
　

 

黒姫駅→小丸山→柏原宿→古間宿→落影→一里塚跡→小玉坂

✧前日の公共放送で降水確率が５０％以上の場合は中止します。

✧当日の問い合わせ先：事務局(酒井）携帯０９０－８７４１－０５４１

氏　名

住　所

そ の 他

✧参加者のけが等の保険については、18日までに申し込まれた方は適応となりますが

　当日参加者は適応外となりますのでご了承ください。

※当日の参加も受け付けますが、出来るだけ事前申し込みをお願いいたします。

✧はきなれている靴をお勧めします。帽子は必ず着用してください。

✧道路を歩行している間、参加者の皆様は通常の歩行者として扱われ、主催者や道路

　管理者は一切の責任は負いません。各自の責任において交通規則を守り、安全には

　十分気を付けて歩行してください。

→小玉道中堺碑（昼食）→證念寺→御本陣跡→牟礼駅

緊急連絡先

年　齢

電　話

水分補給の飲料水、昼食、雨具、ビニールシート、着替え、あれば熊鈴等

10/18（木）までに事務局に電話かFAXで申し込んでください。

TEL/FAX番号　０２６－２５５－５２９８（電話は午前中のみ対応）

持 ち 物

申 込

対 象 者

参 加 費

コ ー ス

町内外の年齢問わず健康な方（小学生以下は保護者同伴）

会員は無料　会員以外は５００円

約１１Km　中部北陸自然歩道を歩きます。

日 程 ☆受付　８：５０～　集合場所で行います（この指のぼり旗を目印にお集まりください）

☆スタート（黒姫駅）　９：１０

☆昼食（小玉道中堺碑）　１２：００ 

☆解散（牟礼駅）　１４：００頃

　

　

　〒389-1312上水内郡信濃町富濃1945-2　　ＴＥＬ/ＦＡＸ.026-255-5298
　URL　http://konoyubi-shinano.com　 E-mail　info@konoyubi-shinano.com

日 時 10/21（日）　集合場所：黒姫駅正面入り口トイレ前

「この指とまれ☆しなの」 

旧北国街道を歩きましょう！ 



信濃町穂波1070 026-255-3988 パワフル健康食品株式会社

026-255-2171

信濃町古間44-1

信濃町穂波1222-1

信濃町柏原1593-5

こばやし電器 信濃町柏原82-1 026-255-4732

信濃町平岡215-1

(有)池田商店

026-255-5581

（有）外谷牧場 信濃町大井163 026-255-6117信濃町古間47

飯山市飯山727-1

信濃町古間1427-7

みねむら酒店

(株)落影農場

庫料理　やまざき

エフ株式会社

026-476-2265

026-255-6240

026-255-6856

0269-67-0330

026-255-2103

026-255-6152

(有)ジェットストリーム　スピンネーカー

池田興業

ブーズシェルター026-258-3232信濃町野尻53-1

松本サイクル商会 信濃町古間912-3

0255-86-3556 信濃町古間1768-1

信濃町古間656

公文式　信濃町教室 信濃町古間479-2 080-7008-0751

トライト一級建築士事務所

やなぎさわ美容院 信濃町古間853-2

026-255-2268

妙高市関川1416-1

電話

026-255-3518

026-255-4044

丸山歯科医院 信濃町柏原434-5 026-255-5511

信濃町古間925-2

信濃町古間1435-6

（有）信濃製作所

ハトヤモータース 信濃町柏原76

信濃町柏原390-1

信濃町柏原951

信濃町平岡2013-4

名前 住所

（有）三恵測量建設

026-255-5500

026-255-2310

026-255-3071

026-217-7108

(株)中村板金

(有)高原産業

喫茶わたぼーし・ホビーメイト　タカトウ

石川酒店

（株）佐藤工務所

名前 住所 電話

信濃町柏原55

信濃町柏原2530-8 026-255-2665

026-255-2406

026-255-2210信濃町古間駅前

0255-82-2031妙高市関山2065内田スポーツ店

服部電気保安管理事務所

信濃水道

介護ショップ一期・サラダ館黒姫駅前通り店

カネコ美容院

ヴァリアス　カーズ

中藤建設(株)

妙高市関川1074-2 0255-86-4812

026-255-2124

信濃町柏原41-3 026-255-2154

信濃町大井22-6 026-255-5513風間農場026-255-5777信濃町古間45(株)千華

信濃町野尻197-2 026-258-2021

026-251-1090

マルジウ製パン清水商店

ＮＰＯ法人ざいごう 信濃町富濃1994-3 026-255-4151

（有）野尻湖定期船会社 026-258-2505信濃町野尻254

日本亭

ホテル若月 信濃町野尻2014-2 026-255-2577

026-255-5840

金子電気

（有）仁の蔵

026-255-2420

信濃町柏原3996-2 026-255-6523

090-3067-7227

(株)タツノ 長野市大豆島3397-10

野尻レイクサイドホテル

信濃町穂波76 026-255-2739

026-255-3836信濃町古間1461-17ユタカ技工

026-255-2328

026-251-7120

信濃町古間26-1

信濃町柏原2552-8

信濃町古間509-2

信濃町柏原2934-1

中村木工所（有） 信濃町柏原2839-7

(有)小口時計眼鏡店

026-255-2423信濃町柏原340-2

026-255-2023

妙高高原ゴルフ倶楽部

026-255-3321信濃町古間21

026-258-3677信濃町古海3575-8(株)東急リゾートサービスホテルタングラム

026-255-0201信濃町古間924信濃町リハビリ専門所

「この指とまれ☆しなの」へのご支援をありがとうございます（順不同・敬称略） 

こずえ食堂 信濃町穂波1070 026-255-3988 パワフル健康食品株式会社

026-255-2171

信濃町古間44-1

信濃町穂波1222-1

信濃町柏原1593-5

こばやし電器 信濃町柏原82-1 026-255-4732

信濃町平岡215-1

(有)池田商店

026-255-5581

（有）外谷牧場 信濃町大井163 026-255-6117信濃町古間47

飯山市飯山727-1

信濃町古間1427-7

みねむら酒店

(株)落影農場

庫料理　やまざき

エフ株式会社

026-476-2265

026-255-6240

026-255-6856

0269-67-0330

026-255-2103

026-255-6152

(有)ジェットストリーム　スピンネーカー

池田興業

ブーズシェルター026-258-3232信濃町野尻53-1

松本サイクル商会 信濃町古間912-3

0255-86-3556 信濃町古間1768-1

信濃町古間656

公文式　信濃町教室 信濃町古間479-2 080-7008-0751

トライト一級建築士事務所

やなぎさわ美容院 信濃町古間853-2

026-255-2268

妙高市関川1416-1

電話

026-255-3518

026-255-4044

丸山歯科医院 信濃町柏原434-5 026-255-5511

信濃町古間925-2

信濃町古間1435-6

（有）信濃製作所

ハトヤモータース 信濃町柏原76

信濃町柏原390-1

信濃町柏原951

信濃町平岡2013-4

名前 住所

（有）三恵測量建設

026-255-5500

026-255-2310

026-255-3071

026-217-7108

(株)中村板金

(有)高原産業

喫茶わたぼーし・ホビーメイト　タカトウ

石川酒店

（株）佐藤工務所

名前 住所 電話

信濃町柏原55

信濃町柏原2530-8 026-255-2665

026-255-2406

026-255-2210信濃町古間駅前

0255-82-2031妙高市関山2065内田スポーツ店

服部電気保安管理事務所

信濃水道

介護ショップ一期・サラダ館黒姫駅前通り店

カネコ美容院

ヴァリアス　カーズ

中藤建設(株)

妙高市関川1074-2 0255-86-4812

026-255-2124

信濃町柏原41-3 026-255-2154

信濃町大井22-6 026-255-5513風間農場026-255-5777信濃町古間45(株)千華

信濃町野尻197-2 026-258-2021

026-251-1090

マルジウ製パン清水商店

ＮＰＯ法人ざいごう 信濃町富濃1994-3 026-255-4151

（有）野尻湖定期船会社 026-258-2505信濃町野尻254

日本亭

ホテル若月 信濃町野尻2014-2 026-255-2577

026-255-5840

金子電気

（有）仁の蔵

026-255-2420

信濃町柏原3996-2 026-255-6523

090-3067-7227

(株)タツノ 長野市大豆島3397-10

野尻レイクサイドホテル

信濃町穂波76 026-255-2739

026-255-3836信濃町古間1461-17ユタカ技工

026-255-2328

026-251-7120

信濃町古間26-1

信濃町柏原2552-8

信濃町古間509-2

信濃町柏原2934-1

中村木工所（有） 信濃町柏原2839-7

(有)小口時計眼鏡店

026-255-2423信濃町柏原340-2

026-255-2023

妙高高原ゴルフ倶楽部

026-255-3321信濃町古間21

026-258-3677信濃町古海3575-8(株)東急リゾートサービスホテルタングラム

026-255-0201信濃町古間924信濃町リハビリ専門所

「この指とまれ☆しなの」へのご支援をありがとうございます（順不同・敬称略）


