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2019年 5月 10日 

総務部 政策推進課 

第 186回(5月)定例記者会見資料 

 

(※)印は別添資料あり  

 

●小串鉱山が映画化に！(※)(政策推進課 TEL026-248-9017) 

 ■タイトル 「記憶」 ～雲上のまち 小串鉱山～  小串地滑り災害 80周年記念作品 

 かつて小串鉱山に暮らした証言者の話や現在の風景など 14 年の歳月をかけて製作した小串鉱山

のドキュメンタリー映画が完成しました。 

かつて小串鉱山で働き暮らした方や、大正時代から昭和に至るまで、硫黄が小串鉱山から高山村

樋沢まで索道により運搬され、そこから長野電鉄須坂駅までトラックで運ばれるなど、須坂市と

深い関わりのある硫黄鉱山です。 

 

 

●ＪＲ長野駅新幹線改札口前の大型画面で英語版「須坂市の四季」上映開始(※) 

(政策推進課 TEL026-248-9017) 

 JR長野駅新幹線改札口前にある大型画面で上映する須坂市のプロモーションビデオを 2019年 4月 24

日(水)からリニューアルしました。Goolight 制作の 2 分 30 秒の英語版字幕スーパーのプロモーショ

ンビデオとして須坂市の四季の上映を開始しました。 

今回は信州への観光客が増えている外国人観光客にターゲットをおき、地獄谷野猿公苑や善光寺など、

外国人に人気のある観光地と併せて須坂市にも観光いただき、外国人のリピーターを増やしていきた

い願いでつくりました。大型画面の上映時間は 7:00～24:00 

須坂市の四季はホームページや須坂市公式 SNSでもご覧いただけます。 

https://www.youtube.com/watch?v=IqrDvDQE4II 

 

 

 

●峰の原高原クロスカントリーコースを 2019年第 95回箱根駅伝出場校 22校中 15校が利用(※) 

 (商業観光課 TEL026-248-9005) 

 雄大な景観と豊かな緑に包まれたクロスカントリーコースは、スポーツマンの身体と精神にふさわし

い澄んだ空気の中を走る標高 1500ｍの爽やかなコースとして、本格的な高地トレーニングに最適です。

昨年の箱根駅伝で 1位の東海大学・2位の青山学院大学をはじめ、駒澤大学・帝京大学・國學院大學・

中央学院大学・早稲田大学・日本体育大学・日本大学・神奈川大学・明治大学・国士舘大学・大東文

化大学・城西大学・山梨学院大学の 15校が、昨年の夏の高地トレーニングに峰の原高原クロスカント

リーコースを利用しました。今年も多くの大学の利用が期待できます。 

 

 

●須坂長野東インターチェンジ周辺開発計画の専門グループ設置(※) 

(まちづくり課 TEL026-248-9007) 

 須坂市は 2019年 4月 16日のプロジェクト会議で専門グループを設置しました。 

 専門グループは、須坂市職員が個別に具体的課題を検討します。 

 ■産業振興・観光グループ  観光集客施設を活用した農業・観光振興策の検討 

https://www.youtube.com/watch?v=IqrDvDQE4II
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 ■中心市街地対策グループ  観光集客施設整備による中心市街地への影響とその対策の検討 

 ■道路・水道グループ    道路・用排水路・上水道等インフラ整備、交通対策の検討 

 

 また、IC周辺地区開発に伴う交通量の増加により、今後の開発に向けて必要な道路整備や安全対策を

行うため、今年度須坂市は IC周辺地区交通処理計画を策定します。 

 

 

●第 32回須坂みんなの花火大会～未来につながる希望あふれる花火大会にしましょう～(※) 

           (須坂市花火大会実行委員会事務局 TEL026-245-0031) 

■協賛のお願い 

未来につながる希望あふれる花火大会。須坂の夜を彩る夏の風物詩。多くの市民の皆様にお楽しみいた

だき今年で 32回目を数えます。これまで開催を続けてこられたことに感謝します。皆様の心からのご

協賛をよろしくお願いします。 

募集期間 令和元年(2019年)6月 14日(金)まで 

開催日  令和元年(2019年)7月 21日(日) 19:45打ち上げ開始予定  会場 百々川緑地公園 

■メッセージ花火募集 

〈メッセージ例〉 

◎誕生祝 ◎結婚祝 ◎入学祝 ◎還暦の祝 ◎米寿の祝  

◎家族の建康祈願 ◎プロポーズの言葉 など 

 

 

●31th信州須坂ハーフマラソンの参加者募集(※)(生涯学習スポーツ課 TEL026-248-9027) 

 昨年リニューアルして２回目になるハーフマラソン。ちょっと懐かしい町並みや、りんごやぶどうの

果樹畑をはじめ、北信濃の山並みや眼下に広がる長野盆地への眺めは須坂の秋を感じます。 

 ゲストランナーは須坂市出身の森野麻美さんです！ 

大会期日 令和元年(2019年)10月 20日(日) 

申込期限 令和元年(2019年)8月 30日(金)当日消印有効まで 

申込方法 ＲＵＮＮＥＴ(インターネット・携帯サイト)・郵便為替・事務局（市役所生涯学習スポー

ツ課、スポーツ振興係（創造の家）窓口で受付中 

 

 

●「米子大瀑布」が開山(商業観光課 TEL026-248-9005 

 米子大瀑布が開山し、アクセス道路の通行が 2019年 5月 11日から始まります。 

 米子大瀑布群は、日本の滝百選に選ばれたほか、2016年には国の名勝に指定され、2016年 NHK大河ド

ラマ「真田丸」のタイトルバック映像にもなりました。不動滝と権現滝の二条の滝は、秘境の絶景で

す。 

 ■アクセス 須坂長野東ＩＣから車で約 50分 

 ■注意事項 天候の急変や悪路に備え、防寒着や登山靴など装備を充分に備えてお出かけください。 

  

 

●「大地がぼくらの教室だ！」信州すざか農業小学校豊丘校入校式(※)（子ども課 TEL 026-248-9026） 

 今年で 15回目を迎える「信州すざか農業小学校豊丘校」の授業が始まります。 

 今年は市内外の小学生と保護者 50人が参加します。地元ボランティアの農家先生のほか、須坂創成高

校の生徒も参加し、小学生に農業の楽しさを教えます。当日は、じゃがいも、長ねぎの植え付けやと

うもろこしの種まきなどを行います。 
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 令和元年(2019年)5月 11日(土)9：20～11：45  会場 そのさとホール 

 

 

●大谷不動お山登り(※)(農林課 TEL026-248-9004) 

 大谷不動のお山登りは毎年 5月 15日とされ、御幣を納めた「厨子（ずし）」と呼ぶ箱を、世話人長の

仁礼と上八町・井上の世話人が「おいづる」と呼ばれる白装束姿をして交代で背負い、かつては修行

の場であった奥の院まで運び、高顕寺住職による護摩を焚き礼拝後、地元女性団体役員の協力による

名物のすいとん汁で祝宴が開かれます。 

 令和元年(2019年)5月 15日(水)9:00～14:30  出発場所 里堂 

 

 

●上高井招魂社例大祭(※)(社会福祉協議会 TEL026-245-1619) 

 上高井招魂社は、須坂十四代藩主 堀 直明の時代に、戊辰戦争において奮戦し、戦死した七名の霊を

慰めるため、明治二年に祭事を行い、大東亜戦争に至るまで、戦場の露と消えた英霊を合祀し、今日

まで先祖代々守り継がれてきました。 上高井招魂社奉賛会による例大祭を挙行します。 

 令和元年(2019年)5月 15日(水)14:30～15:30 会場 上高井招魂社 

 

 

●武田徹さんがパーソナリティの FMぜんこうじ「耳を澄まして金曜３時！武田 徹のラジオ団塊倶

楽部」に市民が出演しイベントを PR(政策推進課 TEL026-248-9017) 

須坂市の文化やイベント情報などを、武田徹さんと市民ボランティア、イベント関係者と楽しく

会話するトーク番組のコーナーに市民が出演し、武田さんとトークで盛り上がります。 

 ■番組名  耳を澄まして金曜３時！武田 徹のラジオ団塊倶楽部 

■放送時間  毎月第 2または第 3金曜日 15：00～17：00 

■番組内出演コーナー名  カルチャーガイド素敵なあなたに（番組内 16:15 頃から 15分程度） 

  ■第 5回放送 令和元年(2019年)5月 17日(金)16:15頃から「信州須坂オープンガーデン」を放

送。オープンガーデン所有者の小林友子（こばやしともこ）さんが出演します。 

 

 

●2019ニュースポーツ＆ウォーキング(※)(健康づくり課 ＴＥＬ026-248-9018) 

 あなたの歩く姿勢は何歳？歩行姿勢を測ってみよう！と歩行を通して歩行姿勢や体組成、骨密度など

を測定します。また、専門講師による優しいウォーキング「ポールウォーキング講座」を行うほか、

ニュースポーツ体験や健康スムージーの試飲もあります。 

令和元年(2019年)5月 19日(日)11:30～15:30 会場 北部体育館＆北部グラウンド(晴天時) 

  

 

●蔵の町須坂骨董祭(※)塩屋醸造(TEL026‐245‐0029) 

 明治・大正・昭和時代の着物・家具・雑貨骨董・古民具・絵画・和洋食器など全国から骨董

屋さんが大集合。恒例！「着物タイムセール」も両日 14：00からあります。 

 令和元年(2019年)5月 25日(土)・26日(日)  会場 塩屋醸造 

 

 

●まちなみクリーン＆ウォーク作戦(※)(生活環境課 TEL026-248-9019) 
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きれいな町並みと美化意識の高揚、またウォーキングによる健康増進を図るため、「ごみゼロ

5.30」の日にちなみ実施します。 

令和元年(2019年)年 5月 26日(日) 8:30～9:30  開会行事 市役所多目的広場 

 

 

●映画「原田要 平和への祈り・元ゼロ戦パイロットの 100年」映画上映会＆監督講演(※) 

(中央公民館 TEL026-245-1598) 

 波乱に満ちた生涯を描いたドキュメンタリー映画「原田要 平和への祈り・元ゼロ戦パイロットの 100  

 年」は昨年、長野相生座・ロキシーのみで公開され、昨年は観客動員数約 3,500人を記録する大ヒッ

トとなりました。須坂市出身の宮尾哲雄監督を迎え、映画上映会と講演会を開催します。 

 令和元年(2019年)5月 29日(水)18:30～20:30  会場 中央公民館 

 

 

●「スマイル・ママ・フェスタ in須坂」(※)(男女共同参画課 TEL026-248-9034) 

女性の活躍と子育てを応援！ 

活躍する女性のブース Mama  Market、須坂のグルメブース Food、フリマ、相談・情報コーナー、応

援企業コーナー、そして遊びの広場・・ 

女性の活躍と子育てを応援する、情報と出会いがいっぱいです。 

令和元年(2019年)6月 1日（土）10:00～15:00  会場 メセナホール 

 

 

●須坂オープンガーデンウォーク(※)(須坂市観光協会 TEL026-215-2225) 

 愛情たっぷりの素敵なお庭めぐりをしませんか 

 令和元年(2019年)6月 2日(日)8:30～14:00   コース 須坂市西部方面 

 

 

●五味池破風高原ハイキングレンゲツツジ＆ワラビ狩り(※)(須坂市観光協会 TEL026-215-2255) 

 レンゲツツジの大群落は絶景で。ワラビ狩りもあります。 

令和元年(2019年)6月 15日(土)9:00～正午 

 

 

●峰の原高原フラワーウォーク(※)(須坂市観光協会 TEL026-215-2255) 

 峰の原高原遊歩道からペンションのオープンガーデンを巡り、ウォーク終了後は高原食堂でランチを

します。 

令和元年(2019年)6月 16日(日)9:00～ランチ終了まで 

 

 

●2019須坂米子大瀑布スカイレースエントリースタート(※) 

(須坂米子大瀑布スカイレース大会事務局 TEL 080-2095-0080（大会用）） 

長野県須坂市で開催するトレイルランニングレース。峰の原高原を発着点に、標高 2000ｍを越え

る小根子岳から秘境の米子大瀑布エリアへのトレイルランニングレース。ビギナーもアスリート

も、それぞれのスカイレースを楽しめます。 

須坂市峰の原高原を舞台に、標高 2,000mを超える絶景を眺めながらの極上トレイルが貴方をお

待ちしています!! 
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■大会日 令和元年(2019年)8月 31日(土)  

■申込み 須坂米子大瀑布スカイレース大会事務局 

suzaka@kyoritz-p.co.jp 

080-2095-0080 （大会用携帯） 

 

 

●田中本家プレミアム２つの企画展(※)(田中本家博物館 TEL026-248-8008) 

 ①星野和彦写真展「日本の昔と巴里の今」 

 演出家、写真家の星野和彦氏の撮影してきた巴里の風景と日本の美しさをとらえた写真展。 

 ★星野和彦ギャラリートーク 

  星野和彦氏をお招きし、映像を交えながら解説していただきます。 

  ■令和元年(2019年)5月 11日(土)14：00～ 

  ■令和元年(2019年)6月 23日(日)14：00～ 

 ②「ボートゲームで遊ぼう！」明治～昭和の紙製ゲーム」展 

 田中本家のおもちゃから当時の子ども達が遊んだ紙製ゲーム。天皇陛下の即位を記念して、天皇陛下

がデザインされためずらしい玩具も展示します。 

 令和元年(2019年)7月 8日(月)まで 会場 田中本家博物館 

 

 

●わらべうた遊びと絵本講座(※)(須坂図書館 TEL026-245-0784) 

 わらべうたや手遊びは、昔も今も親子のふれあいには最適です。絵本の世界への導入にも役立ち 

 ます。お子さんと一緒に楽しみながら覚えましょう！ 

 ■開催日  令和元年(2019年)5月 23日(木)、30日(木)、6月 6日(木)、13日(木)《全 4回》 

■時間と会場  10：30～11：40  市立須坂図書館 西館 

■申込み  5月 17日(金)まで 

 

 

●長野県立信州医療センター須高医師会共催市民公開講座「あなたの肺は大丈夫ですか」  

(※)             (信州医療センター地域医療福祉連携室 TEL026-246-6577) 

 気になる肺の病気のあれこれについて、①知っておきたい呼吸器の病気。長引く咳、痰、息

切れなど気になる症状はありませんか。②健診で異常を指摘されたあなた！あなたが肺がん

になったらをそれぞれ信州医療センターの医師が講演します。 

 令和元年(2019年)5月 25日(土)13：30～16：00 会場 メセナホール小ホール 

 

 

・‥…─*・‥…─*・‥…─*・‥…─*・‥…─*・‥…─*・‥…─*・‥…─*‥…─* 

◆須坂市動物園イベント （問合せ：臥竜公園管理事務所  TEL 026-245-1770） 

 ○春の臥竜公園写生大会(※) 

 令和元年(2019年)5月 12日(日)9：00～14：00 

 

〇オウム・インコデー(※) 
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令和元年(2019年)6月 15日(土)・16日(日) 

 

〇父の日イベント(※) 

令和元年(2019年)6月 15日(土)・16日(日) 

 

〇春の臥竜公園写生大会入賞作品展 

令和元年(2019年)6月 22日(土)～6月 30日(日)  会場 旧上高井郡役所 

 

 

・‥…─*・‥…─*・‥…─*・‥…─*・‥…─*・‥…─*・‥…─*・‥…─*・‥…─* 

◆文化振興事業団関係特別展示など （問合せ：各館）  

 ■須坂市メセナホール(TEL 026-245-1800) 

  ○冨澤一誠プロデュース フォーエバーヤング 2019(※) 

～歌とトーク満載のフォークコンサート～ 

   令和元年(2019年)6月 16日(日) 開場 16:00  開演 16:30 

 

  ○冨澤一誠プロデュース 杉山清隆フォーエバーヤングミュージック＆トークライブ(※) 

   令和元年(2019年)9月 15日(日) 開場 16:00 開演 16:30 

 

 

■世界の人形博物館(TEL026-245-2340) 

○五月人形 菖蒲の節句(※) 

   武将なりきり体験も同時開催です。 

   令和元年(2019年)6月 23日(日) 

 

  ○須坂アートパーク森の中のクラフトフェア(※)(文化振興事業団 TEL026-245-1800) 

   令和元年(2019年)5月 18日(土)10：00～17：00・19日(日)9：00～16：00 

 

 

■旧小田切家住宅（TEL 026-246-2220） 

  ○心に残る故里(ふるさと)を求めて 三木登 日本画展(※) 

   令和元年(2019年)6月 2日(日)まで 

 

○春のお茶席(※) 

  令和元年(2019年)5月 26日(日)10:00～15:00 

 

  

・‥…─*・‥…─*・‥…─*・‥…─*・‥…─*・‥…─*・‥…─*・‥…─*・‥…─* 

●その他 

 ◇次回定例記者会見予定  令和元年(2019年)6月 3日(月)午前 10時／理事者控室 


