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県道に設置されたぼんぼりを眺める

立科町商工会の竹花会長

この地域のオススメスポット

トップ > 長野県エリア > 軽井沢・佐久・小海線沿線エリア >

軽井沢・佐久・小海線沿線の観光ニュース

立科町　「観光ぼんぼり」設置50回に

信濃毎日新聞 (2014年8月17日掲載)

　北佐久郡立科町商工会などは２８日までの夜間、町内の県道沿いな

ど約４キロにわたって約１８００個のぼんぼりを設置している。１９６５

（昭和４０）年から続く「観光ぼんぼり」で５０回の節目を迎えた。ほのか

な明かりが道沿いに連なっている。

　同商工会の竹花信明会長（６６）によると、観光ぼんぼりは町内の商

店街を中心に始まり、徐々に規模が拡大した。近年は町商工会が中心

になり、７月下旬から８月下旬に開催。運営費は地元の企業や商店な

どからの寄付で賄い、ぼんぼりの取り付けは住民が協力する。竹花会

長は「地域の人に支えられて続いてきた。幻想的で美しいぼんぼりの

明かりを多くの方に楽しんでいただきたい」と話す。

　点灯時間は午後５時くらいから翌日の午前８時くらいまで。「写真コン

テスト」を開催しており、ぼんぼりの写真を３１日まで募集している。問

い合わせは町商工会（電話０２６７・５６・１００４）へ。
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