コンベンションカレンダー（11月～ 1 月）
大会名

開催期間

会

場

参加者数

わたしと宇宙展松本展

11月 3 日㈭～11月 6 日㈰ ホテルブエナビスタ

6,000

国際スポーツ医科学ネットワークフォーラム長野2016

11月 9 日㈬～11月11日㈮ ホテルブエナビスタ

120

松本城ウオーク2016

11月12日㈯～11月13日㈰ 松本城公園発着

1,000

第40回日本高次脳機能障害学会学術総会

11月11日㈮～11月12日㈯ キッセイ文化ホール、 松本市総合体育館

1,600

日本近世分学会

11月12日㈯～11月14日㈪ 信州大学松本キャンパス

150

日本歯科大学信越地区歯学研修会

11月12日㈯

ホテルブエナビスタ

100

第40回日本高次脳機能障害学会学術総会サテライト・セミナー

11月13日㈰

キッセイ文化ホール、 松本市総合体育館

500

第48回関東地区学校事務研究大会

11月17日㈭～11月18日㈮ キッセイ文化ホール、 松本市浅間温泉文化センター

1,000

第21回醍醐敏郎杯全国少年柔道錬成大会

11月26日㈯～11月27日㈰ 松本市総合体育館

5,000

北信越高等学校空手道新人大会

11月28日㈪～11月30日㈬ 松本市総合体育館

200

第15回全国Ｘ線撮影技術読影研究会

11月26日㈯～11月27日㈰ ヤマサホール

150

第26回日本循環薬理学会

12月 2 日㈮

100

中部近畿臨時職員交流のつどいinながの

1 月14日㈯～ 1 月15日㈰ 浅間温泉みやま荘

110

1 月20日㈮～ 1 月22日㈰ 松本市総合体育館

300

1 月28日㈯～ 1 月29日㈰ まつもと市民芸術館

900

第45回全国高校選抜バドミントン大会北信越予選会
未来を拓く自治と協働のまちづくりを目指す研究集会

松本大会

※県外からの参加者が見込まれる大会。また、 参加者数には観客数は含みません。
※主催者の意向により掲載していない大会もございます。

信州大学医学部

イベントカレンダー（11月～ １ 月）
イベント名
企画展「やちむんの里

沖縄の民芸」

開催期間

会

場

お問い合わせ

8 月30日㈫～12月18日㈰

松本民芸館

松本民芸館

飯沼英樹展

9 月17日㈯～11月27日㈰

松本市美術館

松本市美術館

秋季企画展「よみがえる松本城下町」

9 月17日㈯～11月27日㈰

松本市立考古博物館

松本市立考古博物館

第26回奈川秋の新そばまつり

10月 1 日㈯～11月 3 日㈭

奈川地区全域

奈川秋のそばまつり実行委員会（ながわ観光協会内）

横内勝司写真展ーくらしの情景ー

10月 1 日㈯～11月 3 日㈭

馬場家住宅

馬場家住宅

松平直政没後350年パネル展

10月 1 日㈯～11月27日㈰

松本市立博物館

松本市立博物館

企画展「旧制高校と出版芸術」

10月 8 日㈯～12月 4 日㈰

旧制高等学校記念館ギャラリー

旧制高等学校記念館

第60回お城まつり

10月10日㈪～11月 6 日㈰

松本城本丸庭園他

松本城管理事務所

第35回国宝松本城人形飾り物展

10月15日㈯～11月 3 日㈭

松本城本丸庭園

松本城管理事務所

太鼓門特別公開（太鼓門櫓）

10月15日㈯～11月 3 日㈭

松本城太鼓門

松本城管理事務所

新収蔵作品おひろめ展・石井鶴三特集展示

10月15日㈯～12月25日㈰

松本市美術館

松本市美術館

第57回国宝松本城菊花展

10月23日㈰～11月 6 日㈰

松本城本丸庭園

松本城管理事務所

今昔はかり展

10月28日㈮～11月27日㈰

松本市はかり資料館

松本市はかり資料館

アルウィン（松本平広域公園総合球技場）

㈱松本山雅

明治安田生命J 2 リーグ 第39節

松本山雅FC vs ロアッソ熊本 11月 3 日㈭14：00～

蓄音機で聴くＳＰレコードコンサート2016

11月 3 日㈭

松本市時計博物館

松本市時計博物館

第59回市民祭松本まつり

11月 3 日㈭

国宝松本城・中心市街地

松本まつり実行委員会（松本商工会議所）

第47回国宝松本城少年少女剣道なぎなた大会

11月 3 日㈭

松本城本丸庭園

松筑剣道連盟

第46回国宝松本城吟詠剣詩舞

11月 3 日㈭

松本城本丸庭園

松本地区吟詠連盟

第28回国宝松本城奉射弓道大会

11月 3 日㈭

松本市弓道場

松本弓道会

第32回少年少女武者行列

11月 3 日㈭

松本城本丸庭園及び中心市街地

松本まつり実行委員会（松本商工会議所）

国宝松本城古城太鼓演奏

11月 3 日㈭

松本城本丸庭園

松本古城会

第60回国宝松本城秋の茶会

11月 3 日㈭

松本城本丸庭園

裏千家淡交会長野県支部

明治安田生命J 2 リーグ 第40節 松本山雅FC vs 東京ヴェルディ 11月 6 日㈰13：00～

アルウィン（松本平広域公園総合球技場）

㈱松本山雅

ザ・ハーモニーホールオルガンコンサートシリーズVol.2～大いなる存在への祈り歌～ 11月 6 日㈰

松本市音楽文化ホール（ザ・ハーモニーホール） 松本市音楽文化ホール

「くるくるトンデモ★サーカスDX（デラックス）」

11月 6 日㈰

松本市波田文化センター (アクトホール)

松本市波田文化センター

乗鞍高原地酒フェスタ2016

11月12日㈯

乗鞍観光センター

のりくら観光協会

松本城ウオーク2016

11月12日㈯～13日㈰

松本城公園

松本観光コンベンション協会

三線を楽しむ会

11月13日㈰13：30～14：30 松本民芸館

松本民芸館

上高地閉山式

11月15日㈫

松本市山岳観光課

上高地河童橋

中信分会

美ヶ原温泉秋のおもてなし 第10回美ヶ原温泉
「湯巡り」
と
「新そば祭り」11月15日㈫～16日㈬

「湯巡り」企画参加旅館「新そば祭り」ふれあい山辺館 美ヶ原温泉旅館協同組合

中村勘九郎 中村七之助

11月16日㈬

まつもと市民芸術館

主ホール

一般財団法人松本市芸術文化振興財団

11月19日㈯、 20日㈰

まつもと市民芸術館

主ホール

一般財団法人松本市芸術文化振興財団

錦秋特別公演2016

『かもめ』

11月20日㈰14：00～

アルウィン（松本平広域公園総合球技場）

カメターラ・ザルツブルク～モーツァルト コンチェルトの夕べ～

明治安田生命J 2 リーグ 第42節

松本山雅FC vs 横浜ＦＣ

11月25日㈮

松本市音楽文化ホール（ザ・ハーモニーホール） 松本市音楽文化ホール

㈱松本山雅

岳都・松本山岳フォーラム2016

11月26日㈯～27日㈰

まつもと市民芸術館

実行委員会事務局（山岳観光課）

癒しのイルミネーション in 浅間温泉

11月末～ ４ 月中旬

浅間温泉会館広場

浅間温泉旅館協同組合

松本平の御柱展

12月 3 日㈯～ 1 月22日㈰

馬場家住宅

馬場家住宅

プロバスケットボール男子Bリーグ「信州ブレイブウォリアーズvsサイバーダイン茨城ロボッツ」 12月10日㈯、 11日㈰

松本市総合体育館

㈱信州スポーツスピリット

キネマと恋人

12月11日㈰、 12日㈪

まつもと市民芸術館
実験劇場

一般財団法人松本市芸術文化振興財団

企画展「木と漆 ぬくもりの手仕事」

12月20日㈫～ 4 月23日㈰

松本民芸館

松本民芸館

冬至かぼちゃサービス

12月21日㈬

松本市立博物館

松本市立博物館

美ヶ原温泉冬のおもてなし「美ヶ原温泉りんご湯祭り」

1 月 1 日㈰～ 1 月 7 日㈯

美ヶ原温泉の全ての宿で

美ヶ原温泉旅館協同組合

第26回国宝松本城新春祝賀式

1 月 3 日㈫

松本城黒門・本丸庭園

松本城管理事務所

松本、 戦後美術の立役者たち

1 月 3 日㈫～ 4 月 2 日㈰

松本市美術館

松本市美術館

あめ市歴史展示企画展

1 月 4 日㈬～ 1 月29日㈰

松本市時計博物館

松本市時計博物館 あめ市実行委員会

中町今昔物語展

1 月 6 日㈮～ 2 月12日㈰

松本市はかり資料館

松本市はかり資料館

平成29年松本あめ市

1 月 7 日㈯、 8 日㈰

中心市街地

松本あめ市実行委員会

まゆ玉サービス

1 月14日㈯

松本市立博物館

松本市立博物館

国宝松本城氷彫フェスティバル2017

1 月19日㈭～22日㈰

松本城公園、 松本駅前広場、 松本城大手門枡形跡広場 松本市観光温泉課

