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信州あったかシェアイベント
◆12月

イベント名称 実施日/実施期間 実施時間 会場名 住所 イベント内容 独自のサービス 参加費の有無 主催者
シール

ラリー

あったか

シェア

スポット

室内ミニ運動会 平成２９年１２月７日（木） 11:00～12:00 長野市茂菅いこいの家
長野県長野市小鍋
６０－１

室内でできる簡単なゲーム３種類で得点を競います！ 入館料200円 長野市茂菅いこいの家 🎁

田中芳男―「虫捕御用」の明治維新
平成２９年１２月１６日（土）
～
平成３０年２月２５日

9:00～16:00
（入館は15:30
まで）

長野県立歴史館 千曲市屋代２６０－６

「博物館の父」といわれている現飯田市出身の田中芳男
をテーマにした企画展。
幕末、パリ万博に出品するため、幕府役人「虫捕御用」
として日本初の昆虫標本作りに挑み、明治維新では、農
産物の改良・普及、各種産業の育成、教育活動など
「武」ではなく「知」によってよりよい社会を作り上げようと
した田中の姿を紹介します。
12/16（土）限定！
「県立歴史館・KAOの日」で観覧料無料。
・講演会（13:30～15:00、受付12:30～、先着220名）
講師　笹本正治（当館館長）
・史資料の特別公開（終日）
絵巻「木曽願書」、陣馬塚古墳出土象嵌太刀、墨書土器
など
・プラ板マスコットづくり（10:00～15:00、受付終了14:30、
１枚100円）
・バックヤード探検（10:00～11:30、受付9:00～、先着20
名）

入館料300円 長野県立歴史館 🎁 ◎

サンアップル クリスマスイベント 平成２９年１２月１７日（日） 13:00～15:30
長野県障がい者福祉セン
ター
「サンアップル」

長野市下駒沢５８６

第１部　１３時～１４時２０分
【ワークショップ】
・クリスマスミニリース作り
・デコナージュしてみよう！
・バルーンアートにチャレンジ！

第２部　１４時３０分～１５時３０分
【ステージイベント】
・軽業パフォーマンス健山によるパフォーマンス
・長野市立昭和小学校による金管バンド演奏

入場無料
※ワークショップのデコ
ナージュとミニリース作
りは各５００円

長野県障がい者福祉
センターサンアップル ◎

図書館 de JAZZ 平成２９年１２月１７日（日） 14:00～16:00 下諏訪町立図書館
素も諏訪郡下諏訪町４
５６２－４１

懐かしいLPやCDでJAZZを聴きます。
コーヒーの無料サービスあり！

無料 下諏訪町立図書館 🎁 ◎

灯火のもとに集う夜
～キャンドルナイトin上田～

平成２９年１２月２２日（金） 19:00～21:00 松尾町フードサロン
上田市中央１－２－１
７

冬至の夜の２時間を消灯し、キャンドルを灯す「キャンド
ルナイトin上田」を開催します！
キャンドルナイトに関わる装飾や照明を行い、商店への
誘客と販売促進を図るとともに、節電・省エネルギーを
促進します。
松尾町フードサロンにて、商店主による音楽会（楽器や
声楽などに親しむ商店主などの演奏による音楽会）も同
時に開催いたします！

無料 上田市商店会連合会

サンアップル 年末イベント 平成２９年１２月２３日（土）
9:00～12:00
13:00～15:00

長野県障がい者福祉セン
ター
「サンアップル」
体育館、プール

長野市下駒沢５８６
職員によるシンクロを含めたプールイベントと輪をテーマ
として各種ミニゲームを体育館で実施します。

参加費無料
（※障がいのない方は
施設利用料が必要）

長野県障がい者福祉
センターサンアップル ◎

http://www.nagano-koureikyo.jp/
http://www.npmh.net/
mailto:rekishikan@pref.nagano.lg.jp
http://www.avis.ne.jp/~sunapple/
http://www.libnet-suwa.gr.jp/
http://www.avis.ne.jp/~sunapple/
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信州あったかシェアイベント
◆１月

イベント名称 実施日/実施期間 実施時間 会場名 住所 イベント内容 独自のサービス 参加費の有無 主催者
シール

ラリー

あったか

シェア

スポット

絵本の原画展「伊那谷風景とはっぱ
のいえさがし」

平成３０年１月１３日（土）～
３１日（水）

10:00～18:00
金曜日19:00
月曜日定休

高森町立図書館
高森町下市田
２１８３－１

北島遊さん（中川村在住）作の福音館書店から出版され
た「はっぱのいえさがし」の原画展です。
１３日（土）14:00～ギャラリートークとワークショップを開
催します。

無料 高森町立図書館 🎁 ◎

冬季限定　記念館うたう会 平成３０年１月１７日（水） 13:30～15:00
中山晋平記念館　第１展示
室

中野市大字新野７６

暖かい館内で、晋平・辰之メロディーや、懐かしの童謡・
唱歌をみんなで歌ったり、晋平の生涯を描いたビデオを
鑑賞して、楽しい時間を過ごしましょう！
皆様のご来店をお待ちしております。

申込不要ですので、老人クラブやサークルなど歌好きの
仲間の方、もちろんお一人様の参加もOKです。

入館料
一般３００円
高校生１５０円
※中学生以下、身体障
がい者手帳・療育手
帳・精神障がい者保健
福祉手帳をお持ちの方
及びその方の介助の
方１名、中野市内の７
０歳以上の方は無料

中山晋平記念館

ビブリオバトル講演会、ワークショッ
プ、交流会

平成３０年１月２０日（土） 14:30～17:00 高森町立図書館
高森町下市田
２１８３－１

一人１冊本を持ち寄り、本のプレゼンテーションを学びま
す。
ビブリオバトルとは、「知的書評合戦」ともいわれる、本
の紹介ゲームです。

無料（要申込み） 高森町立図書館 ◎

データベース活用講座
平成３０年１月２５日（木） 18:00～

高森町立図書館
高森町下市田
２１８３－１

各データベース提供会社、担当者（日経テレコン）による
出前講座です。 無料 高森町立図書館 🎁 ◎

データベース活用講座 平成３０年１月２７日（土）
①10:00～
②14:00～

高森町立図書館
高森町下市田
２１８３－１

各データベース提供会社、担当者（①信濃毎日新聞　②
ルーラル電子）図書館による出前講座です。 無料 高森町立図書館 🎁 ◎

第54回中山晋平記念音楽賞優秀賞
入選曲発表会

平成３０年１月２７日（土） 12:30～15:00 中野市市民会館ホール
中野市三好町１－３－
１２

県内及び姉妹都市の小中学校・高等学校の児童・生徒
からの応募曲の中から優秀賞に輝いた楽曲を発表する
「中山晋平記念音楽賞優秀賞入選曲発表会」を開催し
ます！（市内小中学校・音楽団体による合唱）
このほか、エレクトーン演奏者で洗足学園音楽大学オル
ガン科教授の赤塚博美氏の記念公演も行います。

無料
中野市・中山普平記念
会

アイスキャンドルINひらや2018 平成３０年１月２７日（土） 17:00～19:00 ほっとパーク平谷郷 下伊那郡平谷村３０８
アイスキャンドルの点灯式、花火、豚汁・甘酒などの配
付があります！

無料
アイスキャンドルINひら
や2018実行委員会

NCAC音楽大学
「音楽の分かる大人になろう講座」
４時間目

平成３０年１月２７日（土）
14:00開講
（13:30開場）

長野市芸術館
リサイタルホール

長野市大字鶴賀緑町
１６１３

「ベートーヴェンの交響曲７，８番　作曲秘話を巡って作
品誕生の地へ」
実はおもしろすぎるクラシック。子どもから大人まで、初
心者からマニアックな方まで、クラシックが100倍楽しく聴
けるようになる大人気講座です。

有料　５００円
全席自由席

（一財）長野市文化芸
術振興財団

坂本光司氏　ビジネス支援講演会 平成３０年１月２８日（日） 14:00～16:00
高森町福祉センター　大
ホール

高森町下市田
２１８３－１

講師　坂本光司さん　法政大学大学院　政策創造研究
科教授　同中小企業研究所所長、人を大切にする経営
学会会長「日本でいちばん大切にしたい会社」（あさ出
版）の著者。

無料 高森町立図書館 ◎

冬季限定　記念館うたう会 平成３０年１月３１日（水） 13:30～15:00
中山晋平記念館　第１展示
室

中野市大字新野７６

暖かい館内で、晋平・辰之メロディーや、懐かしの童謡・
唱歌をみんなで歌ったり、晋平の生涯を描いたビデオを
鑑賞して、楽しい時間を過ごしましょう！
皆様のご来店をお待ちしております。

申込不要ですので、老人クラブやサークルなど歌好きの
仲間の方、もちろんお一人様の参加もOKです。

入館料
一般３００円
高校生１５０円
※中学生以下、身体障
がい者手帳・療育手
帳・精神障がい者保健
福祉手帳をお持ちの方
及びその方の介助の
方１名、中野市内の７
０歳以上の方は無料

中山晋平記念館

http://www.nanshin-lib.jp/takamori/
http://www.nanshin-lib.jp/takamori/
http://www.city.nakano.nagano.jp/soshiki/kurashibunka/shinpei/more.html
http://www.nanshin-lib.jp/takamori/
http://www.nanshin-lib.jp/takamori/
http://www.nanshin-lib.jp/takamori/
http://www.nanshin-lib.jp/takamori/
http://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2016120700018/
http://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2016120700018/
https://www.nagano-arts.or.jp/stages/p7407/
https://www.nagano-arts.or.jp/stages/p7407/
https://www.nagano-arts.or.jp/stages/p7407/
http://www.nanshin-lib.jp/takamori/
http://www.city.nakano.nagano.jp/soshiki/kurashibunka/shinpei/more.html
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信州あったかシェアイベント
◆２月

イベント名称 実施日/実施期間 実施時間 会場名 住所 イベント内容 独自のサービス 参加費の有無 主催者
シール

ラリー

あったか

シェア

スポット

中馬ぬくもり街道ひな祭り
平成３０年２月１日（木）～
４月３日（火）

下伊那阿智村
平谷村
根羽村
飯田市
（豊田市稲武、足助地
区）

南信州と三河を結ぶ中馬海道沿線５市村で、１０年前か
ら行われています。
南信州では、商店・観光関連施設等にてひな人形の展
示（１７０箇所余）、手造りグッズの販売、期間限定メ
ニューの飲食の提供が行われます。
２月１日（木）～昼紙温泉郷
３月１日（木）～飯田市、阿智村駒場・園原・智里東・浪
合・清内路、平谷村、根羽村

無料
中馬ぬくもり街道ひな
祭り事業実行委員会

行ってみよう！初めてのコンサート 平成３０年２月１０日（土）
開場13:00
開演13:30
終演15:30頃

長野市芸術館
リサイタルホール

長野市大字鶴賀緑町
１６１３

長野市芸術館のホールの響きを、美しい音色で。
クラシック鑑賞のマナーは？拍手のタイミングは？
演奏家たちの楽しいトークで、はじめてのクラシックコン
サートを体験しませんか。

有料　１，０００円
（２日公演セット券
　１，５００円）
全席指定

（一財）長野市文化芸
術振興財団

行ってみよう！初めてのコンサート 平成３０年２月１１日（日）
開場13:00
開演13:30
終演15:30頃

長野市芸術館
リサイタルホール

長野市大字鶴賀緑町
１６１３

長野市芸術館のホールの響きを、美しい音色で。
クラシック鑑賞のマナーは？拍手のタイミングは？
演奏家たちの楽しいトークで、はじめてのクラシックコン
サートを体験しませんか。

有料　１，０００円
（２日公演セット券
　１，５００円）
全席指定

（一財）長野市文化芸
術振興財団

久石譲指揮　ナガノ・チェンバー・
オーケストラ
第６回定期演奏会

平成３０年２月１２日（月・
祝）

開場14:30
開演15:0

長野市芸術館
メインホール

長野市大字鶴賀緑町
１６１３

常識を打ち破る！！
久石譲のロック・ザ・ベートーヴェン
演奏　ベートーヴェン交響曲第７番・第８番ほか

有料　
S席５，０００円
A席４，０００円
B席３，０００円
C席２，０００円
全席指定

（一財）長野市文化芸
術振興財団

冬季限定　記念館うたう会 平成３０年２月１４日（水） 13:30～15:00
中山晋平記念館　第１展示
室

中野市大字新野７６

暖かい館内で、晋平・辰之メロディーや、懐かしの童謡・
唱歌をみんなで歌ったり、晋平の生涯を描いたビデオを
鑑賞して、楽しい時間を過ごしましょう！
皆様のご来店をお待ちしております。

申込不要ですので、老人クラブやサークルなど歌好きの
仲間の方、もちろんお一人様の参加もOKです。

入館料
一般３００円
高校生１５０円
※中学生以下、身体障
がい者手帳・療育手
帳・精神障がい者保健
福祉手帳をお持ちの方
及びその方の介助の
方１名、中野市内の７
０歳以上の方は無料

中山晋平記念館

NCAC音楽大学
「音楽の分かる大人になろう講座」
５時間目

平成３０年２月２４日（土）
14:00開講
（13:30開場）

長野市芸術館
リサイタルホール

長野市大字鶴賀緑町
１６１３

「世界のオーケストラ漫遊と歴代の名歌手たちの逸話」
　実はおもしろすぎるクラシック。
　子供から大人まで、初心者からマニアックな方まで、ク
ラシックが100倍楽しく聴けるようになる大人気講座で
す。

有料　５００円
全席自由席

（一財）長野市文化芸
術振興財団

チェルフィッチュ「三月の５日間」
リクエーション

平成３０年２月２４日（土） 開演17:00
長野市芸術館
アクトスペース

長野市大字鶴賀緑町
１６１３

今はむかし、2003年３月のイラク戦争が開戦したころの
東京を舞台にした芝居です。
作・演出：岡田利規　出演：朝倉千恵子、石倉来輝、板
橋優里、渋谷采郁、中間アヤカ、米川幸リオン、渡邊ま
な実

有料
一般　３，０００円
高校生以下１，５００円
全席自由

（一財）長野市文化芸
術振興財団

チェルフィッチュ「三月の５日間」
リクエーション

平成３０年２月２５日（日） 開演14:00
長野市芸術館
アクトスペース

長野市大字鶴賀緑町
１６１３

今はむかし、2003年３月のイラク戦争が開戦したころの
東京を舞台にした芝居です。
作・演出：岡田利規　出演：朝倉千恵子、石倉来輝、板
橋優里、渋谷采郁、中間アヤカ、米川幸リオン、渡邊ま
な実

有料
一般　３，０００円
高校生以下１，５００円
全席自由

（一財）長野市文化芸
術振興財団

冬季限定　記念館うたう会 平成３０年２月２８日（水） 13:30～15:00
中山晋平記念館　第１展示
室

中野市大字新野７６

暖かい館内で、晋平・辰之メロディーや、懐かしの童謡・
唱歌をみんなで歌ったり、晋平の生涯を描いたビデオを
鑑賞して、楽しい時間を過ごしましょう！
皆様のご来店をお待ちしております。

申込不要ですので、老人クラブやサークルなど歌好きの
仲間の方、もちろんお一人様の参加もOKです。

入館料
一般３００円
高校生１５０円
※中学生以下、身体障
がい者手帳・療育手
帳・精神障がい者保健
福祉手帳をお持ちの方
及びその方の介助の
方１名、中野市内の７
０歳以上の方は無料

中山晋平記念館

http://achimura.com/2017/02/23/hinamatsuri_2017/
https://www.nagano-arts.or.jp/stages/p7607/?instance_id=1579
https://www.nagano-arts.or.jp/stages/p7607/?instance_id=1579
https://www.nagano-arts.or.jp/stages/p7607/?instance_id=1579
https://www.nagano-arts.or.jp/stages/p7607/?instance_id=1579
https://www.nagano-arts.or.jp/stages/p7607/?instance_id=1579
http://www.city.nakano.nagano.jp/soshiki/kurashibunka/shinpei/more.html
https://www.nagano-arts.or.jp/stages/p7407/
https://www.nagano-arts.or.jp/stages/p7407/
https://www.nagano-arts.or.jp/stages/p7407/
https://www.nagano-arts.or.jp/stages/p7607/?instance_id=1579
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信州あったかシェアイベント
◆3月

イベント名称 実施日/実施期間 実施時間 会場名 住所 イベント内容 独自のサービス 参加費の有無 主催者
シール

ラリー

あったか

シェア

スポット

スプリングコンサート 平成３０年３月１１日（日） 13:50～15:30
中山晋平記念館　第１展示
室

中野市大字新野７６

『スプリングコンサート』は、中山晋平記念館で演奏して
みたい方、少人数のアットホームなコンサートをしたい方
を募集し、その中から３団体に演奏していただくコンサー
トです。
今年は、中野市イメージソング「空みあげて」もしくは、中
山晋平作曲「東京音頭」の２曲の中から１曲お選びいた
だき、演奏していただきます。

イベント時は入場無料 中山晋平記念館

カルミナ・ブラーナ２０１８ 平成３０年３月２５日（日）
開場13:30
開演14:00

長野市芸術館
メイホール

長野市大字鶴賀緑町
１６１３

20世紀最高傑作といわれるカール・オルフ作曲≪カルミ
ナ・ブラーナ≫を、トップ・アーティストたちと歴史ある長
野市交響楽団、市内小学生、市民公募により特別編成
される合唱団とで上演します！

有料
一般２，５００円
高校生以下１，５００円
全席自由

（一財）長野市文化芸
術振興財団

NCAC音楽大学
「音楽の分かる大人になろう講座」
６時間目

平成３０年３月３１日（土）
14:00開講
（13:30開場）

長野市芸術館
リサイタルホール

長野市大字鶴賀緑町
１６１３

「21世紀のクラシック界を担う　申請の素顔と実力を一気
公開」
　実はおもしろすぎるクラシック。
　子どもから大人まで、初心者からマニアックな方まで、
クラシックが100倍楽しく聴けるようになる大人気講座で
す。

有料　５００円
全席自由席

（一財）長野市文化芸
術振興財団
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