
区分 イベント名 日時 開催地 開催内容 問い合わせ先

佐久地域
ふるさと

フォトコンテスト
2022

佐久地域

■テーマ︓「私が好きな佐久地域」（地域に住むことの幸せや⼈のつな
がりを感じさせる写真）

■賞
・プリント部門
⼤賞︓１点、賞⾦５万円、賞状
⾦賞︓１点、賞⾦３万円、賞状
銀賞︓３点、賞⾦２万円、賞状　※その他の賞もあります。
・Instagram部門
特選︓１点、商品券１万円分
準特選︓２点、商品券５千円分
⼊選︓10点、商品券３千円分

■詳細はこちら
http://www.areasaku.or.jp/photo_contest/index.html

第23回JA
佐久浅間

フォトコンテスト
〜11⽉30⽇（⽔）

小諸市、佐久市、
佐久穂町、軽井沢
町、御代⽥町、⽴
科町、東御市（北

御牧地区）

■テーマ︓「佐久浅間の農と四季」

■賞
組合⻑賞（最優秀賞）︓１点、JAまごころ商品券３万円分
優秀賞︓３点、JAまごころ商品券２万円分
⼊選︓５点、JAまごころ商品券１万円分
佳作︓10点、JAまごころ商品券３千円分
特別賞︓若⼲
（すべての賞に賞状と副賞を贈呈します）

■第23回JA佐久浅間フォトコンテスト（PDF）
https://www.ja-
sakuasama.iijan.or.jp/common/docs/home/23th_photo_c
ontest_leaflet.pdf?202203

フォ
トコ
ンテ
スト

JA佐久浅間 企画総
務部ふれあい広報課

TEL
0267-68-1112

軽井沢
フォトフェスト

（新規掲載）
〜１⽉31⽇（⽕） 軽井沢町

■募集写真
撮影期間（2022年６⽉１⽇〜2023年１⽉31⽇）に軽井沢町で
撮影された写真（ジャンル、テーマ共にオープン）

■Karuizawa Foto Festメインイベント
・期間︓2023年４⽉１⽇〜2023年５⽉14⽇
・内容︓250枚程度のファイナリストを選出し、⾼画質基準を満たした
作品は軽井沢の様々な場所に設置されるターポリンにて展示されます。

■賞
グランプリ︓Fujfilm X100V ミラーレス カメラ mirrorless camera、
軽井沢町アーカイブに収蔵
副賞︓CREATE 富⼠フィルム運営のプロ・ラボ商品券
KFF 委員会賞︓KFF公式ハガキやポスターに作品と名前の掲載。使
⽤料が賞として⽀払われます。

■軽井沢フォトフェストホームページ
https://www.karuizawafotofest.jp/

軽井沢フォトフェスト
実⾏委員会

e-mail
kff@karuizawafoto

fest.jp

佐久広域連合

TEL
0267-62-7721

〜11⽉30⽇（⽔）

長野県PRキャラクター
「アルクマ」

佐久地域の観光情報

 1佐久地域では、このほかにもたくさんのイベントが行われます♪詳しくは市町村や観光協会のホームページをご覧ください。
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並木功展
一期一会

（新規掲載）
芸術

佐久市近代美術館

TEL
0267-67-1055

FAX
0267-67-1068

　⼤学卒業後からアイヌや中南⽶の⼈々、近年ではバレエダンサーなどを
取材し、一貫して⼈物の肖像や群像を描き続けてきた、佐久市出身の
並木功。
　本展では⾼校時代から現在に至るまでの作品により、⼈々や風景との
出会いを⼤切にしてきたという作家の40年余にわたる画業を振り返りま
す。

■観覧料
一般600円、学⽣410円、18歳未満または⾼校⽣以下無料

■収蔵品・常設展示
・平山郁夫作品展示
・各階彫刻・工芸作品

■佐久市近代美術館ホームページ
https://www.city.saku.nagano.jp/museum/

〜11⽉６⽇（⽇）
９:30〜17:00

佐久市近代美術館
（佐久市）

KARUIZAWA
PHOTO

CONTEST
2022

〜2023年
２⽉３⽇（⾦） 軽井沢町

■応募方法
①軽井沢で写真を撮影
②Instagramのご自身のアカウントで軽井沢フォトコンテストの公式アカ
ウント（@karuizawaphoto.official）をフォローする。
③軽井沢で撮影した写真にハッシュタグ「#2022軽井沢フォトコン」また
は「#2022karuizawaphotocontest」を付けて投稿する。

■テーマ︓「軽井沢の伝統・風景」「軽井沢ライフ」
※軽井沢ライフとはWellness Resort・スポーツ・テレワーク・ウェディング
や軽井沢の⽇常

■賞
グランプリ︓１点、３万円
伝統風景部門賞︓２点、１万円
軽井沢ライフ部門賞︓２点、１万円
後援社特別賞︓４点、３千円　※その他の賞もあります。

■軽井沢観光協会ホームページ
https://karuizawa-kankokyokai.jp/news/33268/

フォ
トコ
ンテ
スト

佐久市観光協会
事務局

TEL
0267-62-3285

■テーマ︓佐久市の観光地､祭り､イベント、自然の美しさ
※「佐久バルーンフェスティバル2022」をテーマとする作品は、 全て「佐
久バルーンフェスティバル2022フォトコンテスト」へ 応募してください。（本
コンテストでは審査対象外とさせていただきます）

■賞
最優秀賞︓１点、賞⾦５万円、賞状
優秀賞︓３点、賞⾦２万円、賞状
準優秀賞︓10点、賞⾦３千円、賞状　※その他の賞もあります。
また、選外者全員にパラダリフト割引券、平尾温泉みはらしの湯割引券
を贈呈予定。

■信州佐久市観光フォトコンテスト実施要項
http://www.sakukankou.jp/photo-
contest/kankouphotooubo/

一般社団法⼈
軽井沢観光協会

TEL
0267-41-3850

FAX
0267-41-3851

https://karuizawa
-kankokyokai.jp/
公式アカウントのダイレ
クトメッセージでも可能

です。

佐久市〜2023年
１⽉６⽇（⾦）

信州佐久市観光
フォトコンテスト

2022

 1佐久地域では、このほかにもたくさんのイベントが行われます♪詳しくは市町村や観光協会のホームページをご覧ください。
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島崎藤村生誕150
年記念特別企画展
『藤村を支えた人々

〜⾚壁の家
神津猛〜』

（新規掲載）

〜12⽉18⽇（⽇）
９:00〜17:00

（12⽉は
９:00〜16:30）

小諸市⽴藤村記念
館（懐古園内）

（小諸市）

　島崎藤村⽣誕150年を記念して、「破戒」出版までの小諸時代に焦
点を当てた、特別企画展を開催します。

　そして、島崎藤村⽣誕150年を記念して「⽂豪とアルケミスト」と小諸
市⽴藤村記念館がタイアップします。
　藤村記念館と小諸義塾記念館（懐古園紅葉まつり期間中は毎⽇
開館、紅葉まつり期間以外の11⽉は⼟⽇祝⽇のみ開館、12⽉は休
館）に島崎藤村等身⼤キャラクターパネルが展示されます。
　また、藤村記念館⼊館者先着1万名様に描き下ろしイラストを使⽤し
た栞が配布されるほか、各種グッズを販売します。

■展示内容
・「破戒」執筆に使⽤した⽂机（神津忠彦氏所蔵）
・神津猛宛藤村書簡（神津忠彦氏所蔵）
・「破戒」浄書本（北野美術館所蔵）

■⼊館料（懐古園共通券）︓⼤⼈500円、中学⽣以下200円

藤村記念館

TEL/FAX
0267-22-1130

E-mail
toson@city.komor

o.nagano.jp

第十一回
比田井天来
・小琴 顕彰

佐久全国臨書展
（新規掲載）

芸術

　本展では、脇⽥和が旧軽井沢に制作の居を移した1970年代から晩
年までの作品を中⼼に、油彩、素描、コラージュ作品など、約100余点
を展示し紹介します。

■⼊館料
一般1,000円、⼤⾼⽣600円、中学⽣以下無料

■脇⽥美術館ホームページ
http://www.wakita-museum.com/

脇⽥美術館

TEL
0267-42-2639

11⽉19⽇（土）
〜

12⽉11⽇（⽇）
（11⽉21⽇（⽉）、
24⽇（木）、28⽇
（⽉）、12⽉５⽇
（⽉）は休館）

佐久市⽴近代美術
館

（佐久市）

　近代で古典学書の方法論を確⽴した⽐⽥井天来のふるさと佐久市が
主催し、天来の推奨した古典体系によって、「現代の書」の原点としての
臨書を改めて問い直そうとするのがこの臨書展です。

■料⾦︓⼊場無料

■特別企画
①企画展（同時開催）審査員臨書作品
②12⽉４⽇（⽇） 講師︓髙橋蒼⽯
ワークショップ「褚遂良 雁塔聖教序を臨書する」

■授賞式
令和４年11⽉19⽇（⼟）

■佐久市ホームページ
https://www.city.saku.nagano.jp/shisetsu/sakubun/tenra
ikinenkan/rinsyo11.html

佐久市
社会教育部
⽂化振興課

⽂化振興・⽂化施設
係

TEL
0267-62-5535

FAX
0267-64-6132

軽井沢
絵本の森美術館

TEL
0267-48-3340

〜11⽉21⽇（⽉）
10:00〜17:00

秋冬展
アーサー・ラッカムと

「ギフト・ブック」
の時代

〜１⽉９⽇（⽉）
10:00〜16:00

休館⽇についてはホー
ムページをご確認くださ

い

軽井沢
絵本の森美術館
（軽井沢町）

　本展では、アーサー・ラッカムの挿絵の魅⼒にせまりながら、⼦どもたちの
絵本の歴史を飾った「ギフト・ブック」を振り返ります。このほか、当館の収
蔵品の中から貴重な60点以上の挿絵本と、ラッカムと同時代に活躍し
た画家であるロビンソン三兄弟、レズリー・ブルックらの原画も展示いたし
ます。

■料⾦
・軽井沢絵本の森美術館
⼤⼈950円、中⾼⽣600円、小学⽣450円
・エルツおもちゃ博物館・軽井沢との２館共通セット券
⼤⼈1,400円、中⾼⽣900円、小学⽣650円

■軽井沢　絵本の森美術館HP
https://museen.org/ehon

脇⽥美術館
(軽井沢町)

鳥の詩
脇田和展

 1佐久地域では、このほかにもたくさんのイベントが行われます♪詳しくは市町村や観光協会のホームページをご覧ください。
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星野エリア総合案内

info-
hoshinoarea@m.h
oshinoresorts.com

懐古園事務所

TEL
0267-22-0296

FAX
0267-25-0296

軽井沢町
観光経済課

TEL
0267-45-8579

軽井沢
紅葉まつり

9⽉20⽇（⽕）
〜

11⽉6⽇（⽇）

町内各所
(軽井沢町)

　テニス⼤会やウォーキングイベント、観光ガイドと軽井沢を巡るイベント
など、さわやかな秋を迎えた軽井沢を満喫できるイベントが盛りだくさんで
す。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、主催者の判断で各イベ
ントの概要の変更や開催を中⽌する場合がございます。お申込み前にお
問い合わせください。

■軽井沢町ホームページ
https://www.town.karuizawa.lg.jp/www/index.html

信州中山道
サミット

11⽉10⽇（木）
13:30〜16:00

軽井沢プリンスホテ
ル

（軽井沢町）他

　街道研究の第一⼈者・志⽥威先⽣や軽井沢町の中山道69次資料
館・岸本豊館⻑ら地元宿場のガイドの方々を招き、観光資源としての
中山道活⽤についての講演とパネルディスカッションを⾏います。中山道
の歴史に関⼼のある方やガイドを目指す方はぜひご参加ください。

■開催方法・会場
軽井沢プリンスホテル、拠点会場でのWeb聴講（佐久市、御代⽥町、
⽴科町、⻑和町）、個⼈でのWeb聴講

■申込先
軽井沢プリンスホテル、拠点会場︓TEL 0268-68-2651
Web聴講︓ながの電⼦申請サービス
https://s-kantan.jp/pref-nagano-
u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=25426

東信州中山道
連絡協議会事務局
（⻑和町商工会）

TEL
0268-68-2651

歴史

小諸城址懐古園
紅葉まつり

10⽉22⽇（土）
〜

11⽉20⽇（⽇）
９:00〜17:00

小諸城址懐古園
（小諸市）

　⽇本100名城にも選ばれている小諸城址で今年も「紅葉まつり」が開
催されます。懐古園の東屋や紅葉ヶ丘をはじめ、⽯垣に囲まれたもみじ
など、各所で紅葉が観賞できます。
　まつり期間中は、草笛教室、東信菊花展、観光ガイド等のイベントが
⾏われます。

■散策券
⼤⼈300円、小⼈100円

■小諸城址懐古園ホームページ
https://www.city.komoro.lg.jp/kaikoen/index.html

紅葉と本と
カフェ時間を楽しむ

「紅葉図書館」

10⽉１⽇（土）
〜

11⽉６⽇（⽇）
10:00〜16:30

※雨天中止

「星野温泉　トンボ
の湯」前の広場
（軽井沢）

　⾸都圏に⽐べると軽井沢は1か⽉ほど早く紅葉の季節を迎えます。
　星野エリアの広場では2022年も「紅葉図書館」を開催。のんびり紅葉
を眺め、目に留まった本のページをめくり、テイクアウトスイーツを頬張る。
そんな秋空の下の自由時間をお楽しみください。

■テイクアウトスイーツ（⼟・⽇・祝）
軽井沢で話題のスイーツ店が出店します。

■小さな本屋さん（⼟・⽇・祝）
移動書店が古本の販売を⾏います。

■森の広場で「絵本の読み聞かせ会」（10⽉８⽇、９⽇）
森や動物をテーマにした絵本の読み聞かせ会を⾏います。「景山聖⼦と
ゆかいな仲間たち」による読み聞かせは、手遊びなども交え、三世代でお
楽しみいただけます。

■軽井沢星野エリアHP
https://www.hoshino-area.jp/archives/12342

紅葉

 1佐久地域では、このほかにもたくさんのイベントが行われます♪詳しくは市町村や観光協会のホームページをご覧ください。
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自然
観察

交通

社会実験型
サービス

「縁JOY︕小諸」
（新規掲載）

〜11⽉19⽇（土）
毎週土曜⽇

11⽉３⽇（木・祝）
小諸市内

■内容

▶スマートカートegg（12⽇、19⽇の運⾏はなし）
「北国街道まち巡り」
小諸駅を出発し、北国街道小諸宿の町並みを中⼼としたコースを15分
で巡ります。運⾏ルート上のどこでも乗り降りすることが可能です。
（料⾦︓無料）

▶デマンドタクシー
「布引観音・風穴巡り」
小諸駅から千曲川へ渡り、布引観音、氷風穴、温泉施設、ワイナリー、
千曲川の眺望を巡るコースです。
（料⾦︓１⽇乗り放題500円）

▶EVバス・こむこむ号
「ワイン・りんごの⾥巡り」
小諸駅から、マンズワイン、小諸⾼原美術館、みはらし交流館・糖地、
⼤地農園、中松井農園を巡ります。
（料⾦︓１⽇乗り放題500円）

■特典
EVバスで巡る「ワインとりんごの⾥巡り便」とデマンドタクシーで巡る「布引
観音・氷風穴巡り便」の各コースのスポットで利⽤できるお得なチケットを
⽤意しました。※特典⼊手方法＆内容↓
https://www.city.komoro.lg.jp/material/images/group/18
/tiket1.jpg

■小諸市ホームページ
https://www.city.komoro.lg.jp/soshikikarasagasu/kensets
usuidoubu/toshikeikakuka/3/1/2/12116.html

小諸市
建設水道部
都市計画課

TEL
0267-22-1700

FAX
0267-24-3570

八ヶ岳星と
自然のフェスタ

in　こうみ
（新規掲載）

11⽉11⽇（⾦）
17:00

〜
11⽉13⽇（⽇）

15:00

小海リエックスホテル
（小海町）

　澄み切った空気と光害の少なさから、星空の美しさを誇る小海町で、
星と自然を体感できます。
　森の⽣き物に出会ったり、雲上の峰々に⾒惚れたり、夜にはきらめく星
空を眺めたり。
　クラフトやフリマ、フードのブースも多数出展予定です!

■参加費　無料

■八ヶ岳星と自然のフェスタinこうみホームページ
https://www.hoshifeskoumi.com/

小海星フェス
実⾏委員会

(小海町産業建設課)

TEL
0267-92-2525

観戦

佐久市望⽉
駒の⾥

競馬大会
（新規掲載）

11⽉３⽇（木・祝） 望⽉総合グラウンド
（佐久市）

　県内外からポニーや農耕馬、サラブレッド等たくさんの馬が出場します。
　その他にもふれあい動物コーナー、出店、農産物直売など盛りだくさん
な一⽇になることでしょう。

■⽇程
午前︓予選レース
昼⾷時間中︓ちびっこ馬⾞
午後︓決勝レース

■佐久市観光協会ホームページ
http://www.sakukankou.jp/event/motiduki-komanosato/

佐久市望⽉⽀所
経済建設係

TEL
0267-53-3111

 1佐久地域では、このほかにもたくさんのイベントが行われます♪詳しくは市町村や観光協会のホームページをご覧ください。



長野県PRキャラクター
「アルクマ」

佐久地域の観光情報

開館記念⽇
無料開放

（新規掲載）

11⽉26⽇（土）
10:00〜22:00

　うすだスタードームは今年開館26周年を迎えます。
　本館は終⽇無料開放で、夜間の天体観望会も無料となります。

■内容
昼間︓施設観覧、昼間の星観望、ほか
夜間︓天体観望会

■定員
昼間の施設観覧︓一度に30⼈程度
夜間観望会︓30⼈程度
（いずれも電話申し込み先着順）

■佐久市ホームページ
https://www.city.saku.nagano.jp/star-dome/guide-
events.html

うすだスタードーム
（佐久市）

うすだスタードーム

TEL
0267-82-0200

FAX
0267-82-0210

e-mail
stardome@city.sa

ku.nagano.jp

星空

ス
ポー
ツ

⻑野県スキー場
オープンイベント
（新規掲載）

11⽉3⽇（木・祝）
8:00〜15:00

軽井沢
プリンスホテル

スキー場
（軽井沢町）

　⻑野県内で一番最初にオープンする「軽井沢プリンスホテルスキー場」
にて、ウィンターシーズンの幕開けをお祝いするオープンイベントを開催しま
す︕
　⻑野県の各スキー場やスキーメーカーのブース出展や抽選会が⾏われ
ます。

「スノーリゾート信州」プ
ロモーション委員会

（（一社）⻑野県観
光機構）

TEL
026-219-5274

第3回星座教室
「木星と秋の星座を

⾒つけよう︕」
（新規掲載）

11⽉18⽇（⾦）
19:30〜21:00

　第３回となる今回は、ちょうど⾒ごろとなった木星・⼟星の⼆⼤惑星と
秋の星座の⾒つけ方、楽しみ方のご紹介です。
　それぞれの惑星、星座にまつわる神話もお楽しみいただきます。

■⼊館料︓一般520円、小中学⽣260円

■定員︓30⼈程度（電話申し込み先着順）

■佐久市ホームページ
https://www.city.saku.nagano.jp/star-dome/guide-
events.html

皆既⽉食観望会
（新規掲載）

11⽉８⽇（⽕）
18:30〜22:00

　１年半ぶりとなる皆既⽉⾷が⽇本全国で⾒られます︕
　また、今回の⽉⾷中には天王星が⽉に隠される「天王星⾷」も起こると
いう⼤変珍しい天⽂ショーとなります。
　望遠鏡などでこの⽉⾷を観望するほか、⽇⾷や⽉⾷のお話もお楽しみ
いただきます。

■参加費（⼊館料）︓一般520円、小中学⽣260円

■定員︓30⼈程度（電話申し込み先着順）

■佐久市ホームページ
https://www.city.saku.nagano.jp/star-dome/guide-
events.html

 1佐久地域では、このほかにもたくさんのイベントが行われます♪詳しくは市町村や観光協会のホームページをご覧ください。


