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スポーツコミッション事業

■JAPAN Travel Fair 2018に参加

■信州三都ウルトラオリエンテーリング（松本城→上田城）

ショッピングモールで開催されたJNTO主催の旅行博

催しました。松本城から上田城までの55㎞の区間に設定し

３ 年で訪日旅行客が50％近い伸びを示すインドネシア市場

間を競うものです。今年はすでに上田城―善光寺、善光寺

10月12日㈮～14日㈰にインドネシア・ジャカルタ市内の

「JAPAN Travel Fair 2018」にブース出展しました。ここ
において、消費者に直接松本の魅力をＰＲしました。

また、15日㈪～18日㈭にかけて、インドネシアの ３ 都市

（ジャカルタ・スラバヤ・メダン）において、セミナー、

商談会に参加し、旅行会社に対して、松本の情報を提供す
るとともに、旅行商品の造成を促しました。

10月14日㈰に信州三都ウルトラオリエンテーリングを開

た23のポイントを順に通過し、フィニッシュまでの所要時
―松本城を開催し、今回のシリーズ最終戦には、全国から
65人が参加し、早朝 6 時に松本城をスタートしました。

トップは、 ６ 時間を切る好記録でフィニッシュしまし

た。参加者からは、
「松本城から上田城に攻め入る感じが
いい」、「迷いながらゴールを目指すのがいい」、「山あり、
町あり、峠を超えるなど楽しめる」といった感想が聞かれ

国内誘客宣伝事業

ました。

■ＲＫＢラジオまつりに参加

10月20日㈯～21日㈰に福岡市で開催されたＲＫＢ毎日放

コンベンション誘致事業

送主催の「第22回ＲＫＢラジオまつり2018」にブース出展

■地方都市コンベンション協議会合同セールスに参加

んごや漬物など信州の特産品の販売を通じて、信州まつも

長崎、 松本、 新たに和歌山が加盟） で組織される同協議

しました。長野県及び県内関係団体の広域連携により、り
と空港の利用促進及び長野県の観光ＰＲを行いました。

10月11日㈭～12日㈮に、 ６ 地区（新潟、びわこ、高松、

会において、 グループに分かれて東京都内の会議主催団
体事務局73か所を訪問しました。

観光宣伝事業

当協会では、20の大会事務局を訪問し、11月29日㈭に

■第58回海と山との市民交歓会の実施

10月 4 日㈭～ ６ 日㈯の ３ 日間、姉妹都市である藤沢市と

の市民交歓会を実施しました。

開催する地方都市コンベンションセミナーへの参加を促

すとともに、主催者団体の会議の開催情報を収集しました。

上高地において、藤沢市民42名をお出迎えし、市民交流

会の中で親睦を図りました。そのあと、今回から新たに設
定した徳沢コース参加者13名が宿泊先の徳沢ロッヂを目指

会員の加盟はいつでも!! ～会員募集中～
松本観光コンベンション協会では松本市の観光とコンベンショ
ンの振興にともに取り組んでいただける会員を募集しています。
詳しくは事務局までお問い合わせください。
観光・コンベンションに関する情報は

しました。 ２ 日目は、心配された天候も回復し、散策日和
となり、参加者はガイドの説明に耳を傾けながら、上高地
の大自然を満喫されました。最終日も天候に恵まれ、国宝
松本城で開催された「そば祭り」で秋の味覚を堪能され、
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ひと時の信州の楽しい思い出を持ち帰っていただきました。

インターネットホームページ公開中。

アドレスはhttp://www.matsumoto-tca.or.jp/

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

第30回北信越地区空手道選手権大会

11月10日㈯～11月11日㈰

松本市総合体育館

松本城ウオーク2018

11月10日㈯～11月11日㈰

松本城公園

4 県 1 府親睦交流テニス大会

11月12日㈪～11月13日㈫

浅間温泉庭球公園

100

第47回薬剤耐性菌研究会

11月16日㈮～11月17日㈯

ホテル翔峰

100

第23回醍醐敏郎杯全国少年柔道錬成大会

11月17日㈯～11月18日㈰

松本市総合体育館

第27回全国聴覚障害公務員研修討論集会

11月17日㈯～11月18日㈰

松本駅前会館

100

第 4 回山岳化学学術集会

12月15日㈯～12月16日㈰

信州大学

130

生物分類群横断系統地理ワークショップ

1 月26日㈯～ 1 月28日㈪

信州大学

100

学術大会

※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。

500
1,000

2,000

イベントカレンダー（11月～ １ 月）
イベント名

開催期間

会

場

お問い合わせ

企画展
「錠前・鍵がカギ 丸山太郎のかぎと金工展」 7 /24㈫～12/ 9 ㈰

松本民芸館

松本民芸館

生誕130年 太田南海展
心・技、光る～松本の文化を支えた彫刻家～

9 /15㈯～11/25㈰

松本市美術館

松本市美術館

第28回奈川秋の新そばまつり

10/ 1 ㈪～11/ 4 ㈰

奈川地区全域

第62回お城まつり

10/ （
8 月･祝）～11/ 8 ㈭ 松本城本丸庭園他

松本城管理事務所

第37回国宝松本城人形飾り物展

10/13㈯～11/ 4 ㈰

松本城本丸庭園

松本城管理事務所

県歌制定50周年記念特別展 信濃の国と浅井洌

10/13㈯～11/25㈰

松本市立博物館

松本市立博物館

旧制高校有名教授展

10/13㈯～12/ 9 ㈰

旧制高等学校記念館ギャラリー 旧制高等学校記念館

太鼓門特別公開（太鼓門櫓）

10/20㈯～11/ 4 ㈰

松本城太鼓門

松本城管理事務所

第59回国宝松本城菊花展

10/25㈭～11/ 8 ㈭

松本城本丸庭園

松本城管理事務所

今昔はかり展

10/26㈮～11/25㈰

松本市はかり資料館

松本市はかり資料館

蓄音機で聴くＳＰレコードコンサート2018

11/ 3（土･祝）

松本市時計博物館

松本市時計博物館

第61回市民祭松本まつり

11/ 3（土･祝）

国宝松本城・中心市街地

第49回国宝松本城少年少女剣道なぎなた大会

11/ 3（土･祝）

松本城本丸庭園

松筑剣道連盟

第48回国宝松本城吟詠剣詩舞

11/ 3（土･祝）

松本城本丸庭園

松本地区吟詠連盟

第30回国宝松本城奉射弓道大会

11/ 3（土･祝）

未定

松本弓道会

第34回少年少女武者行列

11/ 3（土･祝）

松本城本丸庭園及び中心市街地

国宝松本城古城太鼓演奏

11/ 3（土･祝）

松本城本丸庭園

松本古城会

第62回国宝松本城秋の茶会

11/ 3（土･祝）

松本城本丸庭園

裏千家淡交会長野県支部

第14回浅間温泉新そば祭り

11/ 3（土・祝）・ 4 ㈰

浅間温泉広場

浅間温泉観光協会

旧開智学校校舎

松本まつり実行委員会
（松本商工会議所）

松本まつり実行委員会
（松本商工会議所）
中信分会

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/ 4 ㈰

上高地線観光案内電車

アルピコ交通上高地線
～11/ 4 日㈰までの土日祝日
（松本→新島々）

アルピコ交通株式会社

乗鞍高原地酒フェスタ2018

11/10㈯

乗鞍観光センター

のりくら観光協会

松本城ウオーク2018

11/10㈯・11㈰

松本城公園

松本観光コンベンション協会
信毎松本本社事業部

奈川在来そば週間

11/10㈯～11/18㈰

奈川地区全域

奈川そばの会（ながわ観光協会内）

民芸講演会「私に民藝が教えてくれたこと
－これからの作り手の課題」

11/11㈰

松本民芸館

松本民芸館

美ヶ原温泉秋のおもてなし
第12回美ヶ原温泉「湯巡り」と「新そば祭り」

11/13㈫・14㈬

上高地閉山式

11/15㈭

明治安田生命J 2 リーグ 第42節
松本山雅FC vs 徳島ヴォルティス

11/17㈯

山崎伸子

11/17㈯

チェロリサイタル

サンプロアルウィン
（松本平広域公園総合球技場）

奈川地区そばまつり実行委員会
（ながわ観光協会内）

11：30

「湯巡り」企画参加旅館
「新そば祭り」ふれあい山辺館
上高地河童橋
サンプロアルウィン
（松本平広域公園総合球技場）

16：00

松本市音楽文化ホール

株式会社松本山雅

美ヶ原温泉旅館協同組合
松本市山岳観光課
株式会社松本山雅
松本市音楽文化ホール

癒しのイルミネーション in 浅間温泉

Ｈ30 11月末～Ｈ31 4 月中旬 浅間温泉会館広場

浅間温泉旅館協同組合

まつもと冬のイルミネーション（仮）

Ｈ30 12月～Ｈ31 2 月
（予定）大名町通りほか

さわやか信州松本フェスティバル組織委員会

松本城ロゲイニング2018

12/ 1 ㈯

スタート： フィニッシュ
松本城公園

株式会社未来図

松本平の御柱展

12/ 1 ㈯～ 1 /20㈰

重要文化財馬場家住宅

重要文化財馬場家住宅

特別展「城下町 松本のにぎわいⅡ」

12/ 8 ㈯～ 2 /17㈰

松本市立博物館

松本市立博物館

12/ 9 ㈰

松本市音楽文化ホール

松本市音楽文化ホール

エル＝バシャ ピアノリサイタル
（ ２ つのピアノを聴き比べ）
松本武道祭

15：00

松本市総合体育館

松本体育協会

企画展
「台湾とアイヌの工芸－衣装・木工・装身具－」12/11㈫～ 3 /10㈰

松本民芸館

松本民芸館

オルガンが奏でるクリスマス

12/15㈯

松本市音楽文化ホール

松本市音楽文化ホール

体験講座「しめ飾り作り」

12/16㈰

松本民芸館

松本民芸館

VOCES ８

12/21㈮

松本市音楽文化ホール

松本市音楽文化ホール

冬至かぼちゃサービス

12/22㈯

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」12/30㈰～ 1 / 7 ㈪

美ヶ原温泉のホテル・旅館

美ヶ原温泉旅館協同組合

第28回国宝松本城新春祝賀式

1/3㈭

松本城黒門・本丸庭園

松本城管理事務所

あめ市歴史展示企画展

1 / 4 ㈮～ 1 /27㈰

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 / 4 ㈮～ 2 /10㈰

松本市はかり資料館

松本市はかり資料館

平成31年松本あめ市

1 /12㈯、13㈰

中心市街地

松本あめ市実行委員会

まゆ玉サービス

1 /14（月・祝）

松本市立博物館

松本市立博物館

1 /19㈯

松本市音楽文化ホール

松本市音楽文化ホール

ヘンリー・フェアーズ

12/ 9 ㈰

オルガンリサイタル

国宝松本城氷彫フェスティバル2019

16：00
19：00

16：00

1 /26㈯・27日㈰

松本城公園、松本駅前広場ほか 松本市観光温泉課

