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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）
５月号

２０１７年４月２８日（金）

■------------------------------------------------------------------------■
桜の季節が終わり、都内では蒸し暑い夏の気配が日に日に色濃くなってきています。
一方で、信州の風にはまだ春の名残が感じられ、瑞々しい青葉が陽に美しく照り映
えています。
「春の信州宿泊キャンペーン」など、このような信州の景色や文化を楽し
むことのできるイベントが今月も目白押しですので、今月号も是非お楽しみください。
【１】長野県のトピックス
【２】首都圏で行われる注目イベント情報
【３】信州だより
【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
【５】信州スポーツ情報
【６】東京事務所のメンバーご紹介
【編集後記】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【１】長野県のトピックス
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------------------------地域振興局が動き出しています！
>>>地域ごとの「横断的な課題」決定<<<
--------------------------------------------------------------長野県は、本年４月の組織改正で地域振興局（10 局）を設置したところですが、４
月 17 日(月)の部局長会議で、地域振興局ごとに複数の現地機関と連携して取り組む
「横断的な課題」を決定しました。
地域振興局長が自ら考え執行できる「地域振興推進費」を効果的に活用し、地域の
横断的課題の解決に向けて各現地機関が連携して取り組むとともに、これまで以上に
地域の実情について本庁を含む県組織全体で共有し、地域・現場を重視した取組を一
層推進していきます。
～～～地域振興局ごとの横断的な課題～～～
【佐

久】◇ 地消地産と健康を核とした地域づくり
◇ 地理的優位性を活かした移住・二地域居住の探求
◇ 浅間山の防災体制強化及び活用

【上

田】◇ 「地域資源（温泉・食材等）×健康増進」による地域振興
◇ 信州上田地消地産推進プロジェクト

【諏

訪】◇ 諏訪湖を活かしたまちづくり
◇ 八ヶ岳・霧ヶ峰の魅力を活かした広域観光

【上伊那】◇ リニア中央新幹線の開業を見据えた地域づくり
◇ 上伊那地域の将来を担うひとづくり
【南信州】◇ リニア新時代に向けた南信州広域観光の推進
◇ リニア新時代に向けた南信州への移住・定住の促進
◇ リニア建設に向けての着実な対応
【木

曽】◇ 地域防災力・減災力の強化
◇ 観光復興
◇ 新たな連携の推進

【松

本】◇ 信州まつもと空港の利用促進と空港を活用した観光地域づくり
◇ 大規模地震対策の充実・強化
◇ 交通軸の整備による人と物の移動を活かした郷土づくり

【北アルプス】◇ 北アルプスの雄大な自然と安曇野の田園風景を活かした観光振興
◇ 北アルプス山麓地域ならではの暮らし方・働き方の提案による人口定
着への挑戦
◇ 北アルプス山麓地域の防災力の向上
【長

野】◇ 長野果物語りで魅力ある地域づくりを目指す

【北

信】◇ 通年型の観光地域づくり
◇ 生活基盤の維持・確保・創造

【詳しくはこちら→】http://www.pref.nagano.lg.jp/shinko/shinkokyoku/kadai.html

--------------------------------------------------------------◇◆◇来る人 住む人 しあわせ「信州ナビ」◇◆◇
～長野県観光・交通案内アプリを始めました！～
--------------------------------------------------------------“長野県内のバス・鉄道等の交通案内”や“観光情報”をまるごと提供する、スマ
ートフォン向けの無料アプリ「信州ナビ」。４月 21 日(金)正午、始動しました！
+++ 信州ナビ (NAGANO NAVI) の注目ポイント！+++
☆ 目的地までのルートに簡単アクセス！
⇒ 県内交通機関の情報を“まるごと提供”
⇒ 行きたい場所へ、複数ルートや所要時間・料金を“まるごと表示”
☆ 豊富な観光情報！
⇒ カテゴリー別の観光施設 約１万か所
⇒ 季節ごとのイベント情報、観光モデルコースも
☆ 観光案内所や交番・警察署の検索機能付き！
☆ ６か国語に対応！〈日本語・英語・中国語（繁体・簡体）・韓国語・タイ語〉

信州を楽しむために、まさに至れり尽くせりのアプリとなっています。無料でダウ
ンロードできますので、観光で信州にお出かけする方や長野県内での移動・周遊を計
画されている方は、是非ご利用ください！
【ダウンロードサイト】
◇ App Store (URL:https://qng.jcld.jp/QR/qngNaviAppStore?124)
◇ Google Play(URL:https://qng.jcld.jp/QR/qngNaviGooglePlay?124)
【こちらのチラシのＱＲコードからもダウンロードできます→】
http://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/happyou/documents/omote.pdf
--------------------------------------------------------------まだまだ間に合います！
°・．☆彡～春の信州宿泊キャンペーン開催中～ミ☆．・°
--------------------------------------------------------------皆様お待ちかね、今夏のビッグイベント「信州デスティネーションキャンペーン」
（７月～９月）。前夜祭として宿泊キャンペーンを開催中です。
長野県内の宿泊施設に泊まったら、応募用紙に領収書（写）を添付して応募。
抽選で 500 名様に、宿泊施設無料宿泊券、信州プレミアム牛肉、信州産ワインセッ
トなどの特産品や限定アルクマグッズなどをプレゼント！
期間中は何度でも応募可能です。癒しの信州を心ゆくまで体験してみてはいかが？
開催期間：３月２３日（木）～６月３０日（金）
※応募は７月７日（金）必着
対 象 者：長野県内宿泊施設に宿泊された方
対象施設：長野県内全宿泊施設
【詳しくはこちら→】https://www.shinshu-dc.net/campaign/
--------------------------------------------------------------前売券好評発売中！
＿／~＼／~＼「北アルプス国際芸術祭」開催間近！／~＼／~＼＿
--------------------------------------------------------------3,000 メートル級の山々が連なる北アルプスの麓、大町市を舞台として、
「北アルプ
ス国際芸術祭 2017 ―信濃大町 食とアートの廻廊―」が近日開催！総勢 36 組のアー
ティストが参加し、北アルプスを舞台に「食」と「アート」の祭典が繰り広げられま
す。
食やアートを通じて、地域の魅力を再発見してみてはいかが？
開催期間：６月４日（日）～７月３０日（日）
主

催：北アルプス国際芸術祭実行委員会

チケット：[一般]2,500 円 [高校生]1,500 円 [小・中学生]500 円
（前売り：[一般]2,000 円 [高校生]1,000 円 [小・中学生]300 円
※ ６月３日（土）までの販売は「前売り」価格となります。
【詳しくはこちら→】http://shinano-omachi.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【２】首都圏で行われる注目イベント情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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。
---------------------------------------------------------------------前売券販売中！ >>>>> ２０１７長野の酒メッセ <<<<<<
---------------------------------------------------------------------東京での開催は１４回目。長野県内の酒造メーカー約６０社の５００種類にのぼる
清酒の試飲・展示や「長野県原産地呼称管理制度」認定酒きき酒会などが行われます。
先着 1,500 名に“信州産びん詰なめ茸”のプレゼントも！是非この機会に「信州の
酒」をご堪能ください。
日

時：５月１０日（水）１６時～２０時

会

場：グランドプリンスホテル高輪

地下１階プリンスルーム

入場料：前売券 2,000 円、当日券 2,500 円
【詳しくはこちら→】http://www.nagano-sake.or.jp/topics/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【３】信州だより
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
---------------------------------------------------------信州をまるごと楽しむ！ 歴史・体験・発見・美味の旅！
---------------------------------------------------------☆ 花・庭園・高原 etc.
≪SPRING FESTA

☆

2017（安曇野市）≫

春爛漫！色とりどりの 20 万本のチューリップが花を咲かせ、300 匹の鯉のぼりが北
アルプスの風に吹かれて泳ぎます！
500 万本の菜の花（！）が咲き誇るなか、アクティビティやワークショップなどさ
まざまなイベントを開催しています。風薫る季節に、是非安曇野の春を堪能してくだ
さい！
５月３日（水・祝）～５日（金・祝）は無料入園日
日

時：４月２２日（土)～５月２１日（日）９時３０分～１７時

会

場：国営アルプスあづみの公園

入場料：大人 410 円

堀金・穂高地区

65 歳以上 210 円

小中学生 80 円

幼児無料

※駐車場 1000 台無料
【詳しくはこちら→】http://www.azumino-koen.jp
≪第 34 回いいやま菜の花まつり（飯山市）≫
約 13ha もの広大な敷地一面に菜の花畑が広がる飯山市菜の花公園で、今年も「い
いやま菜の花まつり」が開催されます。
「菜の花迷路」や「朧月夜音楽祭」のほか、今年は菜の花の色にちなんだ「ハッピ
ーイエローコンサート」や「こどもの日なかよしコンサート」など新たなイベントも
開催されますので、丹精こめて育てられた菜の花畑をお楽しみください。
日

時：５月３日（水・祝）～５日（金・祝）９時～１６時３０分

会

場：飯山市菜の花公園

入場料：イベントにより有料のものがあります
内

容：○開催期間中
・幸せを呼ぶ黄色いグッズクラフトフェア（9:00～16:00）
・菜の花商店街（9:00～16:30）

ほか

○５月３日（水・祝）
・野点（10:00～15:00）
・ハッピーイエローコンサート（11:00～11:30、15:00～15:30）ほか
○５月４日（木・祝）
・第 16 回 朧月夜音楽祭（9:30～15:00）
・野点（10:00～15:00）
○５月５日（金・祝）
・こどもの日なかよしコンサート（10:00～11:00）
・ハッピーイエローいいやま仮装大会（13:00～15:00）

ほか

問合せ先：いいやま菜の花まつり実行委員会(飯山市農林課内)（0269-62-3111）
（ＵＲＬ：http://www.iiyama-nanohana.jp/）
≪戸隠森林植物園 自然観察会（長野市）≫
戸隠神社奥社参道の隣にある戸隠森林植物園。春のミズバショウから始まり、四季
折々の高原植物や野鳥に出会えます。
園内には遊歩道が整備されており、いつでも散策を楽しむことができますが、時に
はこんな観察会に参加してみてはいかがでしょうか。
日

時：５月３日（水・祝)～１０月

会

場：戸隠森林植物園（集合場所：八十二森のまなびや前）

参加費：大人 500 円

小中学生 300 円（入園料は無料です）

内

容：○自然観察会
５月３日（水・祝）～５日（金・祝）、８月 13 日（日）～15 日（火）
５月～10 月の毎週日曜日

いずれも 10 時～12 時

○バードウォッチング
５月６日（土）、13 日（土）、10 月 18 日（水）８時～11 時
※いずれも申込みは不要（開始時間５分前に集合）
飲み物、雨具、（あれば）双眼鏡を持参
問合せ先：ＮＰＯ法人

戸隠森林植物園

ボランティアの会（080-5141-9924）

（ＵＲＬ：http://npo-togakushi.org）
≪おお！どう？行こうよ！！大洞高原（小川村）≫
星と緑のロマントピア（大洞高原）で初めて開催される、大型の体験型野外イベン
ト。手作り品やおやきなどの物産品がならぶマーケットから、木工体験、太陽の黒点
観測まで、天文施設や天然芝グラウンド、キャンプ場などが揃う星と緑のロマントピ
アを最大限活かしたイベントが開催されます。
夜はシークレットのスペシャルイベントを開催。満天の星空の下で特別な体験がで
きます。ファミリーやカップルで楽しんでいただけるイベントになっていますよ。
日

時：５月 27 日（土）12 時～21 時

会

場：星と緑のロマントピア（大洞高原）※現地に駐車場あり

問合せ先：小川アルプスラインＰＲ事業実行委員会（小川村観光協会）
（ 026-269-2323）
（ＵＲＬ：http://kankou.ogawamura.jp/）
♪♪♪

音楽祭

♪♪♪

≪第 13 回あづみの公園

早春賦音楽祭（安曇野市）≫

新緑の北アルプスの麓、国営アルプスあづみの公園を会場に、今年で 13 回目となる
早春賦音楽祭が開催されます。
公募で集まった音楽を愛する皆さんの演奏や、地元の小中学生の吹奏楽や合唱など、
音楽にあふれた一日をお楽しみください。
日

時：５月４日（木・祝）10 時～16 時（公園開園時間 9:30～17:00）

会

場：国営アルプスあづみの公園（堀金・穂高地区）特設ステージ

入場料：無料（無料開園日）
問合せ先：アルプスあづみの公園 堀金・穂高管理センター（0263-71-5511）
（ＵＲＬ：http://www.azumino-koen.jp）
≪もういちど木と暮らそう～うるぎ星の森音楽祭（売木村）≫
「木」をコンセプトとして、音楽とともに、
「木」をテーマにしたブース出店、体験
イベント、その他、飲食ブースや子ヤギと遊べるブースなど親子で楽しめる体験等を

実施。夕暮れ時からは、プロアーティストによる演奏と満天の星空の下、音楽と星空
ショーのコラボレーションで夜の星の森を演出します♪
日

時：５月 20 日（土)

12 時開場／13 時開演～20 時終了

会

場：うるぎ星の森オートキャンプ場

入場料：無料
問合せ先：売木村観光課（0260-28-2000）（ＵＲＬ：http://www.urugi.jp/）
△ ウォーキング・トレッキング・ヒルクライムイベント

△

≪安曇野シャルソン 2017（安曇野市）≫
シャルソンはゴールの場所と時間が決まっているだけでコースなし。どこへ行って
もＯＫです！
スマホを持って５月の安曇野の美しい景色・美味しいお店・楽しい人を求めて走り
ましょう（走らない人は、徒歩・自転車などでもＯＫです）。
ゴールの後もシャルソン。地元食材料理を囲んでのパーティで乾杯しましょう！
日

時：５月 14 日（日）９時～16 時

会

場：安曇野会場
・受付地：Azumino Coworking（安曇野コワーキングスペース）
・スタート地：各自設定（受付を済ませて）
・ゴール地：信州 安曇野 ほりでーゆ～四季の郷 ＦＢ公式ページ（ゴール後
温泉に入って汗を流せます）

参加費：5,500 円（Ｔシャツ代＋パーティー代込）
問合せ先：安曇野シャルソン 2017 実行委員会（0263-73-6733）
（ＵＲＬ：https://www.facebook.com/azuminocialthon/）
≪第 10 回いけだまち北アルプス展望ウォーク（池田町）≫
北アルプスの展望を楽しみながら、国宝仁科神明宮や池田八幡神社、県内でも珍し
い「やす」で編まれた屋根つきの相道寺道祖神、地蔵堂などを巡ります。
小さなお子さんも楽しめる体験コースもあるので、どなたでも気軽にご参加いただ
けます。
注）やす：筒状の正月飾り（わら製）。門松や神棚に結び付けて飾る。
日

時：５月 20 日（土）～21 日（日）８時～受付

会

場：道の駅池田集合 ※駐車場はザ・ビッグ信州池田店様

参加費：【一般】２日間／事前 2,000 円（当日 2,500 円）、
１日間／事前 1,000 円（当日 1,500 円）
【高校生以下】２日間／事前 1,000 円（当日 1,200 円）、
１日間／事前 500 円（当日 700 円）
※体験コースは事前予約制（20 日：1,000 円、21 日：1,500 円、小学生以下

1,000 円）
内

容：２日間にわたって行われるウォーキングイベント。
６km から 16km（体験コースもあります）まで自分にあったコースで１日楽し
むことができ、お昼はおにぎりバイキングやトン汁のサービスなども。

問合せ先：池田町観光協会（0261-62-9197）（ＵＲＬ：http://ikeda-kanko.jp）
≪米子大瀑布 ガイドウォーク（須坂市）≫
米子大瀑布は「日本の滝百選」に選定され、また米子瀑布群は「国の名勝」に指定
されました。
二条の滝が並び落ちる姿は壮観です。新緑の中、滝から出るマイナスイオンで癒さ
れて、身も心もリフレッシュしてみてはいかが？
可憐な白い花、ニリンソウ（二輪草）群生地を地元ガイドがご案内します。
日

時：５月 20 日（土）10 時～13 時

会

場：集合場所＝米子大瀑布 駐車場

※集合９時 45 分
歩く場所＝米子大瀑布 周遊道

参加費：1,000 円（おやき他、お土産付）
持ち物：弁当・雨具等
定

員：40 名

募集締切日：５月 17 日（水）※定員に達し次第、締め切り
問合せ先：須坂市観光協会（026-215-2225）
（ＵＲＬ：http://www.suzaka-kankokyokai.jp/）
≪信州高山ヒルクライムチャレンジ 2017（高山村）≫
信州高山村の雄大な自然の中、志賀高原との境となる標高 1,900ｍの笠岳峠の茶屋
までをかけ登るヒルクライムです。今年も、蕨温泉～笠岳峠の茶屋までの標高差 1,100
ｍ、距離約 20ｋｍのチャレンジクラス（計測あり）と、蕨温泉～村道鎌田線終点まで
の標高差 800ｍ距離 15ｋｍのエンジョイクラス（計測なし）の２コースがあります。
日

程：５月 21 日（日）９時スタート

会

場：[スタート]高山村 蕨温泉

参加費：4,000 円
問合せ先：信州高山温泉郷観光協会（026-242-1122）
（ＵＲＬ：http://shinshu-takayama-onsenkyo.com/）
△ 参加募集

△

≪「宮城第 1 発電所」特別見学と「有明山神社 格天井絵」特別拝観（安曇野市）≫
安曇野に初めて電灯が灯ってから 113 年、ドイツ製の水車と発電機は今でも現役で
稼働しています。一般公開はされていませんが、中部電力宮城（みやしろ）第 1 発電
所（近代化産業遺産認定）を今回特別に見学。有明山神社では、安曇野市指定有形文

化財の手水舎、信濃日光裕明門を見学します。
日

時：５月４日（木・祝）10 時～12 時

会

場：宮城第 1 発電所と有明山神社（有明山神社駐車場集合）

参加費：大人（中学生以上）／1,000 円

小人（小学生７歳～12 歳）／500 円

※資料代、御朱印代、保険代を含む
募集人員：20 名（最少催行人員 10 名）
申込み期限：出発日の 10 日前まで
問合せ先：一般社団法人 安曇野市観光協会（0263-82-3133）
（ＵＲＬ：http://www.azumino-e-tabi.net/）
≪「こどもの日」親子スイーツ食べ歩きウォーク（和＆洋）（須坂市）≫
須坂にはノスタルジックで素敵な建物やおいしい食べ物がたくさんあります。観光
ガイドの案内で蔵の町須坂をめぐりながら、名物のお菓子や隠れた名店のスイーツの
食べ歩き、お菓子作りなどの体験をしましょう。
日

時：５月５日（金・祝）９時 30 分～13 時（集合時間９時 15 分）

会

場：須坂市内 ※集合場所＝須坂市営駐車場

参加費：2,000 円（大人・小人同額）
定

員：40 名

募集締め切り日：５月４日（木・祝）※定員に達し次第、締め切り
問合せ先：須坂市観光協会（026-215-2225）
（ＵＲＬ：http://www.suzaka-kankokyokai.jp）
≪春の思いっきり物件見学ツアー（茅野市）≫
八ヶ岳の裾野に広がる茅野市で、移住希望者を対象にした現地見学ツアーが開催さ
れます。市内のおすすめ物件の見学と地元野菜の直売店「たてしな自由農園」でのお
買い物を予定しています。
移住をご検討中の方は是非足を運んでみてください。
日

時：５月 20 日（土）10 時集合～17 時解散（受付９時 30 分～）

会

場：茅野市役所集合

※駐車場あり。マイクロバスで市内を移動

参加費：無料（集合場所までの交通費、当日の昼食代は参加者負担）
※ 事前予約が必要です。定員 30 名 締切 5/14（日）
問合せ先：田舎暮らし楽園信州ちの（事務局）（0120-002-144）
（ＵＲＬ：http://rakuc.net/）
※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/
【花だより】http://www.nagano-tabi.net/modules/season/hanadayori.html

【信州デスティネーションキャンペーン】https://www.shinshu-dc.net/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇ショップ（１階）◇
【今月のおすすめ】
春の味覚といえば「山菜」。定番の「タラの芽」、「こごみ」のほか、今シーズンが
初入荷となる「うこぎ」や、飯田産タケノコなど取り揃えています。
人気 No.1 は「こしあぶら」。天ぷら、炒めもの、卵とじなどでおいしく召し上がっ
ていただけます。
【今月のおすすめ地酒】
初夏を感じる心地よい季節になりました。
今月は長野の酒メッセ in 東京もあり、夏の限定酒も続々販売になります。
今回もその中から限られた場所でのみ購入できる限定品をご紹介。
・水尾 特別純米「淡風」金紋錦

田中屋酒造店（飯山市） 720ml

1,250 円（税別）

涼やかな淡いブルーの瓶で届く、季節限定で大人気の商品。
金紋錦が本来持ち合わせる旨味とコクを活かしたままで、ローアルコール特有の軽
快な吞み口で飲めば飲むほど、飲みたくなるお酒です。
毎年品薄で、出会ったら即買いの逸品です。
・瀧澤 純米吟醸「生酒」

信州銘醸（上田市）

720ml

1,425 円（税別）

香りが高く、コクと旨味が厚い、芳香旨口タイプの生酒です。
よーく冷やしても旨味も香りも感じられます。
冷やして飲むことも考えて造られたお酒は、まさに夏の日差しにも負けない美味し
さ。この時期ならではの美味しさをお楽しみください。
【今月のおすすめワイン】
・「シクロヴィンヤード

パシュートアルモノワール」

720ml

・「シクロヴィンヤード

パシュートソーヴィニヨンブラン」

3,056 円（税別）
750ml

3,056 円（税

別）
プロサイクリストであった飯島さんがオーナーを務める「シクロヴィンヤード」。
そのワイン畑は、東御市八重原（やえはら）、千曲川左岸に広がる台地にあり、昼夜の
寒暖差や強い粘土質の土壌といった気候風土を生かしたこだわりのワイン造りを目指
しています。

パシュートアルモノワールは、ツヴァイゲルトレーベとカベルネソーヴィニヨンの
交配品種であるアルモノワールを使った、シクロヴィンヤードを代表する赤ワイン。
ほどよい酸味とタンニンで、やや濃い目の色調ながらもフルーティで飲みやすいバラ
ンスの良いワインです。
パシュートソーヴィニヨンブランは、八重原の地域個性を反映したすっきりした酸
味と果実味。ソーヴィニヨンブランらしい清々しい爽やかな香りで、どんな料理にも
合わせやすい白ワインです。
◇イベントスペース（２階）◇
・信州「粉もん」づくり講座

～葉玉ねぎの焼きおやき＆よもぎおやき～

5月13日（土）【第１部】11:00～13:00、【第２部】15:00～17:00
料金：各2,500円

※予約制、見学可

ほんの短い時期にしか味わえない葉玉ねぎを使った味噌味の焼きおやきと、山里で
芽吹いたばかりのよもぎの新芽を使った、格別な風味の草餅風おやきをつくって味わ
いましょう。
・伝統の“美”を学ぶ

飯田の水引2017

第1回

5月15日（月）18:00～19:30
料金：2,000円

※予約制

昨年大好評だった水引ワークショップが再び登場します。5～6月で全4回、開催。
第1回の今回は、基礎のあわじ結びで平梅のストラップを作ります。
飯田の水引職人とのコミュニケーションを楽しみながら、水引の魅力を存分に感じ
てみませんか。
この他にも、信州を体感できる楽しいイベントを日替わりで開催しておりますので、
ぜひお立ち寄りください。
イベントのご予約は、銀座ＮＡＧＡＮＯの Web サイトで受付中です。
【銀座ＮＡＧＡＮＯ】http://www.ginza-nagano.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【５】信州スポーツ情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
---------------------------------先月の信州スポーツ情報（結果）
---------------------------------≪頑張れ！Ｊ２松本山雅ＦＣ≫
第９節まで終了

４勝２分３敗

＜２２チーム中８位＞

今月に入って２勝１分１敗。第９節では京都サンガＦ．Ｃ．と引き分け、連敗は免
れましたが、さらなる飛躍を目指してほしいところです。次節は 29 日で、カマタマー
レ讃岐とホームでの対戦となります。
【松本山雅ＦＣ】http://www.yamaga-fc.com/
≪まだまだ行けるぞ！
第５節まで終了

Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ≫

３勝０分２敗

＜１７チーム中５位＞

シーズン開始から２連勝のあと２連敗と嫌な流れでしたが、第５節ではガンバ大阪
Ｕ－23 にアウェーで勝利。この調子で、開幕当初の勢いを再び！
【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/
≪頑張れ！ＡＣ長野パルセイロ・レディース≫
第４節終了

２勝０分２敗

＜１０チーム中５位＞

なでしこリーグ１部のＡＣ長野パルセイロ・レディースは、第４節でジェフユナイ
テッド市原・千葉レディースに破れ、順位を５位に落としています。なでしこ１部２
シーズン目の目標である３位以内の獲得目指して、皆さんの熱い応援をお願いします。
【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/
≪底力を見せろ！信州ブレイブウォリアーズ≫
2016－2017 シーズン第２８節まで終了

１３勝４３敗<Ｂ２中地区６チーム中６位>

順位は既に６位で確定していますが、２９日、３０日の次節はホーム試合の今季最
終カードになります。ホームで最後の意地を見せてもらいたいものです。
【信州ブレイブウォリアーズ】http://www.b-warriors.net/
≪突き進め！信濃グランセローズ≫
前期８試合終了

５勝３敗＜西地区５チーム中１位＞

４月 20 日、21 日と連勝も、22 日の第８戦では福井相手に７－10 で一敗。現在西地
区で１位を福井と分け合っています。シーズンはまだ始まったばかり。悲願の初優勝
に向け、熱い応援をお願いします！
【信濃グランセローズ】http://www.grandserows.co.jp/
≪～春の信濃路を駆け抜けて～長野マラソン≫
４月 16 日（日）、第 19 回長野マラソンが開催され、過去最多の 9,663 人が爽やかな
汗を流しました。完走率は 77.86％で 80％を下回ってしまいましたが、海外エントリ
ー勢が初めて 500 人を超え、長野マラソンが国際的にも注目されていることが窺われ
る結果となっています。
【長野マラソン】http://www.naganomarathon.gr.jp/

≪祝五輪出場決定！ＳＣ軽井沢クラブ≫
カーリング男子の平昌冬季五輪出場枠は、昨季と今季の世界選手権の順位に基づく
ポイント上位７ヶ国に与えられますが、カナダ・エドモントンで開催された世界選手
権で、ＳＣ軽井沢クラブが出場枠を獲得しました！女子に比べまだまだ知名度の低い
カーリング男子ですが、平昌五輪での活躍に期待しましょう！
≪大迫 初マラソンでボストン・マラソン３位！≫
４月 17 日に米ボストンで開催されたボストン・マラソンで、大迫傑（おおさこ・す
ぐる＝佐久長聖高－早大出身）が２時間 10 分 28 秒で３位に入りました。日本男子と
しては、瀬古利彦以来 30 年ぶりの表彰台とのことです！
東京五輪への挑戦については明言しませんでしたが、今後が楽しみですね！
≪ルートイン女子バレー部発足！～上田で発足式～≫
ルートインジャパンは４月 12 日に、上田市内で女子バレーボール部の発足式を行い
ました。同社の創業地である上田市を拠点に活動し、プレミアリーグへの参戦を目指
していくそうです。所属選手９人中県内出身者は４人、上田市内の体育館で練習をし
ていくとのこと。今後の活躍に期待しましょう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【６】東京事務所のメンバーご紹介
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年度の東京事務所のメンバーをご紹介します。
所長

☆吉澤

次長

武井

課長

☆塚原

猛

（出身地：佐久市）

和則（出身地：千曲市）
仁

（出身地：麻績村

担当：経済産業省、中小企業庁、

企業誘致）
〃

西川

〃

☆松島

課長補佐
〃

勉

（出身地：上田市

弘子（出身地：安曇野市

担当：総務省、消防庁）
担当：環境省、宮内庁）

増田

謙二（出身地：塩尻市

担当：内閣官房、内閣府、財務省）

☆山宮

英樹（出身地：上田市

担当：農林水産省、林野庁、

会計検査院）
〃
主査
〃

☆堀
☆中込
浦澤

（出身地：大阪府

担当：国土交通省、観光庁、復興庁）

雄一（出身地：松本市

担当：厚生労働省、外務省、法務省）

仁

担当：文部科学省、スポーツ庁、

秀雄

（出身地：千曲市
文化庁）

（市町村交流職員）
主査

磯貝

勝昭（出身地：御代田町

担当：企業誘致、経済産業省、

国土交通省）
☆中村

〃

（出身地：上田市

拓

担当：企業誘致、経済産業省、

総務省）
☆印は、４月から新しく加わったメンバーです。
---------------------------------東京事務所長あいさつ
---------------------------------この４月から、東京事務所長に就任いたしました吉澤

猛でございます。県民、県

内企業、県内市町村の皆様の「思い」の実現をお手伝いする首都圏営業拠点として、
「アンテナ」を高く、「スピード感」を重視し、「コミュニケーション力」を高めて、
①情報収集活動の活発化と情報発信機能の強化、②新たな結びつきの構築と今までの
結びつきの強化を図り、所員一丸となって、首都圏そして全国における長野県のプレ
ゼンス（存在感）の向上・アップを目指してまいりますので、どうか、よろしくお願
い申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【編集後記】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
東京事務所では、所長以下新たに７名のメンバーを迎え、装いも新たに走り始めた
ところです。
かく言う編集子も新メンバーのひとり。初めての東京勤務で、慣れない仕事の大波
と高い物価とに七転八倒しながらも、新たな出会いに胸高鳴らせつつ、新たな生活を
楽しんでおります。
これまで信州と東京の“架け橋”として旬の情報をお伝えしてきた『信州通信』。
都内の皆様には信州をより身近に、懐かしく感じていただけるように、信州の皆様に
はメガシティ東京の動きを肌で感じていただけるように、微力ながら力を尽くしてい
きたいと思いますので、引き続きご愛読いただきますよう、お願いいたします。
---------------------------------------------------------------------------／＼
／＼ ／
／

「世界級リゾートへ、
＼／＼

SHINSHU

ようこそ。山の信州」
＼

平成 29 年夏(7 月～9 月)信州デスティネーションキャンペーン開催!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

信州デスティネーションキャンペーン（信州ＤＣ)開催！
――――――この夏は、信州へ行こう！！
【特別企画】信州に泊まって当てよう！宿泊キャンペーン実施中
＊詳細は信州ＤＣ公式サイトへ⇒

https://www.shinshu-dc.net/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------★

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

