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 日本のふるさと「信州通信」（長野県東京事務所発） 

 １２月号 ２０１５年１２月２５日（金） 

■------------------------------------------------------------------------■ 

【今月のトピックス】 

○ 大河ドラマ『真田丸』放送開始迫る！！ 

○ 宇宙飛行士油井亀美也さん、無事帰還！ 

○ バドミントン奥原希望選手、スーパーシリーズファイナル優勝！ 

○ クックパッド「長野県公式キッチン」開設 
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【１】トピックス 
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---------------------------------------- 

 大河ドラマ『真田丸』放送開始迫る！！ 

---------------------------------------- 

 来年の NHK 大河ドラマ「真田丸」の放送開始が迫ってきました。信州真田ゆかりの

真田信繁（幸村）の波乱に満ちた生涯を、脚本三谷幸喜さん、主演堺雅人さんにより、

全 50 回にわたり放送します。第 1 回目の放送は 1 月 10 日（日）です。 

 また、1 月 2 日（土）19:30 から、「ブラタモリ×鶴瓶の家族に乾杯 真田丸スペシ

ャル」が放送されます。真田丸ゆかりの上田市で、タモリさんはブラタモリ流に歴史・

地形にこだわった、鶴瓶さんは家族に乾杯流に土地柄・人柄にこだわった旅をします。

お見逃しなく！ 

さらに、1 月 17 日（日）には、「真田丸」のストーリーに沿ってセットや衣装を展

示紹介する「真田丸大河ドラマ館」が上田城跡公園内にオープンします。魅力的な大

河ドラマの世界をお楽しみください。 

【真田丸大河ドラマ館：http://ueda-sanadamaru.com/】 

 

---------------------------------------- 

 宇宙飛行士油井亀美也さん、無事帰還！ 

---------------------------------------- 

 7 月 23 日にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から飛び立った、南佐久郡川上村

出身の宇宙飛行士油井亀美也さんは、5 か月の長期に及ぶ国際宇宙ステーション（ISS）

での活動を終え、12 月 11 日に無事地球に帰還しました。 

 油井さんは ISS 滞在中、ロボットアームを操作して補給機「こうのとり」をキャッ

チしたり、超小型流星観測衛星の放出を行ったりと、困難な任務を遂行する一方で、

地元川上村の子どもたちとの交信や、宇宙船から撮影した地球の画像と合わせてのツ

イートなど、私たちに話題を提供してくれました。 

 

-------------------------------------------------------------- 

バドミントン奥原希望選手、スーパーシリーズファイナル優勝！ 

-------------------------------------------------------------- 

 長野県大町市出身の奥原希望選手が、アラブ首長国連邦で行われたバドミントンの

スーパーシリーズ年間上位 8 人によるファイナルで女子シングルス優勝を果たしまし



た。 

 奥原選手は今年、ヨネックス・オープン・ジャパンでスーパーシリーズ初優勝、全

日本総合は 4 年ぶりに制しています。 

 日本選手がファイナルのシングルスで優勝したのは初めてで、男子シングルスで優

勝した桃田賢斗選手とともに快挙の達成です。 

 リオ五輪での金メダル獲得も視野に入ってきました。 

 

------------------------------------------ 

クックパッド「長野県公式キッチン」開設 

------------------------------------------ 

 長寿日本一の長野県の「食」を広く発信するため、クックパッドに「長野県公式キ

ッチン」を開設しました。「おいしい信州ふーど（風土）」選定品目を使用したレシピ

や、信州 ACE（エース）プロジェクトによる健康づくりを応援するレシピなどが満載

です。 

【クックパッド「長野県公式キッチン」：http://cookpad.com/kitchen/9907870】 
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【２】首都圏で行われるイベント情報 
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○「北陸新幹線沿線 石川・長野フェア」 

ホテルメトロポリタン池袋・ホテルメトロポリタン丸ノ内 

 1 月 15 日（金）～1 月 31 日（日） 

  北陸新幹線金沢延伸によりぐっと近くなった長野県と石川県が連携して「石川・

長野フェア」を開催します。 

  期間中はホテルロビーで観光や物産のＰＲ展示のほか、ホテル内のレストランで

は長野県産・石川県産の食材を使ったメニューをご用意しております。 

 

○「軽井沢アートフェス in 銀座」 

銀座 NAGANO 1 月 29 日（金）～2 月 1 日（月） 

軽井沢を愛し銀座を拠点として活動する華道家の假屋崎省吾さんが、フラワーア

ートで銀座 NAGANO を素敵なカフェに変身させます。 

期間中は、軽井沢クラフトフェアを開催。また、日替わりで様々なワークショッ

プや講座も開催されます。 

【銀座 NAGANO：https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2016/01】 

 

○「NAGANO WINE FES in TOKYO」 

帝国ホテル東京 光の間 2 月 7 日（日） 

長野県内のワイナリー・ヴィンヤード 25 社、ワイン約 70 種が一堂に会する試飲

会が今年も開催されます。 

老舗の実力派ワイナリーや新進のブティックワイナリーはもちろん、新たに醸造

所をオープンしたばかりのワイナリーなど、ふだんなかなか出会うことがないワイ

ンやつくり手が勢ぞろい。 

前売券は 7,000 円で発売中です。多くのみなさまのご来場を、心よりお待ちして

います。 



【NAGANO WINE FES in TOKYO：http://www.nagano-wine.jp/event/597/】 
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【３】信州だより 
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-------------------------------------- 

 しあわせ信州ふるさと割 終了間近！ 

-------------------------------------- 

 好評の“しあわせ信州ふるさと割”の終了が迫ってきました。 

適用期間は 1 月 31 日までとなっていますが、割引助成予算の上限に達した時点で終了

となる場合もございますので、早めのご利用をお勧めします。 

この時期ならではのおすすめ商品は、人気急上昇の木曽の“すんき漬け”に、南木曽

の防寒着“ねこ”です。NAGANO マルシェのホームページでチェックしてくださいね。 

【しあわせ信州ふるさと割：http://www.we-like-shinshu.com/#shopping】 

【NAGANO マルシェ：http://shopping.geocities.jp/busan-nagano/index.html】 

 

------------------------------ 

冬はイルミネーションめぐり 

------------------------------ 

 東京表参道のイルミネーションも素敵ですが、凛と冴え返った信州の夜にひときわ

美しく輝くイルミネーションを見ながら、素敵な人と素敵なひと時をお過ごしくださ

い。 

【イルミネーション情報： 

http://www.nagano-tabi.net/modules/node/content0047.html】 

 

-------------- 

 松本あめ市 

-------------- 

 松本あめ市が 1 月 9 日（土）、10 日（日）に松本市中心市街地で開かれます。 

 戦国時代、塩の供給が断たれた甲斐の敵将武田信玄に、越後の上杉謙信が塩を送っ

た故事にちなんで始まった「塩市」が、いつしか「あめ市」になったと言い伝えられ

ている松本の新春の伝統行事です。全国あめ博覧会・即売会、塩取り合戦、子どもた

ちによる福だるま売りなど多彩な行事が行われます。 

【松本あめ市：http://www.nagano-tabi.net/modules/event/?event_id=0000000016】 

 

------------------------- 

スキーシーズン本格化！ 

------------------------- 

 今シーズンは雪不足の影響でスキー場のオープンが遅れ気味ですが、徐々に積雪も

増えオープンするスキー場がでてきました。 

 銀座 NAGANO や長野県東京事務所では、県内各地のスキー場リフト割引券をご用意し

ておりますので、スキーにお出かけの前にお気軽にお立ち寄りください。 

 積雪情報やイベント・キャンペーン情報はこちらをご覧ください。 

【スノーラブ：https://www.snowlove.net/】 



---------------------------------------- 

 銀座 NAGANO メンバーズカード誕生 

---------------------------------------- 

 銀座 NAGANO で、100 円（消費税除く）のお買い上げごとに 1 ポイントが貯まり、500 

ポイント貯まると 500 円のお買物券がもらえるとってもお得なカードです。 

またこのカードは、長野県内の 1000 ヶ所以上の施設で各種サービスや割引などが

受けられるとなど、嬉しい特典がいっぱいです。 

さらに新入荷商品や限定商品などの情報を、DM やメールでお届け。もちろん入会

金・年会費は無料です。 

銀座 NAGANO メンバーズカードをぜひご利用ください。 

【銀座 NAGANO メンバーズカード：http://www.ginza-nagano.jp/topics/5991.html】 

 

------------------------------ 

 今月の信州のスポーツ情報 

------------------------------ 

--------------------------- 

 御嶽海関 前頭 10 枚目に 

--------------------------- 

 来年 1 月 10 日に初日を迎える大相撲初場所の番付が 12 月 24 日に発表となり、木曽

郡上松町出身の力士御嶽海関（出羽海部屋）は西前頭 10 枚目となりました。 

 初場所からはいよいよ髷を結った雄々しい姿で登場です。ますますの活躍に期待が

膨らみます。 

 

----------------------------- 

 信州ブレイブウォリアーズ 

----------------------------- 

 第 12 節まで終了 8 勝 14 敗 ＜12 チーム中 10 位＞ 

 12 月に入り 4 連敗を喫したブレイブウォリアーズですが、広島に連勝し、順位は先

月と変わらず 10 位です。 

 20 日の試合ではチーム史上最多となる 118 点を記録。100 点越えは今季 3 度目とな

ります。この調子でどんどん勝ち星を伸ばしていってほしいものです。皆さまの応援

よろしくお願いします。 

【信州ブレイブウォリアーズ：http://www.b-warriors.net/】 
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編集後記 
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月日の経つのは早いもので、今年も残りわずかとなりました。 

昨年の長野県は数々の災害に見舞われましたが、今年は比較的穏やかな一年であっ

たように思われます。一方で全国に目を向けると、各地の火山噴火や関東東北豪雨の

ような大災害も発生しました。新しい年は日本全国が災害のない穏やかな一年であっ

てほしいものですね。 

 

 



---------------------------------------------------------------------------- 

☆☆☆ 私たちが「地方創生」のフロントランナーです ☆☆☆ 

長野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略推進中！ 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/shisaku/documents/chihousousei.h

tml 

---------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

★ しあわせ信州創造プラン ～ 長野県総合５か年計画 ～ 推進中です！ 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/shisaku/5kanen/shiawase.html 

---------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

★ 信州ブランド戦略「キャッチフレーズ・ロゴマーク」を御活用ください。 

http://www.pref.nagano.lg.jp/brand/sangyo/brand/shinshu/logo-02.html 

---------------------------------------------------------------------------- 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎ 「信州通信」が不要な方は、お手数ですがこのメールに返信し、配信停止を希望 

と御連絡ください。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 


