのランチを楽しむ一日】
・厳寒期のみ許可を受けた漁師の指導による天竜川でのざざ虫漁体験
・駒ケ根シルクミュージアム中垣館長による養蚕の歴史のレクチャー
・伊那市創造館捧館長による昆虫食の話
≪行程表≫
伊那市駅＝【貸切バスにて】＝天竜川（ざざ虫漁体験）＝きりの実（昼食・伊那市創造
館捧館長より昆虫食のお話）＝駒ヶ根シルクミュージアム（中垣館長の解説）＝
駒ヶ根ファームス（散策・お買い物）＝伊那市駅

0265-98-8451 0265-73-5867

イベント 上伊那８市町村

伊那谷の昆虫食文化

①２月１３日（土）　②２月２１日（日）
集合時間　9：30　解散時間　15：30（予定）

集合：ＪＲ飯田線伊那市駅

　二つのアルプスに囲まれ、中央に天竜川が縦断する伊那谷では、古来より「ざざ虫」「蜂の子」「蚕」
など、この地ならではの「昆虫食」の文化が根付いています。このたび伊那谷の昆虫食文化を告知、
顕彰する一環として、ざざ虫漁の解禁に合わせて行われる冬季限定「ざざ虫漁体験」と、伊那市創造
館捧館長による「昆虫食の話」など、「伊那谷の昆虫食」にフォーカスした地域の魅力再発見ツアーを
企画しました。本ツアーは天竜川漁協や伊那市創造館など関連組織と連携を図りながら、新型コロナ
感染症対策に万全を期して実施します。なお、GoToトラベル事業の支援が適応された場合は、より参
加しやすい価格となりますので、ぜひこの機会に「上伊那の隠れた魅力」をご堪能ください。

●

https://www.inadanikankou.jp/#
mailto:k-dmo@union-kamiina.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] JR 「柏矢町駅」より徒歩15分　　または

JR「穂高駅」よりタクシーで約10分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） http://www.azumino-e-tabi.net

（E-ｍａｉｌ) azumino@bz03.plala.or.jp

一般社団法人　安曇野市観光協会
〒 399-8303　長野県安曇野市穂高5952-3
0263-82-3133 0263-87-9361

参加募集 安曇野市

安曇野産大豆　信州みそ作り体験

　信州特産の味噌作り体験です。
　昔ながらの薪を使用し、安曇野産大豆など素材にこだわった手作り味噌を作ります。
　熟成したお味噌3㎏をおいしい時期（11月頃）にお送りいたします。

２月２７日（土)　　１３時～１６時

ビレッジ安曇野

【日程】ビレッジ安曇野13：00集合⇒日程説明⇒13：30味噌作り体験（豆つぶし・麹と
塩の混ぜ合わせ・味噌仕込み）…ご家庭での作り方を指導いたします。⇒お小昼（お
茶）⇒⇒⇒　解散16：00

●募集人員：20名（最少催行人員5名）
●申込締切：2月19日（金）
●参加費に含まれるもの：指導料、材料費、みそ送料、保険代
●持ち物：エプロン、三角巾またはバンダナ

一般社団法人　安曇野市観光協会

長野自動車道「安曇野IC」から約10分　

※新型コロナウイルス感染症の影響で中止となる場合がございます。

4,000円

●

http://www.azumino-e-tabi.net/#
mailto:azumino@bz03.plala.or.jp#


１ 日　時

２ 会　場

３ 参加料

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.town.yamanouchi.nagano.jp/yukinokairo.html

（E-ｍａｉｌ) kanko@town.yamanouchi.lg.jp

参加募集 山ノ内町

第17回 志賀草津高原ルート

雪の回廊ウォーキング

　冬の間、閉ざされている国道292号・志賀草津高原ルート。春の開通前日に車の通らない道路を、雪
の回廊や標高２，１７２ｍの日本国道最高地点からの雄大な景色を眺めながらウォーキング！！

４月２２日（木）　９時～１６時１５分

A・Cコース：長野電鉄 「湯田中駅」より徒歩約8分→山ノ内町役場

　参加者は15名程度のグループに分かれ、グループごとガイドの案内により車両の走らない道
路をウォーキングします。高さ約７mの雪の回廊、日本国道最高地点（標高2172ｍ）からの眺
望、バスの車窓から眺める景色など見どころがたくさんあります。
▼Ａコース：志賀高原スタートコース
　志賀高原 熊の湯ほたる温泉→陽坂→渋峠→日本国道最高地点→雪の回廊→山田峠駐車
場→熊の湯ほたる温泉（入浴：熊の湯ほたる温泉）
▼Bコース：白根火山スタートコース
　天狗山第一駐車場→山田峠駐車場→雪の回廊→日本国道最高地点→渋峠→志賀高原陽
坂→天狗山第一駐車場（入浴：草津温泉）
▼Cコース：リフトで行く横手山頂らくらくコース
　志賀高原 熊の湯ほたる温泉→陽坂→横手山頂→渋峠→日本国道最高地点→雪の回廊→
山田峠駐車場→熊の湯ほたる温泉（入浴：熊の湯ほたる温泉）

■申込方法：インターネット http://spoen.net/　FAX 0120-37-8434　　TEL 0570-039-846
■申込期限：2021年3月31日（水）

長野県山ノ内町志賀高原陽坂（標高1830ｍ）～渋峠（県境）～国道最高地点（標高2172ｍ）～
山田峠先駐車場（標高2068ｍ）
※前日及び当日の気象状況や白根山の火山活動の状況により中止の場合あり。

0269-33-1107 0269-33-1104

A・Cコース：上信越自動車道 「信州中野ＩＣ」から約 50分(ほたる温泉駐車場)

Ａコース：志賀高原スタートコース（ウォーキング9㎞）4,000円
Ｂコース：白根火山スタートコース（ウォーキング9㎞）4,000円
Ｃコース：リフトで行く横手山頂らくらくコース（ウォーキング4㎞）5,000円
　※料金には、バス代・ガイド料・昼食・保険・温泉入浴料（Ｃコースにはリフト代）を含みます。

草津町・山ノ内町広域宣伝協議会

Bコース：関越自動車道「渋川伊香保IC」から約68km「長野原(大津)」経由
約1時間30分(天狗山第１駐車場)

Bコース：JR「長野原草津口駅」よりバス約30分→草津温泉バスターミナル

雪の回廊ウォーキング事務局（山ノ内町観光商工課内）
〒381-0498 下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1

●

mailto:kanko@town.yamanouchi.lg.jp#


有賀正英≪タゲリ≫田んぼのプリマドンナ 林正敏≪オナガ≫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(し)る
　「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：2月7日（日）14:00～（1時間程度）
　　　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）　　　定　員：20名（要予約）
 　 ※開催場所は八ヶ岳美術館　企画展示室
◇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：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
　　　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。

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

美術館 原村

四季の野鳥展
～諏訪・八ヶ岳山麓から～

３月２５日(木）　まで開催

八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

　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いたします。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いたします。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。

●

https://yatsubi.com/#
mailto:yatsubi1@po19.lcv.ne.jp#


≪夕星≫ 1999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

（電 話） （ＦＡＸ）

（ＵＲＬ） http://www.npsam.com

（E-ｍａｉｌ) npsam@npsam.com

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

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

（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

026-232-0050

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

〒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

026-232-0052

長野県信濃美術館事務所 広報・マーケティング室

【R3.1.12以降は下記に移転予定】

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。

（住 所）

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）

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] しなの鉄道田中駅発着送迎バス毎月第３日曜日10：50発「田中駅」～「当館」

15：00発「当館」～「田中駅」への送迎あり（要予約）

しなの鉄道「田中駅」よりタクシーで約15分

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

（E-ｍａｉｌ) info@tomikan.jp

●関連イベント　（予定）

２月７日　　13：30～　オープニング　倉沢氏と大竹館長による対談（要予約）

２月２７日　18：00～20：00　ナイトミュージアム（20時まで延長開館）

３月２８日　18：00～20：00　ナイトミュージアム（20時まで延長開館）

東御市梅野記念絵画館・ふれあい館　

上信越自動車道「東部湯の丸IC」から約20分　

※休館日　月曜日（祝日の場合は翌火曜日）

大人600円（団体500円）・中学生以下無料

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

美術館（博物館） 東御市

信州を見つめ　信州を集める

「倉沢コレクション展」

　上田市の実業家倉沢紀武氏が収集した「倉沢コレクション」が、東御市芸術むら公園内にある「梅野
記念絵画館・ふれあい館」で公開。
　信州にゆかりのある作品で構成された本展は、信州の近代美術史を語るうえで貴重な作品群であ
る。「信州に生まれ育った者として彼らの郷土に遺した功績を忘れてはならない、後世に残していかな
ければならない」という倉沢氏の強い思いが感じられるものとなっている。

２月７日（日)～３月２８日（日）　　９時３０分～１７時（入館は閉館時間の30分前）

梅野絵画記念絵画館・ふれあい館

●

mailto:info@tomikan.jp#


１ 日　時

２ 内　容

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

（E-ｍａｉｌ) info@iiyama-ouendan.net

（その他） [電話受付] 平日8：30-17：15

イベント 飯山市

いいやま冬の花火

　長野県飯山市では、コロナウイルス禍の中、三密を回避しながら「いいやま冬の花火」が開催されま
す。「斑尾高原スキー場」「戸狩温泉スキー場」「かまくらの里」「いいやま雪まつり」で、5～15分程度打
ち上げ予定。目の前に広がる大きな花火で、雪景色と花火の幻想的な世界をお楽しみください。

１月９日（土)～２月１３日（土）

●斑尾高原スキー場
2021年1月9日（土）、10日（日）※荒天の場合、1月23日（土）順延（1日）　21時～

●戸狩温泉スキー場
2021年1月9日（土）、10日（日）、11日（月）、16日（土）、17日（日）　19時～

●かまくらの里
2021年1月22日（金）、26日（火）、27日（水）、28日（木）、29日（金）、2月5日（金） 　18時～

●いいやま雪まつり
2021年2月13日（土）　18時30分～

▼特設ページはこちら
https://www.iiyama-ouendan.net/snow_fireworks/

一般社団法人 信州いいやま観光局 営業企画課

0269-62-3133 0269-62-7003
〒389-2253長野県飯山市大字飯山772-6 飯山駅観光交流センター内

●

https://www.iiyama-ouendan.net/#
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] JR大糸線「白馬駅」よりシャトルバスこなゆき号にて25分、「栂池入口」下車徒歩4分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://futurepark.teamlab.art/places/otari/

（E-ｍａｉｌ) kankou.i.otari@gmail.com

体育館駐車場　平日無料、土日祝8時～17時有料一日500円・(17時以降無料)

大人1200円（1000円）、小人（3歳以上中学生以下）600円（500円）　※（）内は前売り

イベント 小谷村

チームラボ 学ぶ！未来の遊園地
presented by 小谷村

　小谷村には３つのスキー場があり、冬はウィンタースポーツが盛んな地域です。この冬、チームラボ
の「共創」をコンセプトにした教育的なプロジェクト「学ぶ！未来の遊園地」をスキー場エリアで開催しま
す。子どもから大人まで楽しめる、国内外で大人気のアートイベントです。会場内では「お絵かき水族
館」、「すべって育てる！フルーツ畑」、「光のボールでオーケストラ」、「天才ケンケンパ」、「まだ かみ
さまが いたるところに いたころの ものがたり」、「小人が住まうテーブル」の６つの作品をお楽しみいた
だけます。また、会場周辺には雪遊びをお楽しみ頂ける広場を作ります。世界中が注目する良質の雪
を、同時にご体験ください。

１月２３日（土)～２月２３日（火）　　１０時～２１時（最終入場20時半）

栂池高原特設会場(栂池 村営社会体育館)

小谷村特産推進室内　観光イノベーションOTARI実行委員会
〒399-9422 長野県北安曇郡小谷村大字千国乙２２６
0261-83-3126 0261-82-2232

▼イベント内容・体験できる映像アートイベントです。・スキー場エリア内にて開催されますので、ウィン
タースポーツとあわせて、お楽しみください。エリア内に飲食店・宿泊施設等ございます。　詳しくは小谷
村観光情報サイトをご覧ください。　https://www.vill.otari.nagano.jp/kanko/　イベント会場周辺に雪遊
び広場あり！・イベントご来場者の方に、近隣お土産店などでご利用頂ける特典あり！
▼新型コロナウィルス感染症対策について・入館前の検温、アルコール消毒、マスクの着用、換気の実
施、混雑時の入場制限、　連絡先の記録保管を行っております。ご来場の際はご協力をお願い致しま
す。　連絡先記入用紙は小谷村役場HPイベント情報ページよりダウンロード頂けます。
（https://www.vill.otari.nagano.jp/www/contents/1609734702738/index.html）　事前にご記入頂くと入
場がスムーズです。
・万が一イベントを中止する場合は、イベント公式HPにてご案内致します。
▼ご来場の際のお願い・障がい者手帳提示者ご本人様と付き添いの方1名様入場無料。
・小学生以下のお子様のご利用には、20歳以上の保護者様の同伴が必要です。
・会場ではスリッパを用意しておりますが、体育館シューズなど上履きをご持参いただくと、
より動きやすく作品をお楽しみいただけます。
・当イベント会場は積雪量の多い地域となっております。ご来場の際は道路状況等
ご確認いただいた上で、事故のないよう十分ご注意ください。・会場内ではヒーターを
準備しておりますが、冷え込む場合がございます。十分な防寒対策をお願いします。

観光イノベーションOTARI実行委員会
長野自動車道「安曇野IC」から約90分、北陸自動車道「糸魚川IC」から約60分

●

https://futurepark.teamlab.art/places/otari/#
mailto:kankou.i.otari@gmail.com#


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 「信濃大町駅」よりシャトルバス約45分

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

■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。

※1月号で掲載の打ち上げ花火は、中止となりました。
※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)などが行われます。
　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～19時15分頃

HAKUBAVALLEY鹿島槍スキー場　中綱ゲレンデ特設会場

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

●

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] 上田電鉄別所線 「別所温泉駅」より徒歩10分

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ） https://www.city.ueda.nagano.jp/site/kankojoho/37055.html

（E-ｍａｉｌ) kanko@city.ueda.nagano.jp

●イベント概要
・北向観音堂ライトアップ　18時～21時
・氷灯ろう、LEDキャンドル灯ろう　16時半～21時

信州上田まつり実行委員会

上信越自動車道「上田菅平IC」から約30分　

上田市観光課
〒386-0024 長野県上田市大手二丁目8番4号
0268-23-5408 0268-23-7355

上信越自動車道「坂城IC」から約30分　

イベント 上田市

2021 第2回上田氷灯ろう夢まつり

　信州最古の温泉地“別所温泉”で行われるライトアップイベントを開催。
  北向観音堂のライトアップを始め、参道(大門通り)や別所温泉街に点在する3つの外湯(銭湯)をつな
ぐ灯りとして氷灯ろう等を設置し、冬の温泉街を幻想的な灯りで彩ります。
　冬の夜空の下、灯りに連れられて昔ながらの銭湯に浸かってみてはいかがでしょうか！

２月７日（日)～１１日（木・祝）　　１４時３０分～２１時

別所温泉地域(北向観音堂、参道(大門通り)、外湯(大湯～石湯))

●

https://www.city.ueda.nagano.jp/site/kankojoho/37055.html#
mailto:kanko@city.ueda.nagano.jp#


　

１ 日　時

２ 会　場

３ 内　容

≪主　　催≫

≪アクセス≫ [お車で]

上信越自動車道「信濃町IC」から30㎞約40分　

[列車で] JR「長野駅」よりアルピコ交通バス「戸隠高原」行きで約60分、

「戸隠中社」下車

お問合わせ先
（住 所）
（電 話） （ＦＡＸ）
（ＵＲＬ）

（E-ｍａｉｌ)

戸隠神社

上信越自動車道「長野IC」から60㎞約60分　

　https://www.togakushi-jinja.jp/

　info@togakushi-jinja.jp

　

戸隠神社
長野県長野市戸隠3506（戸隠神社中社）
　026-254-2001（戸隠神社中社社務所） 026-254-3180

【日程】
・５月９日(日)　渡御の儀
・５月23日(日)　還御の儀
【期間中】
・式年大祭特別朝拝（毎日）
・長野県指定無形民俗文化財「太々神楽」奉納
・式年大祭特別祈祷
・離山仏里帰り拝観
・御神座回廊特別拝観
・御印文拝載
・中社宝物館特別展

イベント 長野市

戸隠神社式年大祭

　７年に１度斎行される「戸隠神社式年大祭」。
　人知でははかり知れないほどに奥深く神聖な尊さをそなえている戸隠の大神さまの霊妙なるお力を、特別
なしつらえと敬意をもってお迎えし、崇敬するみなさまとのご縁をいただきます。
　宝光社御祭神を中社へと奉還する「渡御の儀」、父子対面の間、奥社への奉告祭を経てお戻りになる「還御
の儀」を中心に神事や催しが行われ、厳かで華やかな御鳳輦（ごほうれん）行列が祭りを彩ります。
　式年大祭の催行に伴い、84年ぶりに建替えられた中社大鳥居が、参拝者の方を出迎えます。

４月２５日（日)～５月２５日（火）

戸隠神社

●


