
５　実施予定事業一覧　　※期間前後の実施事業を含む

月 日 イベント名称 内　　　　　　　　　容 担　当　課　等 備　　　　考

4～8
4/21～
8/29

山国信州と世界の高山
「山岳地方の民俗人形たち」

山をテーマに、世界の山脈とその土地の民俗人形を特集し
紹介する。

文化振興事業団 世界の民俗人形博物館

4～9
4/1～
9/30

蔵のまち須坂まちめぐり
風情ある蔵のまちをのんびり散策
おいしい地酒と和菓子も楽しみ！

JR東日本
情報提供：須坂市観光協会

旅市
4/1～9/30 火・木曜日を除く

4 29 信州ＤＣ須高三市町村ＰＲイベント ＪＲ長野駅で須高三市町による観光ＰＲ、物販 商業観光課 JR 100stories

5 中旬 イベント情報夏秋版 デスティネーションキャンペーン実施事業の掲載 政策推進課

5
米子大瀑布 ニリンソウ（二輪草）
ハイキング

雪解けの轟音と共に流れる素晴らしい滝と可憐な白い花、
ニリンソウ（二輪草）群生地！ガイドがご案内

須坂市観光協会 残雪により中止

5 27 峰の原高原リゾートゴルフコンペ 標高日本一のゴルフ場でスポーツゴルフを楽しみましょう 峰の原高原観光協会 菅平グリーンゴルフ

6 1 広報すざか6月号 デスティネーションキャンペーン実施事業の掲載 政策推進課

6 4
信州峰の原高原トレイルランニン
グサマー大会2017

新緑の峰の原高原を思いっきり走ろう (株)エムテック
信州峰の原高原トレイルランニ
ングコース（トレイルランナー優
先コース）

6 1～25
五味池破風高原 レンゲツツジin
五味池

咲き誇るレンゲツツジの開花にあわせたイベント 豊丘財産区 ジンギスカン（予約制）
五味池つつじハウス管理委員会

6 10,11 2017　prince open tennis tournament
25年以上の歴史を持つ大きな大会
テニスコートもオムニコートにリニューアル

峰の原高原観光協会 豪華賞品多数

6 17
五味池破風高原 レンゲツツジ＆
ワラビ狩りハイキング

レンゲツツジ＆ワラビ狩りハイキング 須坂市観光協会
フルーツお土産（さくらんぼ）
観光農園をＰＲ

6 18 峰の原高原　フラワーウォーク 峰の原高原のオープンガーデンを巡るウォーキングイベント 須坂市観光協会
フルーツお土産（さくらんぼ）
観光農園をＰＲ
「高原食堂」で昼食

6 18 峰の原高原「高原食堂」
1 日限りの峰の原高原ペンション村のレストラン
ペンション村のママ達が作る美味しいランチ

峰の原高原観光協会 こもれびホール

6 2，3
オープンガーデンウォーク（市街
地）

愛情たっぷりの素敵なお庭巡るウォーキングイベント 須坂市観光協会
フルーツお土産（さくらんぼ）
観光農園をＰＲ

7 1 ＤＣオープニングイベント 長野電鉄須坂駅でお出迎え
商業観光課

須坂市観光協会
高山村と合同

7～9
7/1～
9/30

びゅうバスの運行
運行日：7/1-9/30の土・休日

・ＪＲ東日本が旬の見どころを周遊する観光バスを運行
・米子瀧山不動寺「四阿山大権現本地仏十一面観音菩薩」
　今まで公開したことがない、秘仏を特別公開

JR東日本
情報提供：須坂市観光協会

米子不動尊⇒市内散策⇒昼
食 （須坂迎賓館 三ツ扇）

7 2 峰の原の草原をつくろう
楽しみながらいっしょに！峰の原高原で「在来山野草の草
原の保全活動」　初夏の山野草を楽しみながら、鎌でススキ
を刈り

峰の原高原観光協会 峰の原高原スキー場

7～9
山の日記念　工作ワークショップ
「葉っぱで山をつくろう」

来館者に、当館の庭にある「タラヨウ」の樹の葉に、名前や
絵を描いてもらい、山の絵を下書きした大きな紙に貼り、山
の絵を完成させる。

文化振興事業団 旧小田切家住宅



月 日 イベント名称 内　　　　　　　　　容 担　当　課　等 備　　　　考

7～9
7/14～
9/11

なついろ涼をとらえる感性
豪商田中本家につたわる明治～大正時代の夏の風物や衣
裳を公開。信州の夏の暮らしを紹介。

田中本家博物館

7～8
7/15～
8/14

福井敬一「山」の絵画展 福井敬一の山に関する絵画展 生涯学習スポーツ課
7月15日～8月14日（長野県山
の日期間に合わせる）

7 須坂のまつり週間　

須坂の夏の風物詩となっている祇園祭など
７月21日(金) 天王おろし 笠鉾行列
　　 22日(土) 第40回須坂カッタカタまつり
　　 23日(日) 第30回みんなの花火大会　※信州山の日
　　 25日(月) 天王あげ 灯籠行列

商業観光課
須坂商工会議所

須坂市文化振興事業団

7 23 根子岳～四阿山縦走トレッキング
信州山の日にあわせたトレッキングを実施
地元ガイドが、日本の滝100選の景勝地をご案内

須坂市観光協会 宿泊プランを付帯

8 上旬 高山蝶と高山植物観察会 高山蝶と高山植物観察会、ＢＢＱ 生涯学習スポーツ課 豊丘財産区と共催

8～10
平成29年度収蔵品展
「信州の風景　描かれた山」

収蔵品より信州の風景、とくに信州の山が描かれた作品を
特集し紹介する。

文化振興事業団 須坂版画美術館

8 11 米子大瀑布サマーハイキング 日本の滝100選の景勝地を地元ガイドがご案内 須坂市観光協会

宿泊プランを付帯
フルーツお土産（桃）
観光農園をＰＲ
星空観察会に参加

8 11
星空観察会　「ペルセウス座流星
群を見よう」

満天の星空　天の川を眺めたり、望遠鏡を使って天体観測 峰の原高原観光協会 旧テニスコート駐車場

9 2
SUZAKA Yonako falls SKY RECE
「須坂米子大瀑布スカイレース」

峰の原高原と米子瀑布群周辺を会場としたトレイルラン ㈱Nature　Scene
物品協賛・物販企業募集、施
設優待について協力依頼

9 10 峰の原の草原をつくろう
楽しみながらいっしょに！峰の原高原で「在来山野草の草
原の保全活動」　　自然観察会

峰の原高原観光協会 峰の原高原スキー場

9 23,24
星空観察会「おとなの林間学校 -
星空とキャンプファイヤー-」

満天の星空　天の川を眺めたり、望遠鏡を使って天体観測 峰の原高原観光協会 １泊２日

10 8 峰の原高原きのこ祭
山に入ってきのこ採り。お昼にはマツタケご飯・キノコ汁など
が振る舞われ、きのこやリンゴ・ぶどうなどが当たる抽選会
あり

峰の原高原観光協会
峰の原高原宿泊者限定
大谷林道周辺

10 14,15
根子岳から米子大瀑布へのトレッ
キング

紅葉を楽しみながらの人気のコース 峰の原高原観光協会 １泊２日

10 21 米子大瀑布　紅葉ハイキング
紅葉と絶景を満喫！ハイキング
地元ガイドが、日本の滝100選の景勝地をご案内

須坂市観光協会
フルーツお土産（りんご）
観光農園をＰＲ

10 22 お菓子パーティー＆バザール
ペンションママが作る毎年好評のスウィーツをお楽しみくだ
い

峰の原高原観光協会 こもれびホール

10 24 秋の草刈り 冬シーズンに入る前に高原をきれいにします 峰の原高原観光協会
見晴らし台、山野草園、ゲレン
デ

11 5 槍に刺さる夕陽撮影会 年に2回北アルプスの槍ヶ岳に夕陽が刺さります 峰の原高原観光協会 サンセットテラス


