
浅間・白根 ・志賀さわやか街道

沿線イベント情報

専門の講師による説明を受
けながらの天体観察。澄み
切った高原の空気の中、夜空
に輝く星達を満喫してみませ
んか。曇天はスライドショー・
雨天は中止となります。
■草津温泉スキー場天狗山ゲ
レンデ ■受付18時半～、開始
19時～ ■草津温泉観光協会
(0279-88-0800)

草津町

星空観察会

11月8日（金）・9日（土）

ここに掲載されているイベント情報は一
部です。ほかにも楽しいイベントがたく
さんありますので、各観光協会・町村役
場へお問い合わせください。

2019.11月～
2020.７月草津町

湯畑・西の河原公園
ライティング

通 年

通年にかけて湯畑、西の河原公園のライティングを一新！
間接照明により浮かび上がる幻想的な空間での散策をお楽しみ
ください。
■草津町内 ■日没～24時 
■草津温泉観光協会(0279-88-0800)

長期イベント

草津町の「湯畑・西の河原公園ライティング」は
一年をとおしてご覧頂けます！

志賀草津高原ルートが
開通すると

“春”です♪

軽井沢町

軽井沢ウインターフェスティバル2020

長期イベント

軽井沢の冬を彩る美しいイルミ
ネーションにクリスマスツリー、ク
リスマスマルシェや軽井沢スイーツ
散歩“ザ・プレミアムブッフェ”など、
期間中様々なイベントを開催しま
す。

■軽井沢町内 
■軽井沢ウインターフェスティバル実行委員会
　(0267-48-6460)

2019年11月23日（土・祝）～2020年3月1日（日）

1チーム7人で戦う本格的な
雪合戦大会。全国大会の予選
も兼ねており、選手たちの白
熱した雰囲気を味わうこと
ができます。
■北軽井沢グラウンド
■浅間高原雪合戦実行委員会
　（0279-82-3013）

長野原町

浅間高原雪合戦

2月8日（土）・9日（日）

全国から厳選されたクラフ
トビールと心躍る音楽との
コラボレーションが楽しめ
るライブイベントです。
■有料
■志賀高原総合会館98
■スノーモンキービアライブ実行
委員会(0269-33-2155)

山ノ内町

SNOW MONKEY
BEER LIVE 2020

3月中旬※
長野原町

北軽井沢炎のまつり

2月8日（土）

北軽井沢の冬の定番イベン
ト。あたりが夕闇に包まれる
と、“白銀の世界”に幻想的
な炎のアートが浮かび上が
ります。
■北軽井沢ふれあい広場
　16時～
■北軽井沢観光協会
　（0279-84-2047）

嬬恋村

2019 FIA APRC ASIA CUP 第１戦
2019 JAF全日本ラリー選手権 第１戦
Raliy Tsumagoi 2019

2月6日（木）～9日（日）

県道大前須坂線に観戦エリ
アを設置予定です。。
■観覧料（要確認）
■東海大学嬬恋研修センター他 
　嬬恋村内
■NPO法人 MOSCO
　（office@n-mosco.com）

「愛妻家の聖地」群馬県嬬恋
村が1月31日の“愛妻の日”
に行う、素敵な2本立てスペ
シャルイベントです♥
■無料 ■12時半～
■嬬恋村観光商工課
　(0279-82-1293)

嬬恋村

ロマンチックスノーシュー
＆星空鑑賞会

1月31日（金）

要事前申込

軽井沢ならではの植木を数
種類無料配布します！また、
苗木や花の実費即売会も行
います。
■無料 ■9時～
■軽井沢町役場駐車場
■軽井沢町役場観光経済課
　（0267-45-8579）

軽井沢町

緑化木無償配布会
・実費即売会

4月29日(水・祝)

長野県PRキャラクター
「アルクマ」

©長野県アルクマ

■国道292号天狗山ゲート
　（草津町）＆陽坂ゲート（山ノ内町）
■無料 ■10時～ 
■草津温泉観光協会（0279-88-0800）
　山ノ内町観光連盟(0269-33-2138)

遅い春の訪れを告げる観光ルート、国道292号の再開通。オー
プンから5月のゴールデンウイーク過ぎまで「雪の回廊」が楽し
めます。

草津町・山ノ内町

志賀草津高原ルート
開通式

4月24日（金）

要事前申込

冬期間閉鎖されている志賀草
津高原ルートを、雪の回廊な
どを楽しみながら除雪開通前
日に歩くウォーキングイベント！！
■有料 
■雪の回廊ウォーキング事務局
　山ノ内町観光商工課内
　(0269-33-1107)

山ノ内町・草津町

志賀草津高原ルート
雪の回廊ウォーキング

4月23日（木）

冬の定番となった「ゆけむり
ジャズ」。熱乃湯にて生演奏
のジャズを開催。湯煙に包ま
れジャズに耳を傾る・・・。温
泉地ならではのジャズイベ
ントをお楽しみください。
■500円 ■熱乃湯
■開場19時半～、開演20時
■草津温泉観光協会
　(0279-88-0800)

草津町

ゆけむりジャズ

12月下旬

ふんどし姿の男たちが温泉
をかけ合い“湯の神に感謝す
る”とても珍しい神事です。
■川原湯温泉 王湯前
■早朝5時～
■川原湯温泉協会
　(0279-83-2591)

長野原町

湯かけ祭り

1月20日（月）

伝統的な手法で湯畑の「湯の
花」を採取し、お持ち帰り頂
けるイベント！ 先着３０名限
定となります。
■湯畑
■受付9時～、開始10時～ 
■草津温泉観光協会
　(0279-88-0800)

草津町

湯の花採取体験

11月30日（土）

“湯の花”ご自身で採れます！

お持ち帰りあり 嬬恋村

冬期“鬼押出し園”イベント

1月～3月

1月・・・初日の出(2020年1月1日 元旦)
2月・・・節分豆まき・・・浅間山観音堂舞台より豆まき
　　　 ◎先着100名さまに「豆」プレゼント
　  ・・・バレンタインデー (2020年2月14日)
          ◎先着100名さまに「一口チョコレート」プレゼント
3月・・・ホワイトデー (2020年3月14日)
          ◎先着100名さまに「キャンデー」プレゼント

■大人650円、
　小学生450円
■鬼押出し園
■8時～ 17時
　（入園は16時半まで） 
■鬼押出し園　　　　　　　
　(0279-86-4141)
■www.princehotels.co.jp/
   amuse/onioshidashi/

長期イベント

プレゼントあり

和光原ゲートから野反湖間の
約10ｋｍが冬季閉鎖解除にな
ります。残雪の野反湖への道
路が開通し、高山植物のシー
ズンを迎えます。先着数名様
にはプレゼントもあります。
■無料 ■10時～
■和光原ゲート～野反湖
■中之条町観光協会
　（0279-75-8814）

中之条町

国道405号 開通式

4月24日（金）

プレゼントあり

裏面も
ご覧下さい



志賀高原スキーエリア

スキー場 お問い合わせ 営業期間

浅間・白根・志賀さわやか街道周辺

志賀高原索道協会
0269-34-2588

・サンバレースキー場　・丸池スキー場　・蓮池スキー場

・ジャイアントスキー場　・東館山スキー場　

・発哺ブナ平スキー場　・高天ヶ原マンモススキー場　

・西館山スキー場　・タンネの森オコジョスキー場　

・一の瀬ファミリースキー場　・一の瀬ダイヤモンドスキー場　

・一の瀬山の神スキー場　・寺小屋スキー場

・焼額山スキー場　・奥志賀高原スキー場　・熊の湯スキー場　

・横手山スキー場※1　・渋峠スキー場

11月23日（土）～5月6日（水）
降雪次第

万座温泉スキー場

鹿沢スノーエリア

パルコール嬬恋スキーリゾート

ASAMA2000Park

軽井沢スノーパーク

草津温泉スキー場

軽井沢プリンスホテルスキー場

0279-97-3117

0279-98-0611

0279-96-1177

0267-23-1714

0279-84-1227

0279-88-8111

0267-42-5588

12月  7日（土）～3月31日（火）

11月23日（土）～5月  6日（水）

12月21日（土）～3月31日（火）

11月23日（土）～4月  5日（日）

12月  7日（土）～4月  5日（日）予定

12月14日（土）～4月  5日（日）

11月  2日（土）～4月  5日（日）

スキー場 お問い合わせ 営業期間

ゲレンデ情報

冬期閉鎖区間情報

ゲレンデ・冬季閉鎖区間情報（2019年11月～ 2020年5月）

※ 横手山スキー場：一部スノーボード滑走不可エリアがあります。

● 営業期間は変更される場合がありますの
で、各スキー場にお問い合わせください。

● 天候・日照時間によって、営業時間・内容の
変更や運休の場合もございます。
  お出かけ前に必ずご確認ください。

現地の天候等の状況により、期間外でも
閉鎖する場合があります。

国道405号【要確認】
令和元年11月29日（金）午後3時から
令和２年4月24日（金）午前10時まで
 問：群馬県中之条土木事務所 0279-75-3047

国道292号他（志賀草津高原ルート）
令和元年11月13日（水）午後1時から
令和2年4月24日（金）午前10時まで
 問：【群馬県区間】
　　  群馬県中之条土木事務所 0279-75-3047
　　  【長野県区間】
　　  長野県北信建設事務所中野事務所 0269-22-3138

つまごいパノラマライン北ルート
令和元年12月1日（日）から
令和２年4月10日（金）まで
※ 一部区間通行可
※ 閉鎖期間は積雪状況により変更になる場合があります。
 問：嬬恋村役場 0279-96-0511

県道66号（豊野南志賀公園線）
令和元年11月7日（木）午後3時から
令和２年5月27日（水）午後4時まで
※ 山ノ内町内区間は全面通行止め
 問：長野県北信建設事務所中野事務所 0269-22-3138

県道466号（牧干俣線）【要確認】
令和元年11月13日（水）午後1時から
令和２年4月24日（金）午前10時まで
※ 万座住民センターより先の高山村方面は全面通行止め
 問：群馬県中之条土木事務所 0279-75-3047

台風19号による災害のため
全面通行止区間

長期イベント

志賀高原の新緑を楽しみな
がら、森林セラピーロードな
どをガイド付きトレッキング
でお楽しみいただけます。
■志賀高原内
■志賀高原ガイド組合
　（0269-34-2133）

山ノ内町

志賀高原
ガイドトレッキング

6月上旬～10月下旬※

嬬恋村

つまごい祭り

7月25日（土）

マスのつかみ取り！キャラク
ターショー！コンサートと盛
りだくさんのメニューで子供
から大人まで楽しめます夜
空を彩る2,000発の花火は
迫力満点です。
■嬬恋村立東部小学校校庭
■嬬恋村役場総務課
　（0279-96-0511）

ハーフ・6.5km・3kmの3種目を設けており、浅
間山を眺めながら走るコースは絶景です。北軽井
沢の新鮮な牛乳や野菜の振る舞いもございます。

長野原町

第33回北軽井沢マラソン

6月21日（日）

■有料（大人・ファミリーペア、小・中学生部門あり）
■北軽井沢グラウンド ■9～12時
■北軽井沢マラソン実行委員会 (0279-84-2047)

嬬恋村

第13回嬬恋高原キャベツマラソン

7月5日（日）

要事前申込

「キャベツ畑の絶景」と高原の風を感じな
がら爽快なランが味わえる。アップダウン
が続くハードコースに挑戦してみては！

群馬県のマスコット
「ぐんまちゃん」

■有料（複数部門あり） ■8時～
■東海大学嬬恋高原研修センター
　多目的グラウンド
■嬬恋高原キャベツマラソン実行委員会事務局
　嬬恋村役場観光商工課内
　（0279-82-1293）さわやか街道は、マラソン

イベントも盛んです。

山ノ内の果物は水・空気・寒
暖差の恩恵を受けて大きく育
ちます。是非ご賞味下さい。
■大人1,800円、子供1,100円(30分) 
■町内契約農園 ■山ノ内町
グリーンツーリズム協議会、
山ノ内町観光連盟内
（0269-33-2138）

山ノ内町

くだもの狩り
（サクランボ）

6月中旬～7月中旬※

要事前申込

地元食材を使った、手作りの
品物を中心に出店がでます！
ガイドツアーや植樹体験の
イベントも同時開催します。
■300円（環境美化協力金） 
■浅間高原しゃくなげ園
■浅間高原観光協会
　（0279-86-5077）

嬬恋村

浅間高原しゃくなげ園まつり

５月中旬～６月上旬※
長期イベント

毎年、桜が満開になる時期に
三原商店街が植木、苗木、花、
農具、金物等の露天商で賑わ
います。
■三原地区内国道144号
■10時～ 
■嬬恋村商工会
　（0279-80-2255）

嬬恋村

嬬恋村安市

4月29日(水・祝)

「グランフォンド軽井沢」の
姉妹大会として開催。バラギ
湖を起点として浅間山麓一
周約100㎞となる難コース
に挑戦してみては！
■6,500円  ■6時40分～
■東海大学嬬恋高原研修センター
■大会事務局東京オフィス
　（03-3564-5501）

グランフォンド嬬恋

嬬恋村
5月24日（日）

60万株のレンゲツツジが開
花し、鮮やかな朱色の絨毯の
ように湯ノ丸山一帯を覆い
尽くします。リフトからツツ
ジを眺めたり、遊歩道を散策
してください。
■無料 ■湯の丸高原
■嬬恋村観光協会
　（0279-97-3721）

湯の丸高原つつじ祭

嬬恋村
6月上旬～下旬※

長期イベント

長期イベント

※開催日は一部予定


