
日時 場所 主催者 時間
（6日）

おまつり広場
正午～

市民おどり
午後５:３０～

伊那市観光協会総会 6月9日（木）　伊那市観光協会の総会が行われました。
【議案】　 第１号議案　　・平成22年度事業報告について
　　　　    第２号議案　  ・平成22年度歳入歳出決算について　（会計監査報告）
　　　　　  第３号議案　　・平成23年度事業計画（案）について
  　　　　　第４号議案　　・平成23年度歳入歳出予算（案）について
●正会員の皆様には活発なご意見を頂きましてありがとうございました。本年度事業も皆様の
ご協力をよろしくお願い致します。

　
保科正之公

生誕400年記念事業

【講演会】
　日　　時　　４月２９日（金祝）
　　　　　　　　午後1時～
　講　　師　　藤原正彦　氏
　演　　題　　「日本という国」
　聴 講 者　　約４００名
【パネルディスカッション】
午後２時３０分～３時４５分
「保科正之公の大河ドラマ化を目指して」

パネラー
　中村彰彦　氏（作家）
　菅家一郎　氏（会津若松市長）
　江花俊和　氏
（猪苗代の偉人を考える会会長）
伊東義人　氏（元高遠町長）
【参加者交流会】と【正之公ゆかりの地
散策】にも多くの皆様にご参加いただ
きました。
７月２７日（水）に１０回目のＮＨＫ
訪問へ行ってきます!!粘り強く!!

　
秋葉街道

ウォーキング

【秋葉街道ウォーキング】
６月１８（土）４３名の皆さんにご参
加いただき、５０歳代～８０歳代、
遠くは安曇野市からの参加者もい
らっしゃいました。
早朝はパラパラと雨が降り、心配さ
れる中、受付・スタート時には雨も
やみ、曇りの天気が幸いして涼し
い中でウォーキングとなりました。
昼食は例年通りの豚汁を楽しみ、
ゴール間近で雨に降られてしまい
急遽ゴール地点を高遠閣に変更し
たものの、全員完歩していただく事
ができました。

（７日）
遊ingビレッジ
午後３:３０～

花火大会
午後7:30～

ますみ平地林を活用した３００人規模のトリムマラソンが開催されます。おもて
なしの心で、選手のみなさんをお迎えしたいですね。詳しくは伊那市スポーツ
振興課　TEL：78-4111（代）までお問い合わせ下さい。

ソフトボール大会北信越大会が市内で行われます。
詳しいお問い合わせはソフトボール協会　TEL：78-4111（代）まで
お問い合わせ下さい。

今年は春先の低温や不安定なお
天気に悩まされ、当初の開花予想
より遅れて、高遠城址公園は4月
13日に開花宣言が出されました。
開花してからは朝晩の冷え込みが
あったからか例年より長めに楽し
めた桜。市内の桜の名所も例年よ
り遅めでしたが多くのお客様にお
楽しみいただきました。高遠城址
公園の来場者数は、152,850人（市
民除く）。市内の桜の名所も多くの
お客様にお楽しみいただきました。
伊那市観光ボランティアガイドの皆
様には、高遠城址公園内の案内所
でガイドをしていただきました。
（前年度比△76,891人）

　
高遠しんわの丘
ローズガーデン

バラ祭り

本年は６月１１日（土）・１２日（日）・
１８日（土）・１９日（日）の周遊バス
が好評でした。１回乗車でワンコイ
ン（100円）。ミニバラのプレゼント
があり、多くのお客様にお楽しみい
ただきました。
ローズガーデンは126種、約2,600
本のバラがあり、見頃が様々で秋
ごろまでお楽しみいただけます。

第５３回　長衛祭 南アルプスの開拓者としても知られる「竹沢長衛」翁を偲んで安全で楽しい登山を誓う
開山祭。今年は７月２日に北沢峠・北沢駒仙小屋前（旧長衛小屋）にて碑前祭、翌日３
日は「東駒ケ岳」への記念登山が行われました。天候にも恵まれ、大勢の皆さんにご
参加いただき開催できました。
地元長谷小学校６年生の皆さんの歌も好評でした。
いよいよ本格的登山シーズンの到来です！山小屋情報は前面を参考にして下さい。

　中央アルプス

今年で３９回目を迎る伊那まつり。毎年のテーマは「結」。
サブテーマは「心をひとつに 結 がんばろう日本」

メイン通りに舞ういくつものおどり連の迫力に圧倒！！
また日曜日には打ち上げ花火も上がります。今回は特別観覧席
（有料）を設けました。
注）お席に限りがあり事前の申し込み(伊那商工会議所TEL:72‐7000)
が必要となります。一部は東日本災害義援金になります。
目の前で夏の夜空にパッと咲く花火は音、光の迫力
に圧倒されることまちがいなし!!
～協会員の皆様も積極的にご参加下さい～

通信第５号

伊那市観光協会

　今回で会報発行も５回目を迎えます。今年度も旬の情報やイベント情報などお
伝えしていきたいと思いますので、会員の皆様にはご愛読いただき、それぞれの
分野で営業や商品開発、誘客に活かしていかれることをお願い致します。

　　南アルプス

南アルプス

伊那まつり
実行委員会

内　　容

ソフトボール大会ハイシニア大会が市内で行われます。
詳しいお問い合わせはソフトボール協会　TEL：78-4111（代）まで
お問い合わせ下さい。

　ソフトボール
　ハイシニア大会
　　１０/２８（金）～３０日（日）

９：００スタート
（予定）

発行：平成２３年７月

　　イベントのご案内

伊那まつり
8/6（土）～
8/7（日）

伊那市街地
伊那市商店街
伊那市役所
駐車場ほか

　　イベントの報告

　

高遠城址公園さくら祭り
伊那市内の花まつり

高遠
城下まつり
９/３（土）

高遠町商店街
本通り

仲町駐車場

高遠城下まつり
実行委員会

歩行者天国
午後0時45分
～７時３０分

郷土芸能・ゆかりの地芸能披露、物産展、

町民踊り、花火など内容盛り沢山！！

　ソフトボール
　北信越大会
　　８/２０（土）～２１日（日）

トリム
マラソン

　　９/３（土）

伊那市
ますみ平地林

スポーツ
振興課

ソフトボール
協会

ソフトボール
協会

山小屋情報

西駒山荘
7月9日（土）～10月10日（祝月）

収容人員：４０名 要予約

山荘 090-2660-0244

伊那市観光㈱
0265-71-5577

長衛荘
4月25日～11月初旬

および年末年始

収容人員：110名 要予約

現地 090-3023-9030

営業期間外

伊那市観光㈱

0265-71-5577

藪沢小屋
7月中旬～8月中下旬

収容人員：30名

伊那市観光㈱

0265-71-5577

仙丈小屋
6月15日（水）

～10月下旬

収容人員：55名 要予約

現地 090-3025-9991

営業期間外

伊那市観光㈱

0265-71-5577

塩見小屋
7月1日～

10月15日まで

収容人員：30名 要予約

山荘 090-3440-0998

西駒山荘

ｺﾏｸｻ

ｼﾅﾉｺｻﾞｸﾗ

仙丈小屋

塩見小屋

今年も伊那市観光協会では年７回のバスハイクを企画！

「ちょっとお出かけ・い～な旅」第４弾！

８月２４日（水）鹿嶺高原でカレーパーティ！！

参加費は材料代込で３，５００円（ご飯持参）

募集開始日は７月２５日（月）です。

毎回募集開始と同時に定員に達するほど大好評です!!
参加ご希望の方は事務局までお問い合わせください。

バスハイクやこれから企画する視察研修など会員の皆様にも積極的に

ご参加いただき、観光客の皆様に伊那市の魅力をお伝えできるといいですね。

ちょっとお出かけ・い～な旅
（要申込）

どなたでもご参加いただけます。
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http://inashi-kankoukyoukai.jp/cms2/wp-content/uploads/2011/05/choueisai_1.jpg
http://inashi-kankoukyoukai.jp/cms2/wp-content/uploads/2011/06/akibawalking_2011_0618_3.jpg
http://inashi-kankoukyoukai.jp/cms2/wp-content/uploads/2011/06/rose_2011_0708_1.jpg
http://inashi-kankoukyoukai.jp/cms2/?p=8633


伊那市観光協会ＨＰをご覧ください！！

http://inashi-kankoukyoukai.jp/

　　　　　　　　　　　　　kitahara_jozo@ybb.ne.jp

もし、観光客の方と出会ったら「笑顔であいさつ」してみませんか？
　　　　　　　　　　　きっと、笑顔が返ってくる・・・♡

もし、道を尋ねられたら・・・笑顔で、道順を教えてあげてください。
　　　　　　　　　　　きっと、笑顔が返ってくる・・・♡

 毎日、築地から送られてくる新鮮で旬な魚を使った刺身や寿
司、また、ルチンが通常の３倍多く含まれるサンルチンそばを
使った手打ちそばが自慢のお店です。地元のお客様から愛され
る店を目指して日々、頑張っています。また、伊那インターのすぐ
そばにあるため伊那の名物も取り揃えて県外のお客様に対して
伊那のアピールもしております。
　今後ともまことおあがり亭をよろしくお願い致します。

そこで伊那市観光協会では、「笑顔が笑顔を呼べたらい～な」と考え、
伊那市に訪れていただく方に笑顔でお帰りいただけるよう

『スマイル♡リレー運動』を推奨しています。
　皆様の笑顔が、次の笑顔を生み、この伊那市から大きな笑顔が広がるよう、

伊那市観光協会では、皆様の 笑顔のご協力をお願いしております。
そう、市民一人ひとりが伊那市の顔であり案内人なのです！！

夏休みだより：小黒川渓谷キャンプ場　　　　     南アルプス林道バス　　　　　  　    新山とんぼの楽園（ハッチョウトンボ）

フルーツだより：みはらしファーム（スイートコーン・ブルーベリー狩りほか）　　　　　　　  ますみブルーベリー農園

花だより：中央アルプス南アルプスのこまくさ（７月中旬～）　　　　　　　　　　　 羽広自然遊歩道の草花

　　　　当社は創業50年、伊那谷の材料にこだわり商品を作っております。
　　お味噌は、伊那市の大豆と伊那市のお米を使った天然熟成でもちろん！
　　無添加・無着色です。お醤油は今では尐なくなった大豆
　　（脱脂大豆不使用）から作ったお醤油です。もちろん！材料は伊那谷の
　　大豆と長野県産の小麦を使用して自社で、醤油糀・もろみを作っており
　　ますので全て味わいのあるお醤油になっています。
　　みそ漬は、全部で８種類。すべて国内産の材料にこだわり、自社で塩漬
　　けからお味噌への漬込みをしております。当社自慢のてっぽう漬は、
　　　　一つ一つ手作りで大量生産が出来ませんが、その分味・香りに
　　　　　　　自信を持っています。

http://www.geocities.jp/kitaharajozo/

代表者　伊藤　誠　さん

まことおあがり亭

前事務局長：阿部凱人さん

　　代表者　北原俊信　さん

７月より事務局長が変わりました。

北原醸造店
　　〒396-0015

　　TEL 0265-72-3075/ FAX0265-72-308

〒399-4511

新事務局長：宮澤正己さん

南箕輪村8869-1
　TEL 0265-76-5500/ FAX0265-76-5800

このマークが目印です！！

伊那市中央5154

昨年度の信州デスティネーションキャンペーン

を契機とした地域の取り組みの更なる発展のた

めに、長野県が主体となり本年９月～１２月に

「未知を歩こう。信州２０１１」

観光キャンペーン

アフター信州DCが開催されます。

好感度・魅力UPの「おもてなしの心」 で

お客様をお迎えしましょう。

Ｈ２３年度より新規会員

伊那市観光協会では会員皆様の旬の

情報(別紙)をお待ちしております。
e-mail                knk@inacity.jp               

fax 0265-78-4131

大変お世話になりありがとうございました。

平成１８年８月高遠町観光協会にお世話になり２０年４月に３市町村協会の合併に

より伊那市観光協会となり計５年勤めさせていただきました。大勢の会員の皆様と

お知り合いになり楽しく仕事ができました。

会員の皆様の益々のご発展をお祈り申し上げお礼とします。

７月１日付で阿部事務局長の後任として就任いたしました。

観光を取り巻く環境は厳しい状況ですが、ピンチをチャンスととらえ、新たな切り

口で伊那市の魅力を発信して参りたいと思います。

微力ではありますが、全力を挙げて取り組む所存ですので会員の皆様のご指導

ご支援をよろしくお願い申し上げます。

昨年に引き続き今年も１０月１日（土）に

各支部ごとで 環境美化 について

取り組みをします。

mailto:kitahara_jozo@ybb.ne.jp
http://inashi-kankoukyoukai.jp/cms2/wp-content/uploads/2011/05/choueisai_1.jpg
http://inashi-kankoukyoukai.jp/cms2/wp-content/uploads/2011/06/akibawalking_2011_0618_3.jpg
http://inashi-kankoukyoukai.jp/cms2/wp-content/uploads/2011/06/rose_2011_0708_1.jpg
http://inashi-kankoukyoukai.jp/cms2/?p=8633

