
主催 ： 北アルプスフェア実行委員会

地区・ 地区・大町 松川

10/1土・2日 入園無料

時間／随時運行  始発9:00信濃大町駅発、最終17:00公園発
経路／【JR信濃大町駅】⇔【大町市運動公園】⇔【国営アルプスあづみの公園】

無料シャトルバス 10/2（日）のみ

◆時間／ ①10:00～、②11:00～、
 ③13:00～、④14:00～、
 ⑤15:00～
◆参加費／1,000円
◆定員／各回15名
◆対象／4歳以上

10/1（土）・2（日）
◆場所／空中回廊脇
（ラビットイヤー付近）

ツリーイング＠
空中回廊
ツリーイング＠
空中回廊

空中回廊と同じ高さまで木登り！

友人・家族とMTB体験！

けん玉、コマ回しなど世代を超えて楽
しもう！

◆時間／①10:00～、②13:00～
◆参加費／無料
◆受付／事前受付　各回先着20名
◆集合／インフォメーションセンター

10/1（土）・2（日）
◆場所／河畔探勝エリア
【新規エリア】

河畔探勝ウォーキング河畔探勝ウォーキング

ワークショップ開催！

「風の大運動会2016秋」「風の大運動会2016秋」
展示期間 ： 10/1（土）～16（日）

検索あづみの公園★詳細は、公園ホームページをご確認下さい http://www.azumino-koen.jp

◆時間／
15:00～（250食）

豚の丸焼きの
実演・振舞
豚の丸焼きの
実演・振舞

◆時間／ 10:00～16:00 ※制限時間1時間
◆料金／ 4人前 4,000円（野菜付）、
 1人前 1,000円、野菜セット 500円、
 お茶（2L） 200円

◆時間／12:00～（300食）
◆協力／川西宮上集落営農組合

10/1（土）◆場所／森の体験舎

キノコ汁の振舞いキノコ汁の振舞い

◆時間／12:00～（300食）
◆協力／そば処しみず

10/2（日）◆場所／森の体験舎

10/1（土）◆場所／デイキャンプ場

そばの振舞いそばの振舞い

信州BBQフェス信州BBQフェス

信州ブランドの“牛、豚、鶏”
などと“地元大北地域産”の
新鮮野菜を一緒に味わう！

10/1（土）
◆場所／デイキャンプ場

◆時間／10:00～16:00
10/1（土）・2（日）

ピクニック
フリーマーケット
ピクニック
フリーマーケット

◆時間／11:00～15:0010/1（土）

◆場所／アルプス大草原  ◆協力／フリマネット信州

◆時間／ ①10:00～11:30、
 ②13:00～14:30
◆参加費／大人3,000円、
　　　　　小人2,000円、
　　　　　ファミリーパック4,000円
◆定員／事前受付 各回10名
◆対象／小学生以上
 （24インチの自転車に乗れる方）

10/1（土）・2（日）
◆場所／スポーツと遊びの森エリア
【新規エリア】

MTBファン
ライドツアー
MTBファン
ライドツアー

地域農産品や加工品の直売、観光情報、
地域企業出展

10/1（土）・2（日）◆場所／入口広場

北アルプスギャラリー北アルプスギャラリー
北アルプス山麓の魅力をご

紹介

芝生広場でのんびりピクニック

アマチュアミュージシャン
コンサート
アマチュアミュージシャン
コンサート

地元アーティスト大集合！

◆時間／9:30～16:00
◆協力／大町市社会福祉協議会

10/1（土）・2（日）◆場所／入口広場

昔遊び広場昔遊び広場

新規エリアを歩こう！

北アルプス国際芸術祭プレイベント北アルプス国際芸術祭プレイベント

※ワークショップは10/1（土）・2（日）のみ

消防フェスタおおまち2016
場所/アルプス大草原・アルプス広場周辺&特設ステージ

「動物戦隊ジュウオウジャー」
キャラクターショー
◆時間／ ①11:00～11:30
 ②14:30～15:00

ウルトラスタンプラリー

今年で第6回目を迎える「消防フェスタおおまち」。楽しい防災体
験イベントと各種ブースが盛りだくさん！
実際に見て・触れて・体験する事ができるこの機会！
多くの皆様のお越しをお待ちしてます☆

会場内にある 様々な防災体験アトラクションをク
リアーしてスタンプをGETだ！
たくさん体験して集めれば豪華賞品を手に入れる
チャンス！

各種おもしろイベントの他、射的
や輪投げ、ひもくじなどの縁日広
場に充実の飲食コーナー、ふれあ
い動物園やゆるキャラ大集合な
ど、友達・家族で楽しめるブースが
盛りだくさん！！

まだまだあるぞ！ 消防フェスタ！

©2016 テレビ朝日・東映AG・東映

体験アトラクション 防災体験！

縁日広場防災体験災害実演

「いつか届くこと…信じている」 消防フェスタおおまち～スペシャルイ
ベント～

主催：消防フェスタ実行委員会

10/2日

同時開催!

カッコいい
消防車にも
乗れるぞ！



●受付時間／①9:45～10：30、②12:54～13：30
●参加費／無料
●集合／インフォメーションセンター

●時間／13:00～15:00　●参加費／無料
10/10（月・祝）●場所／れき原の花畑

10/15（土）・16（日）
●場所／レンタル棟コスモス摘み取り体験 ●時間／①10:00～、②13:00～
●参加費／500円
●受付／事前受付
　各回先着10名

押し花ペンダント
づくり

●時間／①10:00～12:00、②13:00～15:00
●参加費／300円
●定員／事前受付　各回先着10名

11/5（土）・6（日）●場所／レンタル棟

●時間／①10:00～、②13:00～
●参加費／無料
●受付／事前受付  各回先着20名
●集合／インフォメーションセンター

河畔探勝ウォーキング河畔探勝ウォーキング

紅葉たたき染め紅葉たたき染め

アルクマ
熱気球
係留飛行

アルクマ
熱気球
係留飛行

見頃／10月下旬～11月上旬

10/22（土）～11/6（日）の土日

赤や黄色に色づく園内赤や黄色に色づく園内

●参加費／2,000円
●カテゴリー／2歳の部、3歳の部、4歳の部、5～6歳の部
※6歳は未就学児のみ
●定員：事前申込（申込締切10/22）
　各カテゴリー先着36名

アルプスあづみのカップアルプスあづみのカップ

●時間／10:30～、13:30～（各回20分程度）
●観覧／無料

バイクトライアル
パフォーマンス
バイクトライアル
パフォーマンス

●時間／①10:00～、②13:00～　●参加費／無料
●受付／事前受付  各回先着20名
●集合／インフォメーションセンター

リフレッシュの森・
ノルディックウォーキング
リフレッシュの森・
ノルディックウォーキング

●時間／10:00～16:00
●参加費／無料　●対象／小学生以上

ボルダリング体験ボルダリング体験
10/8（土）～10（月・祝）
●場所／アルプス大草原

10/29（土）
●場所／スポーツと遊びの森エリア【新規エリア】

●時間／9:30～閉園の1時間前まで
●参加費／500円　●対象／3歳以上（13kg～90kg）
※10/1（土）・2（日）は混雑が予想されるため、
　整理券対応とさせていただきます。

ハイパージャンパーハイパージャンパー
開催中～11/27（日）の土日祝日
●場所／入口広場

●参加費／コース利用料・レンタル料無料
　（別途入園料が必要）

マウンテンバイクパークマウンテンバイクパーク
11月末までの土・日・祝日

10/29（土）
●場所／スポーツと遊びの森エリア
【新規エリア】

10/15（土）・16（日）
●場所／河畔探勝エリア【新規エリア】

10/22（土）・23（日）
●場所／リフレッシュの森・渓流エリア【新規エリア】

10月の日祝祭日
●場所／臨時駐車場

秋
・ス
ポ
ー
ツ
の
森
フ
ェ
ス
タ

●参加費／12歳以上2,800円、
　6～11歳2,000円、2～5歳500円
●受付／9:00～9:30
　（搭乗時間  約5分）
●主催・問合せ／
　安曇野气船（TEL：0263-87-9828）

秋風にそよぐ2,000㎡の
コスモス花畑！見頃／9月下旬～10月上旬

●場所／れき原の花畑

秋風にそよぐ2,000㎡の
コスモス花畑！見頃／9月下旬～10月上旬

●場所／れき原の花畑

紅葉散策体験紅葉散策体験

リレーマラソン
参加者募集!
10/30（日）開催
申込締切/10/17（月）
〈インターネット利用10/11（火）〉
便利でお得なオンラインサイト
「Fネット」からもエントリーできます

　 facebook.com/azumino.OM
　 twitter.com/@azumino_om
http://www.azumino-koen.jp

TEL.0261-21-1212
〒398-0004 長野県大町市常盤7791-4 9:30～17:00（11月～16:00）

毎週月曜日（月曜日が休日の場合は直後の平日が休園日になります。）

大人410円（65歳以上210円）・小人（小中学生）80円・幼児無料
600台（大型バス・身障者専用あり）
長野自動車道 安曇野ICより40分  JR大糸線 信濃大町駅または信濃松川駅よりタクシー15～20分

開園時間

休園日

入園料

駐車場

交　通

大町・松川地区

長野自動車道安曇野I.C

検索あづみの公園★詳細は、公園ホームページをご確認下さい
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検索あづみの公園★事前受付のイベントは、インターネットもしくはお電話にてお申込みください http://www.azumino-koen.jp

長野県PRキャラクター
「アルクマ」


