
■ 応募に必要な情報

たどってつくる『小布施三十六景』
3月 20日 ( 土 )  10:00～15:00

普段の生活の中で特別に意識したことがない日常の風
景の魅力を、実際にスポットをたどりながらふちどって
いくことで再発見してみませんか？

日時：3月20日（土） 10:00～15:00（受付終了14:00）※雨天中止
受付・ゴール地点：おぶせミュージアム・中島千波館（木造館）
定員：受付時間30分毎、各回10組、1組最大4人(ただし、ご家族の場合
　人数に関わらず1組といたします)
用意するもの：歩きやすい服装・靴、写真を撮れるカメラやスマホ（ゴ
　ールで撮った写真を確認させていただきます）
※参加には事前予約が必要です。詳しくは裏表紙の案内をご確認くだ
　さい。

概要

ルール

各種イベントの参加予約方法

シンポジウム「あなたと描く小布施の未来」と「小布施三十六景」へ
のご参加は事前予約が必要です。下記の方法にて事前予約をお願い
いたします。
※写真展は事前予約なしでお楽しみいただけます。
（混雑状況によっては、密集を避けるため、一時的に入場制限を行う
場合がございます。予めご了承ください）

右下のQRコードよりご登録いただくか、以下の情報をメールまたは
ハガキにご記載の上、下記の連絡先までご応募ください。

小布施町役場 企画政策課 定住交流係
Email: kouryuu@town.obuse.nagano.jp
郵送：〒381-0297(※住所記載不要) 小布施町役場企画政策課宛

締め切り：3月10日（水）※郵送の場合は当日必着

※参加確定のご連絡について
人数制限を行うため、参加可否やご参加いただく時間帯は人数調整
を行った上で、ご登録いただいた連絡先に事前に連絡いたします。

①代表者氏名（フリガナ）
②人数（複数のイベントにご参加希望の場合は、イベン
トごとにご記載ください）

③電話番号（日中つながりやすい番号）
④メールアドレス（携帯メールのアドレス以外）
⑤お住まいの地区（小布施町にお住まいの場合は自治
会名をご記入ください）

⑥参加したいイベント（複数選択可）
　A.たどってつくる「小布施三十六景」
　B.シンポジウム「あなたと描く小布施の未来」
　　※現地参加/オンライン参加のうち、ご希望の方
　をご記入ください。

⑦A.たどってつくる「小布施三十六景」にご参加希望
の方のみ、希望される参加受付時間を10時～14時
の間でご記入ください。

事前予約用
QRコード

■ 応募先・問い合わせ先

本イベントは新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を十分に行った
上で開催する予定です。
※感染拡大の状況によっては開催方法の変更等の可能性もあります。
最新の情報は上記のSNSおよび問い合わせ先までご確認ください。

SNSで最新情報を発信中！

各SNSで本ラボメンバーが本イベントに関わる情報の発信をしてい
きます！下記QRコードから是非ご確認ください。

Facebook LINE Instagram

日時：3月14日（日）13:30～15:30
場所：北斎ホール（13:00開場）/オンライン配信
プログラム：
　　・本ラボメンバーによる研究成果の発表
　　・小布施町出身の大学生による発表
　　・市村良三前町長と小泉秀樹教授によるパネルディスカッション
　　・町民の皆さまとの意見交換
定員：現地参加30名、オンライン配信も予定しております。
※現地参加、オンライン配信ともに予約が必要です。詳しくは裏表紙
の案内をご確認ください。

シンポジウム『あなたと描く小布施の未来』

3月 14日 ( 日 ) 13:30~15:30

普段何気なく見過ごしている小布施の「風景」を新た

な視点で捉え直すきっかけをつくります。

…あなたはどんな小布施の未来を想い描きますか？
小泉秀樹教授

概要

～100年先をいろどる日常の風景～

リーフレット内側のマップに記載された、35箇所の写真撮影スポッ
トのうち、気になったスポットを巡り、それぞれの写真を撮りましょ
う。撮影したスポットに応じてポイントを加算します！

合計のポイント数に応じて賞品をプレゼント！

さらに、指定されたスポットに加え、まちをたどりながら見つけた
お気に入りの風景を1箇所撮影し、あなただけの特別な「小布施三
十六景」をつくりましょう！

1.

2.

3.

2021.03.12～21

満開の桜堤。収穫をむかえたりんご、栗、ぶどう畑。
雪化粧の山々、笑い声が響きわたる公園...

あなたにとっての未来に残したい
小布施の風景はなんですか？

今だからこそ、身近な魅力を再発見しましょう。

小布施の風景を考える10日間

コロナでも
参加しやすく
しました

https://firebasehostingproxy.page.link/198886819888/forms.gle/8gHdj8k3Cp4cKJAv5
https://m.facebook.com/%E3%81%9F%E3%81%A9%E3%82%8B%E3%81%B5%E3%81%A1%E3%81%A9%E3%82%8B%E3%81%84%E3%82%8D%E3%81%A9%E3%82%8B-111502314025525


写真展『たどる、ふちどる、いろどる』

新型コロナウイルス感染症拡大の中で見
えてきた地域の価値とは何でしょうか。

小布施の風景を考える

子どもの頃の思い出や風景を「たどり」ながら、町

民の皆さまから寄せられた、小布施の魅力を「ふち

どる」写真で、あなたの心を「いろどり」ます。小布

施の魅力を再発見してみませんか？

3 月 12 日 ( 金 ) ～ 21 日 ( 日 )

まちで過ごす日常をふちどる ふちどる

まちをいろどる自然を眺めるいろどる

まちとしょテラソ
『子どものころの思い出』

北斎ホール(ロビー)
　　　　『小布施の歴史』

髙井鴻山記念館
開館時間 9:00~17:00

休館日：なし

おぶせミュージアム・中島千波館（木造館）
　　　　　　　　　　 　 『小布施の自然』開館時間  9:00~17:00

休館日 : なし

※写真を展示する木造館は入館無料ですが、本館へ

の入場を希望される場合は別途入館料がかかります。

平日 9:00~19:00

土日祝 9:00~18:00

休館日：火曜日

開館時間 8:30~17:15

休館日：土日

多彩なテーマとともに小布施町内各地で開催します！

たどる まちの歴史や思い出をたどる

このような状況下だからこそ、町民の皆さまに
とっての小布施の魅力を再発見し、共有したい。
その想いから、本ラボは小布施出身の学生と共
に、身近な風景から未来の小布施を考えるイベントを企画しました。
一緒に小布施を「たどって、ふちどって、いろどって」みませんか？

『小布施の暮らし』

※こちらのリーフレットをお持ちいただくと入館
料を半額でご案内します。（高校生以下無料）
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『小布施三十六景』
フォトスポットマップ

おぶせミュージアム・中島千波館

まちとしょテラソ

『小布施三十六景』受付・ゴール /写真展会場

写真展会場

シンポジウム会場 /写真展会場
北斎ホール

髙井鴻山記念館
写真展会場

小布施駅

都住駅

0３．飯綱神社の公園
福原にある公園。遊んだ思
い出がある人も多いのでは？

1３．ハートの木
珍しいハートの形をした木。
なんだかご利益がありそう
です。

２３．古堂塚古墳
まちなかにひっそりと佇む
古墳。歴史を感じます。

２７．大きな松
写真左手前の場所に立派
な松があります。ぜひ見つ
けてみてくださいね。

各地で写真展も開催中！

01　小学校のタイヤの遊具
02　レトロなポスト 
03　飯綱神社の公園
04　歩道橋からの景色
05　㐂なり旬粋の土壁の道
　　（陣屋小路）
06　栗の小径
07　松葉屋本店の赤いえんとつ
08　櫻塚観世音
09　小布施中学校外観
10　岡野医院の裏庭
11　小布施町歴史民俗資料館　
12　梅松寺
13　ハートの木
14　千年の森　

15　玄照寺
16　松川沿いの鉄橋
17　狛犬
18　新生病院の裏のブランコ
19　新生礼拝堂
20　松村神社鳥居
21　松村神社
22　やっくら小径
23　古堂塚古墳
24　都住駅
25　北部体育館の遊具
26　欅原神社
27　大きな松
28　小布施町営テニスコート
29　平松農場の蚕小屋

30　小布施橋の土手道
31　小布施総合公園・水車小屋　
32　小布施総合公園・芝生広場
33　浄光寺
34　岩松院
35　上下諏訪神社
３６  あなたが見つけたお気に入りの風景

まちとしょテラソ
　　テーマ『子どものころの思い出』
北斎ホール
　　テーマ『小布施の歴史』
髙井鴻山記念館
　　テーマ『小布施の暮らし』
おぶせミュージアム・中島千波館（木造館）
　　テーマ『小布施の自然』

小布施総合公園

おぶせ藤岡牧夫美術館

フローラルガーデンおぶせ・ろくさん
（６次産業センター）

小布施出身学生メンバー
小布施で育った私たちが、企画・

場所の選定を行いました。皆さま

と素敵な小布施の風景をたくさん

共有できますように！ぜひお楽し

みください。

久保田康暉 井出雪月 村田千華

魅力たくさんの小布施！
お気に入りの場所を見つけに行くクリ～！

一緒にたくさん
歩こう・・・マロン♪


