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 月刊メールマガジン『日本のふるさと「信州通信」』（長野県東京事務所発） 

 １０月号 ２０１６年９月３０日（金） 

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

 

 成功裏のうちに終了した信州軽井沢の「Ｇ７長野県・軽井沢交通大臣会合」、熱い感

動を届けてくれたリオパラリンピックなど暑かった夏も終わりを告げ、都内では街路

樹の銀杏が実をほころばせる秋の季節を迎えました。 

信州はなんてったって“見事な紅葉の秋”に加えて“とっても美味しい秋”ですよ

ね！県内はもちろんのこと、都内でも信州の秋を味わっていただけるイベントを多数

開催しますのでお見逃しなく！ 

 

【１】長野県のトピックス －「第３６回全国都市緑化信州フェア」開催決定！－ 

【２】首都圏で行われるイベント情報 

【３】信州だより －紅葉・新そばシーズン到来！－ 

【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース －今月のおすすめ地酒・ワイン－ 

【５】首都圏で頑張る県職員ご紹介 －Ｖol.５－ 

【６】信州スポーツ情報 

【編集後記】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【１】長野県のトピックス 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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

「第３６回全国都市緑化信州フェア」の開催決定！  

～平成３１年春（４～６月）に長野県で初の開催～ 

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

この度、国土交通大臣の同意を得て、国内最大級の緑のイベント「全国都市緑化フ

ェア」の長野県での開催が正式に決定しました。本県では初の開催となります。 

 開催時期は、平成３１年の４月中旬から６月中旬。長野県と中信４市（松本市、大

町市、塩尻市、安曇野市）、公益財団法人都市緑化機構が合同で主催します。 

 テーマは「北アルプスの麓から広がる 花と緑に包まれた しあわせ暮らし」。 

県営松本平広域公園をメイン会場に、国営アルプスあづみの公園両地区・県営烏川

渓谷緑地をサブ会場として、庭園コンテストやシンポジウムなどのイベントを通し、

緑の大切さや緑豊かな潤いのある都市づくりを発信します。 

 県民一人ひとりが、森や花木を、そして、お庭に大切にしている信州ですから、今

から開催が楽しみですね。 

来年度早々に実行委員会を設立して、フェア開催準備を進めていく予定です。開催



に向けて随時情報をお知らせしていきますのでご注目ください。 

【開催決定プレスリリース】 

http://www.pref.nagano.lg.jp/toshikei/happyou/160915press.html 

【都市・まちづくり課 全国都市緑化フェア準備係】 

http://www.pref.nagano.lg.jp/toshikei/ryokka/280425.html 

 

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

「ゆるキャラグランプリ２０１６」の投票期限まであとわずか！  

“アルクマ”への応援をお願いします！ 

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

「ゆるキャラグランプリ２０１６」の投票期限が１０月２４日（月）に迫ってきま

した。 

“アルクマ”の上位進出を目指して、ご家族やお友達にもお声掛けいただき、“ア

ルクマ”に一日一回の投票など応援をよろしくお願いします！ 

“アルクマ”の知名度アップで、長野県の発信力向上と経済活性化にご協力を！！ 

【ゆるキャラグランプリ２０１６】 

http://www.yurugp.jp/vote/（投票ページ） 

http://www.yurugp.jp/vote/detail.php?id=00000357（アルクマページ） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】首都圏で行われるイベント情報 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 首都圏で信州の魅力をお伝えするイベントが開催されます。是非お出かけください。 

 

≪「信州産直市」 “錦秋に染まる、信州の秋”の魅力をお届けします！≫ 

 地元を知り尽くした県内各地の観光関係者による観光ＰＲや生産者による信州のお

いしい農産物の紹介など魅力満載の信州をお届けします。 

長野美術専門学校の生徒の皆さんによる“信州をイメージしたディスプレイ”も見

ものです。 

登山バージョンの“アルクマ”も登場！皆様のお越しをお待ちしています。 

日時：１０月７日（金）１１時～１８時 

会場：ＪＲ大宮駅 西口 イベントスペース 

【信州産直市】 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kankoshin/happyou/documents/160930press.pdf 

 

≪都市センターホテル “長野ワインと食を愉しむ会”≫ 

 長野県の４つのワイナリー（井筒ワイン、楠わいなりー、信濃ワイン、わいん林農

園）の素敵なワインと信州の秀逸な食材（信州サーモン、信州そば、シャインマスカ

ットなど）を使った特別コースをご堪能いただける一夜限りのスペシャルイベントで

http://www.pref.nagano.lg.jp/toshikei/happyou/160915press.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/toshikei/ryokka/280425.html
http://www.yurugp.jp/vote/
http://www.yurugp.jp/vote/detail.php?id=00000357
http://www.pref.nagano.lg.jp/kankoshin/happyou/documents/160930press.pdf


す。是非お楽しみください。 

日時：１０月６日（木）１８時３０分～２１時 

会場：都市センターホテル ５階オリオン 

費用：８，５００円 

【長野ワインと食を愉しむ会】 

http://www.rihga.co.jp/toshicenter/event/detail/nagano.html 

 

≪第３４回江東区民まつり中央まつり≫ 

 江東区「都立木場公園」で開催される「第３４回江東区民まつり中央まつり」に、

長野県から松本市・御代田町・阿南町が参加して観光ＰＲや物産販売を行います。 

まつりの中心会場となる「イベント広場」では、キャラクターショーやマーチング

バンドの演奏など様々なプログラムが予定されています。秋の信州の味覚を味わいに、

皆様お誘い合わせのうえ、是非お越しください！ 

◇松本市◇ 

注目の伝統野菜「松本一本ねぎ」をはじめ、りんご（シナノスイート）、ナシ、採

れたてきゅうりなど果物・野菜の販売。 

アンケートに回答いただいた方にはペットボトル入り「信州松本の水」等プレゼン

ト！ 

◇御代田町◇ 

朝採りの新鮮なキャベツ・ブロッコリー・セロリ―などの御代田産高原野菜、御代

田町観光キャラクターみよたんグッズ、きのこうどんの販売など。 

◇阿南町◇ 

胡麻たれや山椒味噌たれで香ばしく炭火であぶった郷土料理「幣束御幣餅」の販売

や、地元の野菜や味噌・コンニャクなどを販売。 

日時：１０月１５日（土）、１６日（日）１０時～１６時 

会場：都立木場公園 

【第３４回江東区民まつり中央まつり】 

https://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/community/14/55.html  

 

≪「新宿高野」と「小布施町・山ノ内町」のコラボイベント≫ 

◇小布施町ブラムリーフェア◇ 

 イギリス原産のクッキングアップル「ブラムリー」は、驚くほどパンチの効いた酸

味・香り・深いコクで、昨年より都内で人気急上昇！小布施町産の「ブラムリー」を

使った新宿高野オリジナルのデザートやサラダ、小布施町振興公社のオリジナル食品

ブランド「小布施屋」選りすぐりのジャムやジュースなどの商品が揃う、この時期だ

けの味わいをお楽しみください。 

期間：１０月１日（土）～１０日（月） 

http://www.rihga.co.jp/toshicenter/event/detail/nagano.html
https://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/community/14/55.html


時間：平日・土曜１０時～２０時３０分、日曜・祝日１０時～２０時 

会場：新宿高野本店  

問合せ先：（一財）小布施町振興公社 ０２６－２４２－６６００ 

 

◇志賀高原りんごフェア◇ 

志賀高原の清流育ちでやさしい酸味と程よい甘さでとってもジューシーな山ノ内

町産のりんご“シナノスイート”の販売や、新宿高野のフルーツクチュリエ（※）に

よるフルーツの素材をいかしたオリジナルスウィーツをご提供します。皆様お誘い合

わせのうえ、是非お越しください！ ※クチュリエ：（仏）デザイナーのこと 

期間：１０月１８日（火）～３１日（月） 

◇［ＰＲイベント］２２日（土）・２３日（日） 

 志賀高原のゆるキャラ「おこみん」や「ミス志賀高原」がお迎えし、山ノ内

町産「シナノスイート」の試食を提供 

   ◇［ウィークエンドマルシェ］２３日（日） 

    山ノ内町の新鮮野菜などを販売 

時間：平日・土曜１０時～２０時３０分、日曜・祝日１０時～２０時 

会場：新宿高野本店 Ｂ２フロア・地下入口店頭 

【志賀高原りんごフェア】 

http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/sigaringo.html 
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【３】信州だより 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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

 紅葉・新そばシーズン到来！さわやかな信州の秋を満喫！ 

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

○ 紅葉狩り・トレッキング ○ 

≪懐古園紅葉まつり（小諸市）≫ 

 日本百名城のひとつ、紅葉の名所「小諸城跡・懐古園」では今、苔むした石垣の緑

と紅葉し黄、橙、朱に染まるケヤキやモミジ、カエデなどの樹々とのコントラストを

お楽しみいただけます。是非お越しくださいね。 

日 時：１０月１５日（土）～１１月２０日（日） 

会 場：小諸城址「懐古園」 

入場料：大人３００円、中学生以下１００円 

期間中のイベント：○第二次上田合戦出陣前日祭［１０月１５日（土）］ 

○小諸センゴク甲冑ウォーキング［１０月１６日（日）］ 

○草笛教室［期間中の日曜日：１３時～１５時］ など 

http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/sigaringo.html


【懐古園紅葉まつり】 

http://www.city.komoro.lg.jp/news-institution/2016090400017 

 

≪おひさんぽ 縄文の井戸尻遺跡めぐりガイドツアー（富士見町）≫ 

 八ヶ岳山麓、ＪＲ信濃境駅周辺には約五千年前に縄文文化が栄えた井戸尻遺跡群が

広がっています。数々の遺跡を巡りながら井戸尻考古館では土器などの縄文の造形美

をご欄ください。 

日 時：１０月１６日（日）９時１５分～１３時４５分 

会 場：井戸尻考古館周辺 

    ※集合場所：ＪＲ信濃境駅 

参加費：２，０００円（昼食付、井戸尻考古館入館料含む） 

要事前申込：開催日の３日前締切 

【おひさんぽ 縄文の井戸尻遺跡めぐりガイドツアー】 

http://www.town.fujimi.lg.jp/uploaded/attachment/12654.pdf 

 

≪小熊山紅葉トレッキング（大町市）≫ 

 鹿島槍ヶ岳や爺ヶ岳が大きく眺められるビューポイントが各所にある木崎湖と黒沢

高原を結ぶコースで、雄大な景色とトレッキングをお楽しみください。 

日 時：１０月２３日（日）９時～１４時３０分（予定） 

会 場：大町市平黒沢高原～小熊山トレッキンングコース～中綱湖畔 

参加費：中学生以上１，０００円、小学生５００円 

定 員：１８０名（小学生以上） 

要事前申込：定員になり次第、又は１０月１８日（木）締切 お急ぎください！ 

【小熊山紅葉トレッキング】 

http://www.kanko-omachi.gr.jp/info/2016/08/1013.php 

 

≪軽井沢紅葉まつり（軽井沢町）≫ 

 紅葉、リゾートマラソン、テニス大会などさわやかな秋を迎えた軽井沢を満喫でき

るイベントが盛りだくさんです。 

期間：９月２６日（月）～１１月３日（木・祝） 

内容：○紅葉まつりテニス大会    １０月８日（土）・９日（日） 

   ○駅からハイキング      １０月１日（土）～１７日（月） 

１１月１５日（火）～３０日（水） 

   ○ホリデーウォークｉｎ軽井沢 １０月１６日（日） 

   ○アウトドアどんぐり体験   １１月３日（木・祝） 

【軽井沢紅葉まつり】 

http://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/1473226272337/files/pamphlet1.p

http://www.city.komoro.lg.jp/news-institution/2016090400017
http://www.town.fujimi.lg.jp/uploaded/attachment/12654.pdf
http://www.kanko-omachi.gr.jp/info/2016/08/1013.php
http://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/1473226272337/files/pamphlet1.pdf


df 

 

≪おひさんぽ 八ヶ岳の紅葉と古道ガイドツアー（富士見町）≫ 

 金色に輝くカラマツのイチョウに囲まれた信玄の棒道や鉢巻トイレルを散策します。

仏供石、富士山ビューポイントなど見所も満載です。 

日 時：１０月２３日（日）１０時～１４時 

会 場：富士見高原周辺（集合：富士見高原リゾート） 

参加費：２，０００円（昼食付！） 

要事前申込：開催日の３日前締切  

【おひさんぽ 八ヶ岳の紅葉と古道ガイドツアー】 

http://www.town.fujimi.lg.jp/uploaded/attachment/12654.pdf 

 

≪おひさんぽ 文学にふれるプレミアム紅葉ガイドツアー（富士見町）≫ 

 アララギ派の歌人が降り立った富士見町駅。伊藤左千夫のコンセプトによる富士見

町公園と歌碑。犬飼木堂が建てた白林荘の趣のある佇まいをゆっくりとおさんぽして

みてください。 

日 時：１０月３０日（日）、１１月３日（木・祝）１０時～１４時 

会 場：富士見公園周辺（集合：ＪＲ富士見駅） 

参加費：２，０００円（昼食付！、高原のミュージアム入館料含む） 

要事前申込：開催日の３日前締切  

【おひさんぽ 文学にふれるプレミアム紅葉ガイドツアー】 

http://www.town.fujimi.lg.jp/uploaded/attachment/12654.pdf 

 

≪鷹狩山・霊松寺紅葉トレッキング（大町市）≫ 

 大町山岳博物館から北アルプスの眺望が素晴らしい鷹狩山山頂を経て、色あでやか

な紅葉が満喫できる霊松寺への周遊コースをトレッキングします。植物の専門家によ

るガイドもお楽しみください。 

日 時：１０月３０日（日）８時３０時～１４時３０分（予定） 

会 場：大町山岳博物館～鷹狩山・霊松寺トレッキングコース 

参加費：中学生以上１，０００円、小学生５００円 

定 員：６０名（小学生以上） 

要事前申込：定員になり次第、又は１０月２５日（木）締切 お急ぎください！ 

【鷹狩山・霊松寺紅葉トレッキング】 

http://www.kanko-omachi.gr.jp/info/2016/08/1027.php 

 

≪もみじ湖夢まつり（箕輪町）≫ 

 湖畔を１万本のもみじで彩られた箕輪ダムは、湖のブルーの水面と燃えるような紅

http://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/1473226272337/files/pamphlet1.pdf
http://www.town.fujimi.lg.jp/uploaded/attachment/12654.pdf
http://www.town.fujimi.lg.jp/uploaded/attachment/12654.pdf
http://www.kanko-omachi.gr.jp/info/2016/08/1027.php


葉が感動の情景を描きます。鮮やかな紅葉と様々なイベントをお楽しみください。 

日時：１１月５日（土）１０時～ 

会場：箕輪ダム 下流 イベント広場 

内容：○地元の新鮮農産物の販売や屋台、長靴飛ばし大会など各種イベント 

○もみじ湖ウォーキングイベント など 

問合せ先：箕輪町観光協会（０２６５－７９－３１１１） 

 

☆ 秋の花々 ☆ 

≪高遠「しんわの丘ローズガーデン」秋のバラ祭り（伊那市）≫ 

 遠くに中央アルプス、眼下に高遠町の街並みを望みながら、澄み切った秋空の下、

色鮮やかで華麗に咲きそろった秋のバラをお楽しみください。 

 豚汁無料サービス（先着１００名）も見逃せませんね。 

日 時：１０月８日（土）～１０日（月・祝）９時～１６時 

会 場：高遠「しんわの丘ローズガーデン」 

入場料：無料 

内 容：豚汁無料サービス（先着１００名）、麓のバラ茶屋、バラの育て方相談など  

【高遠「しんわの丘ローズガーデン」秋のバラ祭り】 

https://www.inacity.jp/smph/kankojoho/koen/shinwanooka/rozegarden_autumn6.ht

ml 

 

≪秋コスモスの花フェスタ（安曇野市）≫ 

 なんと！２０品種３５万本の色とりどりのコスモスが北アルプス・常念岳を借景に

咲き誇る、国営公園ならではの花修景をご覧いただけます。 

 ファミリーで、カップルで、思い出の記念写真もいいですね！ 

日 時：９月３日（土）～１０月１６日（日）９時３０分～１７時 

会 場：国営アルプスあずみの公園 堀金・穂高地区 

入場料：大人４１０円（６５歳以上２１０円）、小中学生８０円、幼児無料 

【秋コスモスの花フェスタ】 

http://www.azumino-koen.jp/horigane_hotaka/event/index.php 

 

☆ 新そば ☆ 

≪須賀川そば 法印さんと新そばまつり（山ノ内町）≫ 

 民話の宝庫“須賀川”の民話を題材にしたそばまつり。山ごぼうの葉の繊維をつな

ぎに使う逸品「須賀川そば」をご賞味ください。 

日 時：１０月２９日（土）～３０日（日）１０時～１５時 

会 場：山ノ内町北部公民館 

参加料：入場無料。そば打ち体験１人１，５００円（先着３０名） 

https://www.inacity.jp/smph/kankojoho/koen/shinwanooka/rozegarden_autumn6.html
https://www.inacity.jp/smph/kankojoho/koen/shinwanooka/rozegarden_autumn6.html
http://www.azumino-koen.jp/horigane_hotaka/event/index.php


【須賀川そば 法印さんと新そばまつり】 

http://www.info-yamanouchi.net/event/item.php?id=26 

 

≪５週連続ぶっとおし！ そば三昧（伊那市）≫ 

 毎週会場が変わる５週連続のそばイベント。「辛ゆつ」でいただく「行者そば」や「高

遠そば」をご賞味ください。抽選で蕎麦商品が当たるスタンプラリーも開催します！ 

日時：１０月１６日（日）～１１月１３日（日） 

会場：伊那市内各地 

内容：○行者そばまつり       １６日（日） 

    ○信州伊那の新そばまつり   ２２日（土）、２３（日） 

   ○山麓一の麺街道フェスタ   ２９日（土）、３０日（日） 

   ○高遠新そばまつり      ２９日（土）～１１月６日（日） 

   ○西春近新そば＆きのこまつり １１月１３日（日） 

【５週連続ぶっとおし そば三昧】 

http://www.city.ina.nagano.jp/kankojoho/taberu_kau/taberu/sobazanmai2016.htm

l 

 

≪信州塩尻「そば切り物語り」「塩尻ヌーボーピクニック」（塩尻市）≫ 

 塩尻生まれの香り高い「信州ひすいそば」や、塩尻桔梗ケ原でこの秋収穫したぶど

うで作ったフレッシュでフルーティーなヌーボーワインをご堪能ください。 

日 時：１０月２２日（土）～１０月２３日（日）１０時～１６時 

会 場：平出遺跡公園 

入場料：無料 

内 容：信州ひすいそばの飲食・販売、ヌーボーワインの有料試食など 

問合せ先：（一社）塩尻市観光協会（０２６３－５４－２００１） 

 

≪戸隠そば祭り（長野市）≫ 

 日本三大そばと称される薫り高き戸隠そば。新そばを味わえるこの絶好の紅葉期に

日本を代表するそば処に是非お出かけください。 

日 時：１０月３０日（日）～１１月２４日（木） 

会 場：戸隠中社付近多数 

内 容：○前夜祭     ３０日（日）１６時３０分～（戸隠神社中社広庭） 

    ○戸隠蕎麦献納祭 ３１日（月）９時～（戸隠神社中社広庭） 

    ○半ざる食べ歩き ３１日（月）～１１月２４日（木） 

【戸隠そば祭り】http://sobamatsuri.net/ 

 

○ ワイン＆葡萄 ○ 

http://www.info-yamanouchi.net/event/item.php?id=26
http://www.city.ina.nagano.jp/kankojoho/taberu_kau/taberu/sobazanmai2016.html
http://www.city.ina.nagano.jp/kankojoho/taberu_kau/taberu/sobazanmai2016.html
http://sobamatsuri.net/


<<東信濃のワイナリー“千曲川ワインバレー”をめぐる旅≫ 

 ワイン通が注目する日本ワインのプレミアムエリア “千曲川ワインバレー”を巡る

循環バスがこの秋登場します！バスは、１日乗り降り自由で、なんと１，０００円な

んです。軽井沢駅と上田駅を結ぶルート上の６つのワイナリーで様々な種類の素敵な

ワインと食事をおもいっきりご堪能ください。 

運 行 日：９月１７日（土）～１２月１８日（日）の土・日・祝日 

バス乗場：軽井沢駅、小諸駅、田中駅、上田駅と各ワイナリーショップ（１日４往復） 

費  用：１，０００円（乗り降り自由、１日間有効） 

【千曲川ワインバレー循環バス】 

http://tomikan.jp/news/%e6%9d%b1%e4%bf%a1%e6%bf%83%e3%81%ae%e3%83%af%e3%82%a

4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%92%e5%8d%83%e6%9b%b2%e5%b7%9d%e3%83%af%e3

%82%a4%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%bc%e5%be%aa%e7%92%b0/ 

 

≪マンズワイン小諸ワイナリー収穫祭（小諸市）≫ 

 毎年１０月に開催するマンズワインの収穫祭。今年のぶどうの収穫とワインの出来

を皆さんとともに祝います。楽しいひと時をお楽しみください。 

日 時：１０月２２日（土）～１０月２３日（日）９時～１６時 

会 場：マンンズワイン小諸ワイナリー 

入場料：無料 

内 容：国産プレミアムワイン「ソラリス」ほかワイン・ジュースの有料試飲、 

各種イベント、洋ランの販売など 

【マンズワイン小諸ワイナリー収穫祭】 

http://www.kanko.komoro.org/event/10_20wine/index.html 

 

≪西原ぶどう園ぶどう狩り（中川村）≫ 

 「藤稔」「安芸クィーン」「ピオーネ」など１０種類のぶどうのもぎ取り・直売をお

楽しみいただけます。ぶどう王国信州ならではですね。 

日 時：９月１２日（月）～１０月２３日（日）９時～１７時 

会 場：西原ぶどう園 

費 用：ぶどう狩り （１ｋｇあたり）１，１００円から 

【西原ぶどう園ぶどう狩り】 

http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/index.php?f=&ci=11651&i=11673 

 

≪２０１６安曇野やさいスイーツフェア（安曇野市）≫ 

 安曇野産の野菜を使用したスイーツを市内１４店舗がそれぞれ開発し、期間限定で

販売します。今年のテーマは「安曇野産サツマイモ」です。 

さあ、女子の皆さん大集合！ 

http://tomikan.jp/news/%e6%9d%b1%e4%bf%a1%e6%bf%83%e3%81%ae%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%92%e5%8d%83%e6%9b%b2%e5%b7%9d%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%bc%e5%be%aa%e7%92%b0/
http://tomikan.jp/news/%e6%9d%b1%e4%bf%a1%e6%bf%83%e3%81%ae%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%92%e5%8d%83%e6%9b%b2%e5%b7%9d%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%bc%e5%be%aa%e7%92%b0/
http://tomikan.jp/news/%e6%9d%b1%e4%bf%a1%e6%bf%83%e3%81%ae%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%92%e5%8d%83%e6%9b%b2%e5%b7%9d%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%bc%e5%be%aa%e7%92%b0/
http://www.kanko.komoro.org/event/10_20wine/index.html
http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/index.php?f=&ci=11651&i=11673


日 時：１０月８日（土）～１１月６日（日） 

会 場：安曇野市内参加１４店舗（予定） 

【２０１６安曇野やさいスイーツフェア】月末までに掲載予定 

http://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/32/31579.html 

 

△おもしろ体験・ツアー△ 

≪小諸センゴク合戦ウォーキング（小諸市）≫ 

 いざ！上田城へ！戦国武者・甲冑コスプレ歓迎！ 

小諸城から上田城へ約１３ｋｍの歴史めぐりウォーキング！ 

日 時：１０月１６日（日）７時～１５時３０分 

会 場：小諸城址懐古園～上田城公園（一部鉄道使用） 

    ※集合場所：小諸市大手・小諸観光交流館 

参加費：３，８００円 ※甲冑レンタルサービス（参加費含む）：１２，８００円 

定 員：２００名 

要事前申込：１０月３日（月）締切 お急ぎください！ 

【小諸センゴク合戦ウォーキング】 

http://www.kanko.komoro.org/event/10_00sengoku-kassen/index.html 

 

≪「中房温泉の膠状珪酸および珪華」見学（安曇野市）≫ 

 安曇野の代表的な温泉地「中房温泉」は、観光地としての歴史も古く、独自の自然

環境が形成する「膠状珪酸」および「珪華」は、国の天然記念物に指定されています。

中房温泉の自然を学びながら、安曇野の観光の歴史も学んでみませんか。 

日 時：１０月２３日（日）９時～１３時３０分 

会 場：中房温泉 

参加費：２，０００円（昼食代、入浴代、地熱蒸し材料、資料代、保険代） 

要事前申込：１０月２０日（木）締切 

【「中房温泉の膠状珪酸および珪華」見学】 

http://www.azumino-e-tabi.net/modules/xpressme/?page_id=12156 

 

≪松本城ウォーク２０１６（松本市）≫ 

 国宝松本城を起点に、アルプスの展望ポイントや、温泉地、歴史の名所を訪ね歩き

ます。地図だけを手掛かりに印所を探し、印判を集めてゴールの松本城を目指します。 

日 時：１１月１２日（土）～１３日（日）９時～１６時 

会 場：松本城公園を発着とする、各日３～４コース 

コース：［１２日］アルプス展望コース、［１３日］松本歴史探訪コース 

参加費：１日参加１，５００円、両日参加２，０００円（事前申込み料金） 

要事前申込：１０月２５日（火）締切 

http://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/32/31579.html
http://www.kanko.komoro.org/event/10_00sengoku-kassen/index.html
http://www.azumino-e-tabi.net/modules/xpressme/?page_id=12156


【松本城ウォーク２０１６】 

http://www.matsumoto-tca.or.jp/sports/walk/?page_id=6 

 

≪飯山線ＳＬイベント運行（飯山市）≫ 

 晩秋の飯山にＳＬが帰ってきます！飯山～長岡間の約１００ｋｍを運行。 

昭和４７年３月以来４４年ぶりで懐かしい情景がよみがえります。彩づいた山々を

背景に素敵なＳＬ写真も撮れそうですね。 

日 時：１１月１９日（土）８時５２分飯山駅発～１４時４７分長岡駅着 

    １１月２０日（日）８時１６分長岡駅発～１４時５６分飯山駅着 

会 場：ＪＲ飯山線沿線（飯山駅～長岡駅） 

入場料：１０月１９日から一般乗車券を発売 

【飯山線ＳＬイベント運行】 

http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/kikakuzaisei/kikakuchosei/info/slii

yama02 

 

≪周遊バス 湯の郷まるごてら号（山ノ内町）≫ 

 山ノ内町の温泉郷自慢のスポットを“まるごてら（まるごと）”女将がご案内するバ

スツアー。知られざる魅力がまるごと満喫できるツアーに是非ご参加ください。 

日 時：１０月２６日（水）～１１月１３日（日）１０時３０分～１２時（予定） 

会 場：湯田中渋温泉郷（出発・終了地：道の駅 北信州やまのうち） 

参加費：小学生以上５００円（お土産付） 

定 員：２０名 

要事前予約：運行前日の１７時、又は当日の９時～９時３０分締切 

【周遊バス 湯の郷まるごてら号】 

http://www.info-yamanouchi.net/event/item.php?id=28 

 

□ 伝統文化 □ 

≪第１６回信州南木曽工芸街道祭り（南木曽町）≫ 

 年に１度の工芸品特売会。熟練の木地師の手技が生み出すろくろ製品や、古くから

木曽谷で愛用されてきた軽くて通気性の良い桧笠などの伝統工芸を楽しめます。 

日 時：１１月５日（土）～６日（日）９時～１７時 

主会場：木地師の里・桧笠の家・木曽檜木創・南木曽温泉郷 

同時開催：第２８回あららぎ桧笠祭り［桧笠の家］ 

第４０回南木曽ろくろ祭り［木地師の里］ 

【第１６回信州南木曽工芸街道祭り】http://nagiso.net/event.html 

 

＊この他、県内のイベント情報をこちらでご覧いただけます。 

http://www.matsumoto-tca.or.jp/sports/walk/?page_id=6
http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/kikakuzaisei/kikakuchosei/info/sliiyama02
http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/kikakuzaisei/kikakuchosei/info/sliiyama02
http://www.info-yamanouchi.net/event/item.php?id=28
http://nagiso.net/event.html


【さわやか信州旅．Net】http://www.nagano-tabi.net/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ショップ（１階）◇ 

オープンより皆様にご愛顧いただいてきました銀座ＮＡＧＡＮＯも、今月２６日に

おかげさまで２周年を迎えます。 

そこで日頃の感謝の気持ちを込めまして、１０月２９日（土）・３０日（日）の両

日、「銀座ＮＡＧＡＮＯ大感謝祭」を開催します。 

 詳しくは、１０月上旬頃銀座ＮＡＧＡＮＯホームページでご案内いたしますので、

どうぞお楽しみに！（http://www.ginza-nagano.jp/） 

 

【今月おすすめ地酒】 

角口酒造店（飯山市） 

「北光正宗 秋しぼり 純米大吟醸 しぼりたて生原酒」１，９４４円（税込み） 

長野県産「ひとごこち」を１００％使用し、冷蔵庫内で真夏に仕込んだ純米大吟醸。

この時期には飲むことのできないフレッシュ感が特徴です。加えて、香りが華やかで

軽やかな味わいは「しぼりたて生原酒」の純米大吟醸ならでは。季節・数量限定の希

少品です！ 

 

【今月のおすすめワイン】 

・シャトーメルシャン 

「マリコヴィンヤード オムニス 2013」１２，１５０円（税込み） 

本年５月に開催された伊勢志摩サミットのワーキングディナーで供された「マリコ

ヴィンヤードオムニス」の新ヴィンテージとなるワイン。その後、７月に行われた日

本ワインコンクール２０１６の欧州系品種赤部門で金賞を受賞した、まさに日本最高

峰のワインです。 

この秋、数量限定で銀座ＮＡＧＡＮＯに登場します！ 

 

◇イベントスペース（２階）◇ 

・「おぐねぇーと学ぶ伝統の美 ～飯田水引の世界～」 １０月１０日（月・祝） 

 “おぐねぇー”の愛称で知られるヘアメイクアップアーティスト小椋ケンイチさ

んをゲストに迎え、飯田が誇る伝統工芸「水引」（全国シェア７０％）の魅力を伝

えるトークショーを開催します。また、「あわじ結び」や「梅結び」といった基本

を学びながら水引づくりにチャレンジするワークショップも同時開催しますので、

この機会に是非、信州の伝統の「美」にふれてみてはいかがですか。 

http://www.nagano-tabi.net/
http://www.ginza-nagano.jp/


 

・「北アルプス山麓Ｗｅｅｋ ｉｎ 銀座」 

  １０月１９日（木）～２２日（土）は、北アルプス山麓Ｗｅｅｋを開催！北アル

プス山麓の清冽な水と空気が育む豊かな風土をご体験ください。 

 １０月１９日（水） １１時～１８時 小谷村フェア 

    ２０日（木） １１時～１５時 共同フェア 

    ２１日（金） １１時～１６時 白馬村フェア 

    ２２日（土） １１時～１８時 大町フェア 

 

イベントの予約は、銀座ＮＡＧＡＮＯの Web サイトで受付中。 

 この他にも、日替わりで信州を体感できる楽しいイベントを開催しておりますので、

是非お立ち寄りください。 

【銀座ＮＡＧＡＮＯ】http://www.ginza-nagano.jp/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５】首都圏で頑張る県職員ご紹介 Ｖol.５ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ６・７月号で首都圏の省庁や民間企業に勤務する県職員２５名のプロフィールをご

紹介させていただきました。８月号からは各職員が携わっている仕事の内容や自己Ｐ

Ｒをご紹介しています。首都圏で勤務する各職員の意気込みや思いをご覧ください。 

 

【田中  翼：文部科学省】 

現在文部科学省の「初等中等教育局財務課高校修学支援室」で勤務しており、省内 

や他省庁、都道府県との連絡調整業務を主に行っています。国会対応や国会議員から

の資料要求やレク要求への対応など、県とは違う仕事のやり方やスピード感に戸惑う

ことも多いですが、国での経験を長野県で活かせるよう精進したいと思います。 

また、他県等から来ている研修生とも交流をし、仕事だけでなく人脈も深め、長野 

県のＰＲも積極的に行いたいと思っています。 

 

【伊藤 達哉：厚生労働省】 

昨年度から厚労省で地域医療に携わっています。皆保険制度を守りつつも、地域医

療の質を担保するために何ができるか、働くお医者さん達のために何ができるかを考

えています。県土が広い長野県にとっては入院外の医療の確保が超重要で、これをク

リアできれば長野県は他の地域に比べて良いとこだよと評価してもらえると思ってい

ます。地域医療のために何ができるかなとぼやきつつも、何か見つけたいと思います。 

 

【小澤 嘉敬：国土交通省】 

http://www.ginza-nagano.jp/


 前職場では、夜”鹿”にぶつからないよう気をつけて帰宅していましたが、今は毎

日”人”をよけながら通勤する日々です。職場は、「国土交通省 道路局」で地方自治

体が行う道路整備に対し、技術的・財政的支援の検討を行っています。常に緊迫感が

あり緊張感の絶えない毎日ですが、この経験を県でも活かせるようしっかりと吸収し

ていきたいと思います！ 

 

【柿崎  茂：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）】 

旅行会社、ホテル、鉄道、航空、国、自治体など様々なバックグラウンドを持つ職

員とより多くの外国のお客様に日本に来てもらえるよう日々知恵を絞っています。地

方のインバウンド成功のためには地元の人々の熱意と計画的かつ継続的な取り組みが

必要と感じております。私は欧米豪担当ですが、他市場も含め是非とも JNTO をご活用

ください。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【６】信州スポーツ情報 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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

 リオデジャネイロパラリンピックで長野ゆかりの選手が大健闘！ 

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

感動と興奮の中、１８日に閉幕したリオデジャネイロパラリンピックでは長野県ゆ

かりの３選手が大健闘されました。 

出場された皆さん、お疲れ様でした。そして、「No limit！」スポーツの素晴らし

さと限りない可能性を改めて感じさせていただきありがとうございました。 

 

＜出場選手の競技結果＞ 

○陸上 

樋口 政幸 選手 ［種目：競技結果］ 

車いす（Ｔ５４）８００ｍ ：予選３組４位 

車いす（Ｔ５４）１５００ｍ：８位 

車いす（Ｔ５４）５０００ｍ：４位 

堀越 信司 選手 ［種目：競技結果］視覚障がいフルマラソン：４位 

○車椅子バスケットボール 

藤澤  潔 選手 ［競技結果］９位 

【リオパラリンピック出場選手】 

http://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/sports/navi/riopara20

16.html 

 

http://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/sports/navi/riopara2016.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/sports/navi/riopara2016.html


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

 先月の信州スポーツ情報（結果） 

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

≪“御嶽海”来場所で新三役昇進なるか！≫ 

 大銀杏を初めて結って臨んだ大相撲秋場所。場所前の故障で万全ではなかったもの

の持ち前の調整力と勝負勘で、９月２５日の千秋楽は宝富士との一番を白星で飾り１

０勝５敗の好成績で幕を閉じました。 

次の九州場所で新三役昇進なるか！！１０月３１日の新番付発表に期待が膨らみ

ます。 

 

≪行け行け！Ｊ２松本山雅ＦＣ≫ 

 第３３節まで終了 １８勝１０分５敗 ＜２２チーム中２位＞ 

 チームの状態は好調で、２５節（７月２４日）から９戦負けなしで順位は現在２位

をキープ中です。Ｊ１昇格に向けて今後の試合にますます期待が膨らみます！  

［第９６回天皇杯全日本サッカー選手権大会 情報］ 

２回戦（９月３日） 松本山雅（Ｊ２）１－２ホンダＦＣ（静岡県代表） 

【松本山雅ＦＣ】http://www.yamaga-fc.com/ 

 

≪頑張れ！Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ≫ 

 第２３節まで終了 １０勝６分７敗 ＜１６チーム中６位＞ 

 ９月は１１日のガンバ大阪Ｕ―２３との対戦では４対０と好調なスタートでしたが、

その後は２敗と持ち味を出せない難しいゲームが続いています。次回は１０月２日（日）

に相模原との対戦です。皆さんの熱い応援をお願いします。 

［第９６回天皇杯全日本サッカー選手権大会 情報］ 

２回戦（９月３日） ＡＣ長野（長野県代表）１－０名古屋グランパス（Ｊ１） 

３回戦（９月２２日）ＡＣ長野（長野県代表）２－３横浜ＦＣ（Ｊ２） 

【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/ 

 

≪いいぞ！なでしこ１部 ＡＣ長野パルセイロ・レディース≫ 

第１４節まで終了 ９勝１分４敗 ＜１０チーム中２位＞ 

 ９月１０日からリーグ戦が再開し、初戦は惜しくも落としたもののその後の２試合

は接戦に勝利しました。リーグ戦は残すところ４試合となりましたが、早くも８位以

内が確定し来季も１部で戦うことが決定しました！ 

【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/ 

 

≪頑張れ！信州ブレイブウォリアーズ≫ 

2016－2017 シーズン２試合まで終了 ０勝２敗 ＜Ｂ２中地区６チーム中６位＞ 

http://www.yamaga-fc.com/
http://parceiro.co.jp/
http://parceiro.co.jp/


９月２２日から開幕したＢリーグ。信州ブレイブウォリアーズは２部の中地区に参

戦し、２４日・２５日に千曲市のホームアリーナでバンビシャス奈良と対戦しました。

惜しくも２連敗でしたが、優勝目指してこれからの奮闘に期待するところです。 

【信州ブレイブウォリアーズ】http://www.b-warriors.net/ 

 

≪来季は頼むぞ！信濃グランセローズ≫ 

後期全試合（３６試合）終了 １５勝３分１８敗＜西地区４チーム中２位＞ 

 ９月１３日にレギューラーシーズンの全日程が終了し、信濃グランセローズの成績

は前期３位、後期２位で惜しくもプレーオフの進出はなりませんでしたが、チーム打

率は２割８分とリーグトップでした。来季の奮闘を期待しましょう。 

【信濃グランセローズ】http://www.grandserows.co.jp/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【編集後記】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 思わぬ長雨の後、都内はいつの間にか涼しげな風に秋の訪れを感じる頃となりまし

たが、信州ではもう既に紅葉が見ごろの時期を迎えています。 

 私の信州の実家ではブドウを作っているのですが、今年のナガノパープルやシャイ

ンマスカットは、近年では最高の出来とのことです。 

 この前まではプルーン、プラムが最高！と言っていましたが、気がつけばブドウの

最盛期ももうじき終わりを迎え、これからは各種リンゴ、カキ、ナシの登場と、秋の

足どりは早いものですね。 

 長野県出身なのに、私は毎日銀座ＮＡＧＡＮＯのホームページで旬のくだものやイ

ベントをチェックして信州の季節の移り変わりに乗り遅れないようにしているんです

よ。新そばももうすぐですね。信州って、とっても“しあわせ”って実感する秋です。 

 皆さんも、都内で、信州で豊かな秋を存分に満喫してくださいね！ 

 

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

▽△▽ イベント満載！今年の信州 ▽△▽ 

☆第７２回国民体育大会冬季大会（１月） 

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

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

★ 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.b-warriors.net/
http://www.grandserows.co.jp/
http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/shisaku/5kanen/shiawase.html


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

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

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

