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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） 

 １２月号 ２０１６年１１月３０日（水） 

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

 先日は都内で５４年振りに早い初雪、本当に驚きましたね。足早に冬が訪れる中、

色鮮やかなイルミネーションで彩られた街路樹が、ホッと心を温めてくれます。 

 さあ１２月の信州は、県内各地のスキー場が次々にオープンして、本格的なウイン

ターシーズンに突入です。各スキー場は美味しいゲレンデ食や各種特典をご用意して

皆さんをお迎えすると共に、県下各地では冬の夜を彩る趣向凝らしたイルミネーショ

ンイベントも開催されています。 

そのほかに、信州では「長野県立大学（仮称）の設置許可申請」や「リニア中央新

幹線の南アルプストンネル着工」、「新総合５か年計画の審議がスタート」するなど、

将来へ向けた新たな取組みが着々とスタートしています。どうぞお見逃しなく！ 

 

【１】長野県のトピックス －「長野県立大学（仮称）」設置認可を文部科学省に申請！－ 

【２】首都圏で行われるイベント情報 

【３】信州だより  

【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.７－ 

【６】信州スポーツ情報 

【編集後記】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【１】長野県のトピックス 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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

２０１８年４月開学目指し「長野県立大学（仮称）」設置認可を文部科学省に申請！  

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

現在の長野県短期大学（長野市）を四年制化し、２０１８年４月開学を予定する「長

野県立大学（仮称）」の設置認可を１０月３１日文部科学省に申請しました。 

今後は、１１月～１２月にかけて県内５か所で高校生や保護者、教育関係者の方を

対象に大学説明会を開催し、年明けの県会２月定例会では大学法人評価委員会設置の

ための条例案を提出する予定です。 

「長野県立大学（仮称）」では、社会へ巣立った学生たちが即戦力として地域で活

躍できるよう、グローバルな視野を持ち、イノベーションを創出できる人材の育成を

目指して参りますので、今後とも皆様のご支援をよろしくお願い致します。 

【長野県立大学（仮称）】http://www.u-nagano.jp/ 

 

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


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

リニア中央新幹線南アルプストンネル長野工区着工！  

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

１１月１日、県内で初のリニア中央新幹線の建設工事となる南アルプストンネル長

野工区の安全祈願・起工式が下伊那郡大鹿村で開催され、長野県内の路線５２．９ｋ

ｍでもついに工事が始まりました！ 

リニア中央新幹線は、２０２７年に東京（品川）から名古屋間が開業となり、県内

では飯田市に中間駅が設置される予定です。 

【リニア中央新幹線】 

http://www.pref.nagano.lg.jp/linear-shin/kensei/soshiki/soshiki/kencho/linea

r/index.html 

 

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

次期総合５か年計画（平成３０～３４年度）の策定に向け 

長野県総合計画審議会を開催！  

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

しあわせ信州創造プラン（平成２５～２９年度）に続く次期計画（平成３０～３４

年度）の策定について議論する長野県総合計画審議会を１１月２日に開催し、会長に

選任された濱田州博信州大学学長に、阿部知事から新たな計画の基本的な考え方につ

いて諮問がなされました。 

今後は、審議会からの答申、来年度の１１月議会での計画案概要の議会報告に向け

議論を深めていくことになります。 

【長野県総合計画審議会】 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/sogokei

kaku/index.html 

 

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

「ながの銀嶺国体」大会前ＰＲイベント開催！  

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

１２月１７日（土）と１８日（日）の２日間にわたり「ながの銀嶺国体」の大会前

ＰＲイベントを長野市で開催します。 

長野オリンピックで活躍された“上村愛子さん”や“清水宏保さん”をお招きし、

トークショーをメインに国体のＰＲイベントを行います。大会マスコットキャラクタ

ーの“アルクマ”も登場します。みんなで冬の国体を盛り上げていきましょう！ 

入場無料です。大勢の皆様のお越しをお待ちしております！ 

 

○ １２月１７日（土）１３時３０分～（１時間程度） 

会場：長野駅コンコース 

http://www.pref.nagano.lg.jp/linear-shin/kensei/soshiki/soshiki/kencho/linear/index.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/linear-shin/kensei/soshiki/soshiki/kencho/linear/index.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/sogokeikaku/index.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/sogokeikaku/index.html


内容：スキーモーグルでオリンピック５大会連続入賞の“上村愛子さん”によるトー

クショーほか 

 

○ １２月１８日（日）１３時３０分～（１時間程度） 

会場：エムウェーブ 

内容：スピードスケートで１９９８長野オリンピック金メダリストの“清水宏保さん”

によるトークショーほか 

【ながの銀嶺国体】 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/sports-ka/72kai_toukikokutai.html 

【大会概要】 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/sports-ka/kokutai/taikaigaiyou.html 
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【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。 

 

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

「第２回 いいね！地方の暮らしフェア」を開催します！  

ＡＫＢ４８ Ｔｅａｍ８も応援に駆け付けま～す。 

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

将来世代を支える社会を実現するため、志を同じくする１３県の知事で結成された

「日本創生のための将来世代応援知事同盟」では、首都圏在住の若い世代の皆様に地

方の暮らしの魅力をお届けする「第２回 いいね！地方の暮らしフェア」を開催しま

す。各県のブースで移住のご相談を受け付けるほか、楽しいイベントが盛りだくさん

です。各県のご当地キャラクターも登場しますので、是非お出かけくださいね！ 

開催日：１２月１８日（日）１０時～１７時 

会  場：東京国際フォーラム ホールＥ（２） 

入場料：無料 

内 容：・各県ブースでの移住相談・特産品販売 

・「ＡＫＢ４８ Ｔｅａｍ８」による応援ライブ 

    ・ ママタレント“スザンヌさん”との「地方で暮らす・地方で子育て」 

トークショー 

    ・知事と各県代表アンバサダーによるスペシャル婚活イベント など 

※詳細内容はこちらをご覧ください。 

【第２回いいね！地方の暮らしフェア公式サイト】 

http://iine-locallife.jp/index.html 

 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/sports-ka/72kai_toukikokutai.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/sports-ka/kokutai/taikaigaiyou.html
http://iine-locallife.jp/index.html


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

アルクマファン注目～！ 

首都圏でも会えちゃいます。“アルクマ”出没情報！ 

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

 首都圏でも“アルクマ”に会えるチャンスがあるんです！ 

 全国各地の皆さんに信州の魅力をお伝えしたくて、時々東京にもお出かけしてるん

です。 

 今月のお出かけ先はこちらです。是非遊びに来てくださいね！ 

○お出かけ先 

１２月１８日（日）  いいね！地方の暮らしフェア（東京国際フォーラム） 

【みんなのまちへ！アルクマキャラバン】 

http://www.arukuma.jp/caravan/index.php#arukuma 
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【３】信州だより 
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---------------------------------------------------------- 

“ゲレ食”食べて、評価して、プレゼントをもらっちゃおう！ 

「ゲレ食バトル２０１６―１７」を開催！ 

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

今年でなんと４回目！今シーズンもスキー場のゲレンデの食事、略して「ゲレ食」

のチャンピオンメニューを決める「ゲレ食バトル 2016‐17」を開催します！ 

今シーズンのチャンピオンメニューはどのスキー場のどんなメニューになるの

か！？それは皆様の投票次第！ 

エントリーされたメニューからお好きなメニューを食事して、お店に備え付けの投

票箱に投函してください。 

投票していただいた方の中から抽選で、なんと！長野県全スキー場で利用可能な

「長野県共通リフト一日券（引換券）※2018 年春のシーズン終了まで利用可能」を“５

００名様”にプレゼント！ガンガン滑ったあとはゲレ食のうまい飯で決まり！ 

長野県のスキー場のメニューの進化は留まるところを知りませんよ！ 

投票期間：１２月２３日（金）～２月１２日（日） 

チャンピオンメニュー発表：２月２４日（金） 

○歴代チャンピオン 

初代 ：野沢温泉スキー場の「野沢菜ビーフステーキライス」 

第２回：HAKUBA47 ウィンタースポーツパークの「ルイスのミックスピザ」 

第３回：HAKUBA47 ウィンタースポーツパークの「ルイスの野沢菜 pizza」 

【ゲレ食バトル２０１６―１７】https://www.snowlove.net/battle.php 

http%3a%2f%2farukuma%2ejp%2fcaravan%2findex%2ephp%23arukuma
https://www.snowlove.net/battle.php


 

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

 信州の冬をまるごと楽しむ！歴史・体験・発見・美味の旅！ 

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

○ 文学 ○ 

≪第２３回 小諸・藤村文学賞 エッセー作品募集（小諸市）≫ 

 日本の代表的文豪の一人である島崎藤村ゆかりの地 小諸市では、藤村没後５０年・

生誕１２０年を記念して、平成４年に「小諸・藤村文学賞」を設け、随筆（エッセー）

を全国から毎年募集しています。 

この機会にあなたも信州で、作家デビューしてみませんか！ 

募集期間：一般の部 １月３１日（火）当日消印有効 

作品内容：随筆・エッセー（題材・テーマは自由） 

その他 ：入選者には賞状と賞金を贈呈します。 

【第２３回 小諸・藤村文学賞 エッセー作品募集】 

http://www.city.komoro.lg.jp/doc/2015113000128/ 

 

△ おもしろ体験・発見ツアー △ 

≪すごいぞ！スノーモンキーホリデー観に（ミニ）バス（山ノ内町）≫ 

 志賀高原を源とする横湯川の渓谷に囲まれた「地獄谷野猿公苑」は野猿たちの楽園。 

皆さんご存知の「スノーモンキー」の愛称で、世界で唯一、温泉に入る野猿として

世界中から注目を集めています。 

 “スノーモンキーホリデー観に（ミニ）バス”は、冬期間積雪のため閉鎖になる渋

温泉～地獄谷間の道を、“特別に訪れることができるチケット制バス”です。 

この季節ならではの、温泉に入る可愛い野猿を是非ご覧くださいね。 

日 程：１２月２３日（金・祝）～３月２６日（日） 

    ※上記期間の土日祝運行。１２／２３～１／３は毎日運行。 

会 場：湯田中駅、渋温泉 

料 金：○バス代（片道７００円～ ※１２月１日改定） 

    ○地獄谷野猿公苑 入苑料（大人８００円、小人４００円） 

その他：満席の場合もありますので、乗車当日に空席を確認の上チケットをご購入く

ださい。 

問合せ先：チケット発券所（0269-33-8636） 

【スノーモンキーホリデー観に（ミニ）バス】 

http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/topic?id=18#3724 

 

☆ 光のイベント ☆ 

≪須坂アートパーク イルミネーション２０１６（須坂市）≫ 

http://www.city.komoro.lg.jp/doc/2015113000128/
http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/topic?id=18#3724


２０１０年にＮＰＯ法人地域活性化支援センターより「恋人の聖地」に認定された

『アートパークの森』が、今年も幻想的な光輝くイルミネーションで埋め尽くされま

す。高さ３０ｍの光のタワーをメインに、市民の皆さんの独創的な力作が揃うイルミ

ネーションコンテストも会場に花を添え、そこはさながら異空間。 

恋人、家族、お友達で大切な時間をお過ごしください。 

日時：１２月１６日（金）～２５日（日）１７時～２１時 

会場：恋人の聖地 須坂アートパーク 

内容：・イルミネーション点灯式［１６日（金）１７時～（予定）］ 

・「世界の民族人形博物館」・「須坂版画美術館」は、イルミネーション点灯時間

中は入場無料！ 

【須坂アートパーク イルミネーション２０１６】 

http://www.culture-suzaka.or.jp/artpark/ 

 

≪南長野フェスティバル２０１６（長野市）≫ 

今年は、地元高校生がデザインから制作まで携わったイルミネーション企画！！ 

話題の「戦国・真田幸村の世界」と「不思議の国のアリス」をテーマにした夢のコ

ラボレーション企画です！約８万球のＬＥＤの光が演出する幻想的な世界に是非お出

かけください。中間イベントには地元出身タレント「もう中学生」も登場しますよ。 

日時：１１月２６日（土）～１２月２５日（日）１７時～２２時 

会場：南長野運動公園 オリンピックスタジアム前 

内容：・イルミネーション点灯イベント［１１月２６日（土）１５時～１９時］ 

   ・中間イベント        ［１２月１０日（土）１６時～１８時］ 

【南長野フェスティバル２０１６】http://mnjc.jp/ 

 

≪２０１６．Ａｚｕｍｉｎｏ．光のページェント（安曇野市）≫ 

「子ども達に夢を与えたい」と願う市民有志のイルミネーションイベント。 

１０ｍのメインツリーをはじめ、あづみ野ガラス工房の作家によるガラスを使った

イルミネーション、安曇野の冬に飛来する白鳥を表現したイルミネーションなど、手

づくりの温かな光が安曇野の夜を彩る、しあわせな夜のひと時をお楽しみください。 

日時：１２月３日（土）～１月３１日（火）１７時～２３時 

会場：安曇野の里 

内容：・オープニングイベント［１２月３日（土）１７時～］ 

（イルミネーション点灯 １８時１５分～） 

   ・バレンタイン特別点灯 ［２月１４日（火）１７時～２３時］ 

【２０１６．Ａｚｕｍｉｎｏ．光のページェント】 

http://azuminohikari.wixsite.com/azuminohikari 

 

http://www.culture-suzaka.or.jp/artpark/
http://mnjc.jp/
http://azuminohikari.wixsite.com/azuminohikari


○ スキー情報 ○ 

≪HAKUBA VALLEY１０スキー場共通システム（大町市・白馬村・小谷村）≫ 

大町市・白馬村・小谷村の１０スキー場では、2016-17 冬季シーズン（2016 年 11

月～17 年 5 月）からエリア内共通の自動改札システムを導入し、１枚の共通ＩＣチケ

ット（HAKUBA VALLEY チケット）で“全てのゲレンデ”を何か所でも自由に滑走でき

るようになりました。欧米のスキー場のようですね。 

初心者もゆったりと楽しめるゲレンデから、総距離８千ｍものロングクルージング

が楽しめるコースまで、思い思いの滑りをお楽しみください。 

日 時：2016 年シーズイン～５月７日（日） 

会 場：HAKUBA VALLEY（１０スキー場） 

料 金：１日券 大人 5,700 円 小児 3,200 円（有効期間 利用当日） 

    ２日券 大人 10,000 円 小児 5,600 円（有効期間 使用開始日から３日間） 

    ３日券 大人 14,900 円 小児 8,300 円（有効期間 使用開始日から５日間） 

【HAKUBA VALLEY１０スキー場共通システム】http://www.hakubavalley.jp/ 

 

≪北志賀高原スキー場 Open＆北志賀満喫周遊バス（山ノ内町）≫ 

 北志賀高原の４スキー場（よませ温泉スキー場、竜王スキーパーク、小丸山スキー

場、Ｘ－ＪＡＭ高井富士）は、１２月１０日のスキー場開きとともに本格的なスノー

シーズンの到来を告げます。 

４スキー場共通のリフト券や湯田中駅発着の“無料周遊シャトルバス”を利用して、

自然と歴史豊かな“温泉”（湯田中渋温泉郷）と“スキー”（北志賀高原スキー場）の

双方を心ゆくまでご堪能ください。 

日 程：統一スキー場開き 

［１２月１０日（土）、よませ温泉スキー場］ 

     北志賀４スキー場無料周遊バス 

［１２月２３日（金・祝）～３月１２日（日）１０時～１７時］ 

会 場：北志賀高原スキー場、湯田中駅 

入場料：無料 ※別途リフト券等が必要です。 

内 容：北志賀４スキー場共通リフト券 

    大人：４，９００円、小児：３，０００円 ※各スキー場で購入可。 

【北志賀高原スキー場 Open＆北志賀満喫周遊バス】 

http://www.kitashigakogen.gr.jp/ 

 

≪戸隠スキー場（長野市）≫ 

 極上の雪質と絶景のロケーションが人気の戸隠スキー場。 

上級者に人気のチャンピオンコースや非圧雪コース。キッズパークは「忍者」をテ

ーマにグレードアップ。初心者にも安心な“とがっきーＣコース”には「とがっきー

http://www.hakubavalley.jp/
http://www.kitashigakogen.gr.jp/


忍者スロープ」を新設。 

初心者から上級者まで楽しい仕掛けがいっぱいの戸隠スキー場に是非お越しくだ

さいね。 

日 程：１２月１７日（土）～４月２日（日）（予定） 

会 場：戸隠スキー場 

入場料：リフト１日券 大人 4,000 円、シニア 3,500 円、小児 2,500 円 

内 容：・スキー場開き・安全祈願祭［１２月１７日（土）］ 

      ※リフト１日券特別価格 大人・シニア 1,500 円、小児 500 円 

    ・初滑りサービスウイーク［１２月１８日（日）～１２月２２日（木）］ 

      ※リフト１日券特別価格 大人 2,700 円、シニア 2,300 円、小児 1,200 円 

    ・スキーこどもの日［毎月第３日曜日］ 

      ※小学生以下リフト料金無料 

【戸隠スキー場】http://www.togakusi.com/ 

 

≪飯綱高原スキー場（長野市）≫ 

「キッズパーク」は“動く歩道”でリフトに乗らずにスキーやソリができ、お子様

に大人気！ 

また、「なんちゃってスノーパーク」は親子一緒に滑ることができる楽しいコース。 

  長野駅から一番近いスキー場！飯綱高原スキー場にファミリーで、カップルで是非

お出かけくださいね。 

日 程：１２月２３日（金・祝）～３月２０日（月・祝）（予定） 

会 場：飯綱高原スキー場 

入場料：リフト１日券 大人 3,100 円、シニア 2,300 円、中学生以下 2,100 円 

内 容：・スキー場オープンウイーク［１２月２３日（金・祝）～１２月２８日（水）］ 

      ※リフト１日券特別価格 大人・シニア 2,000 円、中学生以下 1,200 円 

    ・スキーこどもの日［毎月第３土曜日］ 

      ※小学生以下リフト料金無料（昼間のみ） 

    ・スノーボード初心者限定！５００円レッスン（３０分）（土・日・祝のみ） 

【飯綱高原スキー場】http://www.iizuna-kougen.com/ 

 

≪伊那スキーリゾート 楽ちんレッスン（伊那市）≫ 

高速ＩＣ（伊那ＩＣ、駒ヶ根ＩＣ）から車で１５分とアクセス抜群。緩斜面のゲレ

ンデが多く、初心者やファミリーに大人気。 

今年は、なんと！受講料無料でスキー・スノーボードの初心者に「楽ちんレッスン」

を開催します！ 

ブーツの履き方、道具の使い方、転び方など、基本をやさしく丁寧に教えちゃいま

す。お子様から大人までどなたでもご参加いただけますので、この機会に是非スキー・

http://www.togakusi.com/
http://www.iizuna-kougen.com/


スノーボ－ドデビューをしてみませんか。 

日 程：１２月１７日（土）～３月２６日（日）の間の、毎週 土・日・祝  

    ９時、１１時、１３時 各回４０分 

会 場：伊那スキーリゾート レンタルハウス前 

参加費：リフト券は不要。スキー・スノーボ－ドの道具は各自ご準備ください。 

【伊那スキーリゾート 楽ちんレッスン】http://inaski.com/fun04.php 

 

△ 食のイベント △ 

≪信州みやだ ワインまつり（宮田村）≫ 

 山葡萄の野趣あふれる爽やかな香りとカベルネソービニオンの豊かな味わいを持つ

信州みやだワイン「紫輝（しき）」。お陰様で大人気です。 

今年も、２０１６年産のぶどうで醸造された「紫輝」の解禁に合わせてワインまつ

りを盛大に開催します。紫色に輝く芳醇な「紫輝」をどうぞ“紫輝のふるさと宮田”

でご堪能ください。 

日 時：１２月１０日（土）１２時～１４時 

会 場：宮田村体育センター 

参加費：１，０００円（ワイングラス持参・販売あり） 

内 容：・ワイン、地ビール、ジュース無料試飲 

    ・特産品販売 

    ・信州みやだワイン「紫輝」が当たる抽選会 など 

その他：同日「銀座ＮＡＧＡＮＯ」２階イベントスペースにおいて「ワインまつり」

を同時開催！ 

【信州みやだ ワインまつり】 

http://kankou.vill.miyada.nagano.jp/jimoto/%E7%B4%AB%E8%BC%9D/ 

 

※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。 

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

 

※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/ 
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【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 
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◇ショップ（１階）◇ 

１２月のテーマ「新しい年への準備・蓄え・醸す」 

 2016 年もいよいよ師走。残すところ１か月余りとなりました。 

http://inaski.com/fun04.php
http://kankou.vill.miyada.nagano.jp/jimoto/%E7%B4%AB%E8%BC%9D/
http://www.nagano-tabi.net/
https://www.snowlove.net/


何はともあれ、１年の締めくくりはやっぱり「年越しそば」という方も多いのでは

ないでしょうか。そばといえばもちろん「信州そば」ですよね。銀座 NAGANO では、

１２月中旬より年越しそばの受付を始めます。 

今年の目玉はなんといっても、すんき漬けと木曽産そばをセットにした「すんきそ

ば」。すんきは長野県木曽地方に古くから伝わる保存食で、塩を全く使わずに赤カブ

の葉を乳酸菌発酵させたお漬物のこと。ここ数年、健康によい食材としても大きな注

目を浴びています。すんき漬けの自然の酸味がそばの風味と相まって、まさに絶品で

すよ。 

この他にも、山形村産長いもと安曇野産そば、わさびをセットにした「信州鬼おろ

しそば」や、そばの薬味にはかかせない辛味大根、生わさびなども取り揃えます。 

2016 年を締めくくる年越しそばのご準備は、是非、銀座 NAGANO で！ 

お申し込みは、銀座 NAGANO 店頭にて承ります。どうぞご利用ください。 

 

【今月おすすめ地酒】 

田中屋酒造店（飯山市） 

「水尾 しぼりたて生一本」 １，５０４円（税込み）  

 奥信濃、飯山で酒造りをしている田中屋酒造店。“良い水”を使い“良い米”を選び

丁寧な酒造りをしている蔵元です。そんな蔵から新酒が届きました。 

飯山産ひとごこち 100％で造った新米・初搾りの新酒です。純米生原酒でキレが良

く辛口に仕上がっています。豊かな香りと味わい深い旨味が同時に味わえる新酒なら

ではの良さを併せ持った季節・数量限定酒です。どうぞお見逃しなく！ 

 

【今月のおすすめワイン】 

・マンズワイン 

「ソラリス 信州 シャルドネ メトッド・トラディショナル・ブリュット 2009」  

７，０２０円（税込み） 

定評あるソラリスシリーズ唯一のスパークリングワインです。シャンパーニュと同

じ「びん内二次発酵」を行い、びん内での二次発酵に十分な時間をとるなど、手間と

時間を惜しまぬ丁寧な製法で造り上げました。複雑で深い風味と、きめ細かい泡立ち

をお楽しみいただけます。 

ご家族で、友人同士で、大切な人と、もちろんお一人様でも、この１本でクリスマ

スが華やぐこと間違いなしです。 

 

◇イベントスペース（２階）◇ 

・「2016 信州蕎麦Ｗｅｅｋ」 １２月１２日（月）～１６日（金） 

 「信濃では 月と仏と おらが蕎麦」とも詠われるように、信州では蕎麦はどこで

食べてもおいしい、どこで食べても当てはずれがないと言われています。そんな信州



から、各地を代表する個性豊かな蕎麦が銀座 NAGANO に日替わりで登場します。 

５日間通しで食べれば、あなたも立派な信州そば通です。 

お得な５日間通しチケットも販売しています。 

  １２日（月）ざる・とうじ蕎麦（松本市奈川） 

１３日（火）いいじま源蕎麦（飯島町） 

１４日（水）寒晒し十割蕎麦（上田市武石） 

１５日（木）もりそば・きりだめそば（富士見町） 

１６日（金）胡麻だれ付き天ざる蕎麦（上田市） 

 

開催時間：各日共通 昼の部 11:30～12:30／13:00～14:00 

夜の部 17:30～19:00 

定  員：２０～２４名（予約者優先です） 

 

・映画「疾風ロンド」×銀座 NAGANO 公開記念キャンペーン 

１１月２６日（土）～１２月１８日（日） 

日本を代表する人気作家 東野圭吾が書き下ろし、ミリオンセラーとなった小説

「疾風ロンド」を、野沢温泉スキー場の全面協力により実写映画化。野沢温泉スキー

場を舞台にスピードとユーモアが交錯する東野ワールドが展開します。 

期間中、映画をご覧いただき、銀座 NAGANO に半券をお持ちいただいた方先着１５

０名に、野沢温泉村の「野沢菜炒め」をプレゼント。さらに抽選で主演の阿部寛さん

のサイン入り劇場パンフレットなどが当たります！ 

 

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いますので、

是非お立ち寄りください。 

【銀座ＮＡＧＡＮＯ】http://www.ginza-nagano.jp/ 
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【５】首都圏で頑張る県職員ご紹介 Ｖol.７ 
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 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。 

 

【三島 誠司：文部科学省】 

昨年度から文部科学省で地域科学技術振興に携わっています。今年度スタートした

事業の審査に携わる中で、全国各地の技術の中で特にどんな技術がより大きな社会的

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


インパクトをもたらしうるかを知る貴重な経験を得ました。新たな技術は地域に新産

業を創出する大きな可能性を持つため、ここで得た知見を県の産業振興に活かしたい

と考えています。 

 

【丸山 勇紀：経済産業省】 

「産業の力で国民の健康寿命を延ばす」というミッションを持つ経産省ヘルスケア

産業課に着任して一年半。社会保障制度の抱える課題に対して産業が貢献できる点は

どこか、苦悩しながらも、時代が変わる予感にわくわくする毎日です。日本一の長寿

県の長野には、日本一ビジネスチャンスが潜んでいるはず。「長野の産業育成＋県民の

方々の健康増進」の一石二鳥の施策実現を目指して頑張ります。 

 

【矢澤 雄一：地方公務員災害補償基金】 

昨年度から、地方公務員の公務を原因とした傷病等に対し補償を行う団体に勤務し

ており、日々聞いたこともない病気の調査に奮闘しています。県をはじめ頑張り過ぎ

がちの地方公務員の皆さんの万が一の時に少しでも支えとなるよう公平適正な補償事

務を心掛けるとともに、国の方々、他県からの研修生との人脈づくりにも励みたいと

思います。 
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【６】信州スポーツ情報 
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---------------------------------- 

 先月の信州スポーツ情報（結果） 

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

≪健闘！新小結“御嶽海”≫ 

 県出身者として８４年ぶりの新三役“東小結”で臨んだ大相撲九州場所。２日目に

ご当地力士“琴奨菊”に肩透かしで初白星をあげ、１１月２７日の千秋楽は千代の国

を寄り切りで破り、６勝９敗で幕を閉じました。新三役のプレッシャーの中でも最後

まで集中力のある好相撲を見せてくれました。今後ますますの躍進に期待が膨らむと

ころです。 

 

≪惜しかったね～！来季こそＪ１目指せ！Ｊ２松本山雅ＦＣ≫ 

 全試合（第４２節）終了 ２４勝１２分６敗 ＜２２チーム中３位＞ 

 プレーオフ準決勝    松本山雅１－２ファンジアーノ岡山 

 リーグ戦は最終節を横浜ＦＣに３対２の勝利で飾ったものの、順位は３位で惜しく

もＪ１自動昇格圏ならず、１１月２７日行われたプレーオフ準決勝でも１対２でファ

ンジアーノ岡山に敗れ、惜しくもＪ１昇格を逃しました。来季こそＪ１昇格に向けた



活躍を期待するところです！ 

【松本山雅ＦＣ】http://www.yamaga-fc.com/ 

 

≪来季こそ！Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ≫ 

 全試合（第３０節）終了 １５勝７分８敗 ＜１６チーム中３位＞ 

 １１月に行われた今シーズンの締めくくりとなるラスト３試合は、試合ごとに順位

を上げての３連勝で最終順位は３位と昇格戦目前にまで順位を伸ばしました。終盤戦

の固い守りや善戦で来季に向けての期待感が高まります。 

【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 シーズン第９節まで終了 ６勝１２敗 <Ｂ２中地区６チーム中５位> 

一節ごとに一勝一敗と目が離せない試合が続いています。１１月１９日の東京エク

セレントとの対戦では７５対６８と勝利し、順位は４位と浮上したもののその後の苦

戦で現在５位です。善戦をいかに勝利に結びつけるか、今後の活躍に期待しましょう。 

【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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 長野の実家も冬を目前に、最後の収穫の秋（冬？）を迎えています。少し酸味のあ

った「サンふじ」もそろそろ蜜がのって甘～い完成時期となります。そして、信州と

言えば野沢菜漬ですが、こちらもそろそろ収穫して漬け込む時期になりました。家庭

ごとに漬け方や味付けも違って美味しいですよね。 

漬物と言えば、銀座 NAGANO で販売が始まった“すんき漬”。塩を一切使わず乳酸発

酵で作られることから奇跡の健康食品としても話題となりました。この時期だけしか

手に入らない季節限定ものですから、早速ゲットしたいと思います。 

長野はこれから冬真っ盛りのスノーシーズンがやってきます。各地のスキー場では

上級者はもちろんのこと、初心者にも嬉しいイベント盛りだくさんです。これからス

キー・スノーボードをはじめてみよう！という皆さんは、是非信州のゲレンデへお出

かけください！ 

そしてスキー帰りには、これは全国広しと言えども信州だけの特権“温泉！”。 

だって帰り道のどこかに必ずあるんです。ゆっくり温泉につかってスキーの疲れを、

そして１年のお疲れを癒してくださいね。 

 

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

▽△▽ イベント満載！今年の信州 ▽△▽ 

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


☆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.pref.nagano.lg.jp/brand/sangyo/brand/shinshu/logo-02.html 

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

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

