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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） 

 ７月号 ２０１７年６月３０日（金） 

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

 梅雨の時期はジメジメとして気分も暗くなりがちなものです。 

しかし、雨露に輝く紫陽花の美しさや、灰色の雨雲を背景に佇む神社仏閣の荘厳さ、

傘を打つ雨音の涼やかさなど、この時季ならではの楽しみがあるのも事実です。 

梅雨が過ぎればいよいよ夏本番！蒸し暑い大都会の喧騒を離れ、さわやかな信州を

満喫してみてはいかがでしょうか？ 

 

【１】長野県のトピックス 

【２】首都圏で頑張る県職員ご紹介 ―Ｖol.２― 

【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 

【編集後記】 
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【１】長野県のトピックス 
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--------------------------------------------------------------- 

信州デスティネーションキャンペーン関連 

°・.☆彡いよいよ信州ＤＣが始まります!!!!!ミ☆.・° 

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

 お☆ま☆た☆せ☆しました～「世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州」をキャッ

チフレーズに、７月から、いよいよ、いよいよ、いよいよ、信州ＤＣが始まります！！！ 

 前月号では、信州ＤＣの特別企画についてご紹介しました。今月号では、信州ＤＣ

をより便利に、より一層楽しんでいただくためのコンテンツをご紹介します。 

_／~＼① 信州ＤＣ開催記念「信州山ごはん」各種商品販売！／~＼_ 

 信州の食を楽しもう！…「信州山ごはん」をイメージした商品を開発していただき

ました。 

 ◆ 信州ＤＣ特製駅弁７種〈７月１日販売開始（期間限定販売あり）〉 

  【長野駅】あぶり豚の蕎麦みそ弁当、八彩弁当、北回廊弁当（二重）、明治亭鹿肉

ソースかつ丼弁当 

  【松本駅】米豚のめし弁当 

  【松本駅・塩尻駅】「とりめし梓」 

  【松本駅・茅野駅】信州山ごはん 



 ◆ セブン-イレブン・ジャパン様 

   ・商  品：信州産ロメインレタスのシーザーサラダサンドほか３品 

   ・販売期間・範囲：７月１日～31 日 長野県内約 450 店舗 

※原材料の都合等により期間内に販売が終了する場合があります。 

   ・その他：８月以降も、信州ＤＣ開催記念「信州山ごはん」各種商品第２弾の発

売決定 

 ◆ ローソン様 

   ・商  品：ブリオッシュサンド（信州産りんご＆マスカルポーネ）ほか３品 

   ・販売期間・範囲：６月 27 日～７月 24 日予定 １都９県 3,850 店舗 

     ※なくなり次第終了 

   ・その他：ローソン店舗内のＰＯＳレジ広告枠で上記期間・販売範囲でＰＲ予定 

 ◆ その他、ＪＲ東日本でも国内ツアー限定商品を販売。 

 ◆ 「信州山ごはん＆地酒」提供店（平成 29 年６月 13 日現在 107 施設）については、

信州ＤＣ公式サイトで紹介しています。 

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

_／~＼② 信州に泊まろう！大作戦／~＼_ 

 信州に泊まるとさらにお得！…宿泊キャンペーンに加え、新たな企画をご用意！ 

 ◆ プレミアムフライデー（プレ金）は信州で泊まろう！ 

   ・実施内容：７～９月のプレミアムフライデーに信州に宿泊していただいた方 

の中から、あなたの人生を変える旅のテーマにちなんだ豪華賞品を

抽選でプレゼント！ 

   ・実施日：７月 28 日、８月 25 日、９月 29 日 

 ◆ 撮って！泊まって！信州の絶景＆宿泊キャンペーン（前月号参照） 

_／~＼③ 「信州ＤＣオープニングイベント」と「手を振ろう！運動」／~＼_ 

 おもてなし県民運動実施中！県民と地域が一体でお客様を温かくお出迎え。 

 ◆ 信州ＤＣオープニングイベント（7/1） 

    イベント列車の運行等に合わせ、県内 23 か所でおもてなしイベント（太鼓演

奏、地酒・饅頭等振舞いなど）。 

 ◆ 「手を振ろう！運動」の展開 

    「信州ＤＣおもてなし隊」85,668 人〈6/13 現在〉を中心に、みんなで集まっ

て笑顔で列車などに手を振るおもてなしを実施。 

_／~＼④「しあわせ信州着地型周遊バスツアー」を運行！／~＼_ 

 信州ＤＣのレガシーに…本物の信州に触れるバスツアーをご用意しました。 

 ◆ 県内各地域の観光素材を掘り起こし体験できるバスツアーを企画運行 

〈6/13 現在 53 ツアー計約 1,500 本〉 

 ◆ 主要駅等と観光スポットを結ぶシャトルバスや巡回バスも〈6/13現在 43ルート〉 

_／~＼⑤ 多言語コールセンター いよいよ７月１日スタート！／~＼_ 



 長野県全県下で電話による通訳サービスがスタート！［電話：0120-691-792］ 

 ◆ ５言語対応（英語・中国語・韓国語・タイ語・インドネシア語） 

 ◆ ２４時間、年中無休で対応 

【詳しくは信州ＤＣ公式ウェブサイトへ→】 https://www.shinshu-dc.net/ 

 

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

□◆□第 36 回全国都市緑化信州フェア実行委員会設立□◆□ 

全国都市緑化信州フェアの愛称と開催概要が決定しました！ 

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

 都市緑化意識の高揚等を図り、緑豊かな潤いある都市づくりに寄与するべく、国土

交通省の提唱で昭和 58 年度から毎年開催されている“全国都市緑化フェア”。この花

と緑の祭典が、平成 31 年度に長野県で初めて開催されます！ 

 開催に向けた大きな第一歩として、６月２４日（土）に「第 36 回全国都市緑化信州

フェア実行委員会」の設立会議が開催され、続く第１回総会で信州フェアの基本計画

が次のとおり決定されました。 

《基本計画の内容》 

フェア愛称：信州花フェスタ 2019 ～北アルプスの贈りもの～ 

開催期間：平成 31 年４月 25 日（木）～６月 16 日（日）〈53 日間〉 

メイン会場：長野県松本平広域公園 

サブ会場：国営アルプスあづみの公園（堀金・穂高地区） 

      長野県烏川渓谷緑地 

      国営アルプスあづみの公園（大町・松川地区） 

その他：ロゴマークなど 

【詳細はこちら】→ http://www.pref.nagano.lg.jp/ryokka-fair/outline.html 

問合せ先：第 36 回全国都市緑化信州フェア実行委員会事務局（026-235-7349） 

          （長野県建設部都市・まちづくり課全国都市緑化信州フェア推進室内） 

 

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

△▼△ふるさと信州就職説明会を東京で開催！△▼△ 

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

 まだまだ積極採用中の長野県内企業が東京に集結！ 

 県外で勉学に励む学生の皆さんと県内企業の架け橋として、東京で「ふるさと信州

就職説明会」を開催します。ご家族・ご親戚・お知り合いに就活中の学生がいらっし

ゃる皆様、是非是非この貴重な機会をご活用ください！ 

日 時：７月１１日（火）13:00～16:00（オープニング講座／12:00～12:45） 

会 場：品川インターシティホール（品川インターシティＨ棟） 



対象者：2018 年春大学・大学院・短大・高専・専門学校等卒業予定者、既卒者（卒業

後概ね３年以内） 

主 催：長野県 

共 催：（一社）長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、（一社）長野県商工

会議所連合会、長野県商工会連合会、（社福）長野県社会福祉協議会、長野県

中小企業家同友会 

後 援：長野労働局 

内 容：◇オープニング講座「これからの就活にきく！就職活動総点検講座」 

     （予約不要） 

     ⇒ 「志望企業探し」から「エントリーシート」「面接」までを総点検！ 

    ◇就職説明会（県内企業 47 社） 

    【詳細はこちら→https://www.shukatsu-nagano.jp/event/714.html】 

問合せ先：［受託運営］株式会社マイナビ 長野支社〈受付事務局〉（026-269-7060） 

     [委託元]長野県産業労働部労働雇用課（026-235-7201） 

 

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

今年度最大級の長野県移住イベントが東京で！ 

∽∽∽「信州で暮らす、働くフェア」開催∽∽∽ 

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

 長野県最大級のまるごと移住相談会を東京で開催！ 

 リビルディングセンタージャパン代表の東野唯史氏や、ジモコロ編集長の徳谷柿次

郎氏も登場！ 

 県内 25 市町村による個別相談ブースもございますので、長野県への移住に関心がお

ありの方は是非ご参加ください。 

日 時：７月８日（土）11:00～17:00（最終入場 16:00） 

会 場：東京交通会館 12 階 カトレアサロンＡ 

主 催：長野県／田舎暮らし「楽園信州」推進協議会 

共 催：認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター 

入場料：無料（予約不要） 

内 容：◆ メインセミナー（11:15～） 

「諏訪で ReBuilding Center JAPAN を始めたきっかけと経緯」 

〈講師〉リビルディングセンタージャパン代表 東野唯史氏 

    ◆ クロストークセミナー 

      => ローカルライフを満喫している６名が登場（ジモコロ編集長 徳谷柿次

郎氏も参戦！） 

      12:50～「僕らが長野県に決めた理由」 



      14:00～「私を変えた転職ストーリー」 

      15:00～「里山×まち ～信州流子育ての極意～」 

    ◆ 各種相談ブースも充実！ 

      =>メンターコーナー：クロストークに登場した６名の先達があなたの不

安・疑問にお答えします！ 

      =>長野県の市町村コーナー：25 市町村が移住相談 

      =>長野県で働くコーナー：働く情報たっぷり紹介＆個別相談 

【詳細はこちら→ https://www.rakuen-shinsyu.jp/modules/event/page/131】 

問合せ先：長野県楽園信州・移住推進室（026-235-7024） 

 

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

☆☆☆平成 30 年４月に採用する 

長野県職員（社会人経験者）を募集します！☆☆☆ 

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

 長野県では、社会人としての豊富な経験・実績を活かし、即戦力として県の施策推

進のために活躍していただける意欲あふれる人材を募集します。 

 このうち、行政区分の「地域活力創造枠」では、地方創生の取組に活かすことがで

きる経験・実績をお持ちの方を幅広く対象としており、職務経験年数は問いません。 

募集期間：平成 29 年７月 18 日（火）～８月７日（月） 

受験資格等：【年齢】昭和 33 年４月２日以降に生まれた方 

      【資格等】選考区分に応じた資格・免許及び職務経験を有する方 等 

      ※その他職種等の詳細は７月上旬に県ホームページへ掲載します。 

受験案内の入手方法： 

 ◇配布…７月 10 日（月）から県庁受付、地域振興局、東京事務所、銀座 NAGANO 等

で配布します。 

 ◇ダウンロード…７月 10 日（月）以降、県ホームページからダウンロードできます。 

【県ホームページ⇒】 

http://www.pref.nagano.lg.jp/jinji/kensei/soshiki/soshiki/kencho/jinji

/index.html 

問合せ先：長野県総務部人事課（026-235-7032） 

 

 

※この他、長野県の県政に関する情報等については、こちらをご覧ください。 

【広報ながのけん】 

http://www.pref.nagano.lg.jp/koho/koho/naganoken/topics.html 
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【２】首都圏で頑張る県職員ご紹介 Ｖol.２ 
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 長野県では、職員のスキルアップ向上等を目的に、国機関や首都圏の民間企業に職

員を派遣しており、今年度は２５名の職員が首都圏で頑張っています。本号では、自

治体や民間企業などへ派遣している１０名をご紹介しますので、お気軽にお声掛けく

ださい。 

 

【東京都】 

内川  裕：主税局中央都税事務所 

      派遣期間：29.4～30.3 

【横浜市】 

山口  剛：都市整備局デザイン室 

      派遣期間：28.4～30.3 

【一般財団法人地域活性化センター】 

今井  匠：研修交流課 

      派遣期間：29.4～31.3 

【一般財団法人自治体国際化協会（CLAIR/クレア）】 

大沢 美帆：企画調査課 

      派遣期間：29.4～32.3（本部１年＋韓国２年） 

【公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター】 

金井 大地：推進戦略部 

      派遣期間：29.4～31.3 

【地方公共団体金融機構】 

高野 大輔：経営企画部リスク管理統括課 経営企画部企画課 兼務 

      派遣期間：29.4～33.3 

【三井物産株式会社】 

桐生 裕士：流通事業本部流通改革イノベーション室 

      派遣期間：29.4～31.3 

【東京海上日動火災保険株式会社】 

高松 良枝：公務開発部 

      派遣期間：28.4～30.3 

【東京急行電鉄株式会社】 

江村 太郎：都市創造本部開発事業部事業計画部都市政策担当 

      派遣期間：28.4～30.3 

【株式会社博報堂】 

赤池 誠治：テーマビジネス開発局 

      派遣期間：29.4～30.3 
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【３】信州だより 
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---------------------------------------------------------- 

 夏の登山シーズン到来！信州の夏山情報_／~＼／~＼／ 



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

≪日本の百名山 四阿山 花の百名山 根子岳 縦走トレッキング（須坂市）≫ 

７月の第４日曜日は信州山の日。高山蝶や高山植物等を鑑賞しながら、信州登山案

内人の案内で、日本の百名山・四阿山と、花の百名山・根子岳の縦走トレッキングを

行います。澄んだ山の空気の中を約９km（７時間）散策し、大自然を堪能しましょう！ 

日 時：７月２３日（日）５時～１４時 ※集合４時４５分 ※雨天中止 

会 場：集合場所＝峰の原高原こもれびホール（旧集会所） 

    歩く場所＝四阿山、根子岳 ※登山中級レベル 

参加費：4,500 円（入山料、保険料含） 

内 容：【定員】15 名 

    【歩程】約９km（７時間） 

    【参加条件】70 歳以下、健脚で体力に自信のある方 

    【持ち物】弁当・飲み物・雨具・手袋等、各自トレッキングに必要な物 

    【募集締め切り日】７月２０日（木）※定員に達し次第、締め切り 

    【コース】峰の原高原こもれびホール（旧集会場）5:00＝＝〔送迎〕＝＝菅平

牧場・登山口…四阿山…根子岳山頂…小根子岳…ザレ岩…避難小屋…登山口

…峰の原高原こもれびホール（旧集会場）14:00 

    ●宿泊希望者の方は、峰の原高原観光協会にお問合せください。 

     （090-4949-3080） 

問合せ先：須坂市観光協会（026-215-2225） 

      （ＵＲＬ：http://www.suzaka-kankokyokai.jp/） 

 

≪安曇野市民登山 常念岳（安曇野市）≫ 

 ５月上旬に山肌に現れる常念坊の雪形が山名の由来とも言われる常念岳。２日間か

けてじっくりと味わってみてはいかがでしょうか。 

日 時：７月２３日（日）～２４日（月）７時５０分～ 

会 場：常念岳（集合場所：穂高駅前 観光情報センター） 

参加費：25,500 円 

内 容：【日程：２３日】歩行約６時間 

     穂高駅前観光情報センター7:50 集合⇒一の沢登山口出発⇒山の神⇒王滝

ベンチ（休憩）⇒常念乗越⇒常念小屋到着（泊） 

    【日程：２４日】歩行約５時間 40 分 

     常念小屋⇒常念山頂往復⇒常念小屋⇒下山（同ルート）⇒一の沢登山口⇒

ほりでーゆ～四季の郷（入浴）⇒穂高駅前 13:30 解散 

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） 



 

≪志賀高原ガイドトレッキング 2017（山ノ内町）≫ 

 志賀高原ユネスコエコパークの大自然を、公認ガイドの案内で歩く、とっておきの

10 コース＋α。 

 本格登山からファミリートレッキングまで、広大な大地を活かした多彩なプランで

志賀高原を満喫できます。 

日 時：６月１日（木）～１０月２９日（日） 

会 場：志賀高原 

参加費：2,500 円～ ※コース等により異なります。 

内 容：○四十八池・大沼コース 6 月 1 日～10 月 29 日 

    ○自然探勝コース 6 月 1 日～7 月 17 日、8 月 5 日～10 月 29 日 

    ○峠の三十三観音コース 6 月 1 日～7 月 17 日、8 月 5 日～10 月 29 日 

    ○幕岩・自然探勝コース 6 月 1 日～7 月 17 日、8 月 5 日～10 月 29 日 

    ○お気軽トレッキングコース 6 月 1 日～10 月 29 日 

    ○志賀山登山コース 6 月 10 日～25 日、10 月 7 日～15 日 

    ○焼額山登山コース 9 月 16 日～24 日、10 月 7 日～15 日 

    ○岩菅山登山コース 8 月 5 日～16 日、10 月 7 日～9 日、10 月 14 日～15 日 

    ○赤石山登山コース 8 月 5 日～16 日 

    ○自然観察ガイド 6 月 1 日～7 月 17 日、8 月 5 日～10 月 29 日 

    ○プライベート・団体ガイド 6 月 1 日～10 月 30 日 

    ○ネイチャークラフト体験 毎日 

    ○丸池ボートハウス 7 月 1 日～17 日、8 月 5 日～31 日（予定） 

問合せ先：志賀高原ガイド組合（0269-34-2133） 

     （ＵＲＬ：http://shizenhogo-center.shigakogen.gr.jp/guide.html） 

 

≪霧ケ峰で朝食を（諏訪市）≫ 

夏でも驚くほど涼しくて爽やかな霧ケ峰高原。風そよぐ標高 1500 メートルの高原

で朝食をお召し上がりいただける、上諏訪温泉発のオプショナルツアーをご紹介しま

す。 

上諏訪温泉からバスに乗って霧ケ峰高原へ。高原の丘へ登るリフトに乗ったり、少

しだけ散策をした後に、できるだけ地元産の食材にこだわったサンドイッチの朝食。 

目覚めの良い一日になること間違いなしです。 

日 時：７月１日（土）～８月３１日（木）のうち３２日 

会 場：霧ケ峰高原 

参加費：お一人様 2,000 円（大人・小人同額） 

内 容：○コース 

     上諏訪温泉 6:30 発 ⇒ 霧ケ峰（7:20 頃）… 霧ケ峰夏山リフト … 霧ケ峰



高原散策 … 朝食 … 霧ケ峰（8:30 発）⇒ 上諏訪温泉（9:10 頃） 

    ○参加条件：上諏訪温泉の指定旅館に宿泊した方 

    ※その他：雨天予測中止…前日正午の天気予報によって中止の場合あり 

     中止の際、ツアーの返金はないが、2,000 円分の「魅力アップクーポン」

を発行 

    ○申込み：トラベルプラザ(0263-81-3100)又は、ＪＴＢ、ＫＮＴ、日本旅行、

びゅうプラザなどの旅行代理店まで 

問合せ先：(株)トラベルプラザ（0263-81-3100） 

    （ＵＲＬ：http://travel-plaza.jp） 

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

 いよいよ夏本番！…夏祭り情報 

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

≪湯田中温泉夏祭り（山ノ内町）≫ 

北信州でも屈指の湯量と長い歴史を持つ湯田中渋温泉郷。４つの旅館組合が合同で、

今年もロングランの夏祭りを開催します。 

日 時：７月１５日（土）～８月２７日（日）２０時～２１時３０分 

会 場：湯田中駅前特設お祭り広場 

入場料：無料 

内 容：生ビールや焼きそば、駄菓子、かき氷といった露店も並び、歌謡ショー、盆

踊り、カラオケ大会など日替わりのイベント大会が期間中楽しめます。 

    ※雨天中止の場合があります。 

    ※スケジュールの都合上お休みの場合があります。詳細は実行委員会にお問

合せください。 

問合せ先：湯田中温泉夏祭り実行委員会（0269-33-3281） 

 

≪こもろ市民まつり「みこし」（小諸市）≫ 

こもろ市民まつり第一弾！信州小諸の夏は「みこし」で幕開けです。 

約 60 基のみこしと６万人の観客が街を埋め尽くします。 

日 時：７月１５日（土）１３時３０分～２１時３０分 

会 場：小諸駅周辺市街地（相生町商店街） 

内 容：▼約 60 基のみこしが熱気とともに勇壮に練り歩きます！ 

     子どもみこし 13:45～ 

     大人みこし  16:00～ 

     ※相生町通り歩行者天国 13:30～21:30 

    ▼まつりを盛り上げる「浅間山火煙太鼓」の演奏 

     小諸駅前特設ステージ 



    ▼屋台（露天商）約 150 店 

問合せ先：小諸商工会議所（0267-22-3355） 

     （ＵＲＬ：http://www.kcci.komoro.org/） 

 

≪上諏訪温泉宿泊感謝イベント（諏訪市）≫ 

夏の諏訪湖花火シーズンのオープニングを飾るイベントで今年で２回目の開催。 

日頃上諏訪温泉をご愛顧いただいていることに感謝を込めて、諏訪湖で花火を打ち

上げます。観覧席は設けていませんので、お好きな場所で花火をお楽しみください。 

当日、上諏訪温泉にお泊りいただいた方には特典を用意しています。 

日 時：７月１７日（月・祝：海の日）２０時～（約４０分） 

会 場：上諏訪温泉 諏訪湖畔公園 

入場料：無料 

内 容：玉 数：約 3,000 発 

     内 容：音楽に合わせた花火の打上げ（花火と音楽のコラボレーション） 

     来場者：3,000 人（昨年実績） 

    その他：小雨決行、荒天の場合は中止あり 

    ○湖畔公園音楽堂設置のスピーカーからの音楽に合わせて花火を打ち上げ 

問合せ先：諏訪湖温泉旅館協同組合（0266-52-7155） 

     （ＵＲＬ：http://www.suwako-onsen.com） 

 

≪サマーナイトファイヤーフェスティバル（諏訪市）≫ 

夏の上諏訪温泉（諏訪湖）では、７月 23 日から８月 27 日まで 1 ヶ月以上にわたり、

音楽とシンクロした 800 発の花火が夜空を彩ります。混雑の少ない湖畔の芝生で、心

地よい涼風の中、ゆったりと花火をご覧ください。 

また、期間中は遊覧船のナイトクルーズが運航され、湖の上から上諏訪温泉の夜景

をバックに花火をお楽しみいただくこともできます。 

日 時：７月２３日（日）～８月２７日（日）※８月１５日は除く 

会 場：上諏訪温泉 諏訪湖畔公園 

入場料：無料 

内 容：時 間：毎晩 20:30～ 約 15 分間 

     玉 数：約 800 発／日 

     内 容：音楽に合わせた花火の打上げ（花火と音楽のコラボレーション） 

     来場者：3,000 人（１日平均） 

    その他：小雨決行、荒天の場合は中止あり 

    ○湖畔公園音楽堂設置のスピーカーからの音楽に合わせて花火を打ち上げ 

    ○音楽のプログラムはＡとＢの２種類（１日ずつ変更） 

    ○今年度は、特にお子様に喜んでいただける曲を増加 



    ○ナイトクルーズは予約不要（ロイヤル桟橋（諏訪湖観光汽船）にお越しく

ださい〈諏訪湖観光汽船：0266-52-0739〉） 

問合せ先：諏訪湖温泉旅館協同組合（0266-52-7155） 

     （ＵＲＬ：http://www.suwako-onsen.com） 

 

≪第 30 回記念「須坂みんなの花火大会」（須坂市）≫ 

須坂の夜を彩る夏の風物詩、「須坂みんなの花火大会」。 

百々川河川敷での開催は今年で 30 回目を迎えます。全国各地の花火競技大会に出

品した優秀作品や上位入賞作品が見られる貴重な花火大会。夜空を彩る真夏の花火を、

是非お楽しみください！ 

日 時：７月２２日（土）オープニングイベント 18 時 45 分～19 時 35 分、花火打ち

上げ 19 時 45 分～20 時 30 分 

会 場：百々川緑地公園（雨天時：小雨決行） 

入場料：乗用車１台 1,000 円＜有料＞駐車場（約 1,200 台） 

内 容：■オープニングイベント（18:45～19:35） 

      地元の高校生のダンス部などのパフォーマンスがあります。 

     ■打ち上げ花火（19:45～20:30） 

       花火大会実行委員会でメッセージ花火を募集し、当日は誕生祝、結婚祝、

入学祝、家族の健康祈願、プロポーズの言葉、30 回の思い出などのメッセ

ージ花火など約 2,000 発の花火が楽しめます。屋台も出店します。 

問合せ先：実行委員会事務局（026-245-0031） 

     （ＵＲＬ：http://www.suzaka.or.jp/） 

 

≪第 40 回記念 須坂カッタカタまつり（須坂市）≫ 

明治から昭和初期にかけて製糸業が栄えた須坂市。繰糸機の糸枠が回る音“カッタ

カタ”に由来する伝統的な市民祭り「カッタカタまつり」が開催されます。 

日 時：７月２２日（土）１５時３０分～２０時４５分 

会 場：①おまつり広場（国道４０３号おおくぼ眼科前～轟病院前） 

    ②踊りゾーン（国道４０３号：横町中央交差点～末広町交差点、県道３４４

号須坂停車場線：芝宮前～けんしん須坂支店前） 

入場料：観覧 無料 

内 容：①おまつり広場 

     ・フリーマーケット    時間：15 時 30 分～20 時 

     ・ステージパフォーマンス 時間：15 時 20 分～15 時 30 分 

     ・ダンスパフォーマンス  時間：15 時 30 分～17 時 20 分 

    ②踊りの祭典開始セレモニー 時間：18 時～18 時 05 分 

    ③踊りの祭典        時間：18 時 05 分～20 時 25 分 



    ④竜みこし         時間：19 時～19 時 30 分（大休憩時） 

    ⑤コンテスト表彰式     時間：20 時 30 分～20 時 45 分 

    ※交通規制：平成 29 年７月 22 日（土）15 時～22 時まで（国道４０３号及び

県道３４４号須坂停車場線） 

問合せ先：須坂カッタカタまつり実行委員会事務局（須坂市役所商業観光課内） 

     （026-248-9005）  

（ＵＲＬ：http://www.city.suzaka.nagano.jp/enjoy/kankou/matsuri/） 

 

≪2017 みのわ祭り（箕輪町）≫ 

打ち上げ花火と勇壮で伝統的な手筒花火が共演するみのわ祭り。手筒花火は火の粉

をかぶりながら立つ姿がまさに圧巻です。 

花火の前は町の商店街でみのわ太鼓やよさこい、地元グループのダンスステージに

屋台！盛りだくさんのお祭りにぜひお越しください。 

日 時：７月２９日（土）１３時～２１時 雨天の場合は翌日 

会 場：松島仲町周辺・みのわ天竜公園 ※駐車場：会場周辺 200 台 

入場料：無料 

内 容：会場では様々なイベントを開催します。 

    ・オープニングイベント（みのわ太鼓など） 

    ・東京よさこい（東京都豊島区からの参加） 

    ・ステージイベント（演奏、ダンスほか） 

    ・箕輪ワクワクソング ・箕輪天竜音頭 

    ・みのわ太鼓     ・みこし大行進 

    ・打上花火      ・手筒花火 

    ・マスつかみ大会   ・ボーイスカウト広場 など 

問合せ先：みのわ祭り実行委員会事務局（箕輪町役場産業振興課内） 

     （0265-79-3111） 

     （ＵＲＬ：http://www.town.minowa.nagano.jp/list/event.html） 

 

≪第 30 回国宝松本城太鼓まつり（松本市）≫ 

「さわやか信州松本フェスティバル」夏の祭典として、国宝松本城と北アルプスを

背景に開催する「国宝松本城太鼓まつり」は毎年多くの来場者を迎え、今回で 30 回目

を迎えます。 

本丸庭園内の特設ステージで、国宝松本城を背景に日本の伝統芸能「太鼓」の音が

夏の松本の街に響き渡ります。日中は松本駅などでの街中演奏や太鼓体験も予定され

ています。 

今年は、国内外で幅広く活躍する『鬼太鼓座』をゲストに迎え、さらに県外の招へ

い団体も出演。毎夜のフィナーレを飾る、ゲストと市内太鼓団体の合同演奏は圧巻で



す。 

日 時：７月２９日（土）～３０日（日）１３時３０分～２１時 

会 場：国宝松本城本丸庭園メインステージ、松本駅お城口駅前広場、松本城大手門

枡形跡広場 ※本丸庭園内の飲酒・食事・喫煙・ペットの持込みはご遠慮く

ださい。 

入場料：無料（本丸庭園は 16:40 から無料） 

内 容：両日とも：全国から集まった太鼓団体による太鼓の演奏 

    ゲスト 鬼太鼓座 

    駅前演奏（松本駅 お城口 駅前広場） 13:30～15:00 

    街中演奏（松本城大手門枡形跡広場） 14:00～15:45 

    太鼓体験（松本城大手門枡形跡広場） 14:00～15:45 の内 30 分程度 

    メインステージ（国宝松本城本丸庭園）17:30～21:00 

問合せ先：松本市役所 商工観光部 観光温泉課（0263-34-8307） 

（ＵＲＬ： 

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/miryoku/siro/Taiko_Festival/index.html） 

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

 ♪♪♪ コンサート情報 ♪♪♪ 

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

≪トライアングルコンサート「麻衣と舞」（長野市）≫ 

 “麻衣が歌い能が舞う”―歌手の麻衣さんと能楽師の梅若紀彰さんによる特別な音

楽イベントを、国宝善光寺本堂、真田の城下町松代、癒しの神域・戸隠で開催します。 

 歴史的な空間での芸術の融合をお見逃しなく!! 

日 時：７月１日（土）１９時３０分～、８月１１日（金・祝）１７時３０分～、 

    ９月３０日（土）１９時～ 

会 場：戸隠神社・中社社殿、松代・文武学校、善光寺・本堂内陣 

入場料：9 月 30 日のみ内陣拝観料として 大人 500 円、高校生 200 円、小中学生 50 円 

内 容：●第 1 回 7 月 1 日（土）19:30～ 

      会場：戸隠神社・中社社殿（先着 100 名様） 

    ●第 2 回 8 月 11 日（金・祝）17:30～ 

      会場：松代・文武学校（先着 150 名様） 

    ●第 3 回 9 月 30 日（土）19:00～ 

      会場：善光寺・本堂内陣（先着 250 名様） 

    ●参加申込…参加申込書（下記ＵＲＬよりダウンロードできます）に必要事

項を記入のうえ、ＦＡＸまたは郵送で以下の事務局にお送りください。 

     ＦＡＸ：026-238-0022（長野市ＤＣキャンペーン「麻衣と舞」事務局あて） 

     郵送：〒380-0834 長野県長野市問御所町 1306-1 



               （長野市ＤＣキャンペーン「麻衣と舞」事務局あて） 

問合せ先：（公財）ながの観光コンベンションビューロー（026-223-6050） 

     （ＵＲＬ：http://www.nagano-cvb.or.jp/modules/news/page/24） 

 

≪巡奏クラシック（長野市）≫ 

 長野市の松代、戸隠、善光寺の歴史ある建物でコンサートを開催します。 

 文化や歴史に触れながら音楽を楽しみませんか？ 

日 時：７月１６日（日）～９月１７日（日） 

会 場：松代・文武学校、戸隠・五斎神社拝殿前、善光寺・大勧進他 

入場料：松代（文武学校、真田邸）での開催時は入館料がかかります（一般 200 円、

小・中学生 80 円） 

内 容：●7 月 16 日（日）  13:00～松代・文武学校 

    ●8 月 11 日（金・祝）13:00～戸隠・五斎神社拝殿前 中社前広場 

              19:30～松代・真田邸 

    ●8 月 14 日（月）  13:00～戸隠・五斎神社拝殿前 中社前広場 

              19:30～松代・真田邸 

    ●8 月 19 日（土）  13:00～戸隠・五斎神社拝殿前 中社前広場 

    ●8 月 20 日（日）  10:00～善光寺・大勧進 

              13:00～松代・文武学校 

    ●9 月 16 日（土）  13:00～戸隠・五斎神社拝殿前 中社前広場 

    ●9 月 17 日（日）  10:00～善光寺・大本願 

              13:00～松代・文武学校 

    ※戸隠会場：雨天時は戸隠観光情報センター2 階に変更します。 

問合せ先：長野市観光振興課（026-224-8316） 

（ＵＲＬ：http://www.city.nagano.nagano.jp/site/kanko-nagano/） 

 

≪2017 志賀高原カレッジコンサート（山ノ内町）≫ 

 志賀高原の夏の風物詩「志賀高原カレッジコンサート」。音楽合宿に訪れた学生等の

成果発表の場として、山ノ内町名誉町民の小澤征爾氏監修の志賀高原総合会館 98 ホー

ルで毎年開催され、今年で 21 回目を迎えます。 

 標高 1500ｍの大自然で涼風を満喫しながら、学生の皆さん等が奏でる洗練された

清々しい演奏が楽しめます。 

日 時：８月６日（日）～３０日（水） 

会 場：志賀高原総合会館 98（蓮池） 

入場料：無料 

内 容：■昼の部 開場 16:00 開演 16:30 

    ■夜の部 開場 19:00 開演 19:30 



 【参加団体】全 7 団体 

  第 1 回 8 月 6 日（日） 昼の部 東邦音楽大学フルートオーケストラ ベル・ソナ 

  第 2 回 8 月 9 日（水） 昼の部 慶應義塾大学ウインドアンサンブル 

  第 3 回 8 月 19 日（土）夜の部 早稲田吹奏楽団 

  第 4 回 8 月 25 日（金）昼の部 東京工業大学管弦楽団 

  第 5 回 8 月 26 日（土）昼の部 國學院大學フォイエル・コール混声合唱団 

  第 6 回 8 月 29 日（火）昼の部 東洋大学管弦楽団 

  第 7 回 8 月 30 日（水）昼の部 玉川大学管弦楽団 

問合せ先：山ノ内町観光商工課観光商工係（0269-33-1107） 

（ＵＲＬ：http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/） 

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

 ♪♪♪ 各種イベント情報 ♪♪♪ 

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

≪幻の青いケシまつり（山ノ内町）≫ 

 「ヒマラヤンブルー」と言われる神秘的な色は、一度見ると目に焼きつきます。 

 本来、標高 3,000 メートル以上の山岳地帯に自生する花で、暑さに極端に弱く、残

雪をかけて温度調節をしながら栽培をしています。高地で 1 週間程度の短期間にしか

咲かないために「幻の花」「天空の妖精」とも呼ばれています。 

 竜王マウンテンパークでは約 5,000 株（日本最大級）の青いケシが色鮮やかに咲き

誇ります。 

日 時：６月上旬～８月上旬 

会 場：竜王マウンテンパーク ロープウェイ山頂（山ノ内町） 

入場料：無料 

内 容：▼イベント内容 

     ・ヒマラヤの青いケシの鑑賞会 

     ・竜王山頂高山植物の販売 

     ・ヒマラヤの青いケシ コットンキャンディー（綿あめ）販売 

     ※イベント内容は変更となる場合があります。 

    ◆ロープウェイ往復乗車 大人：2200 円 子供：1100 円 

    ◆営業時間：9:00～19:00（20 分間隔で運行 上りロープウェイ最終乗車 18:40） 

問合せ先：北志賀高原 竜王マウンテンパーク（0269-33-7131） 

     （ＵＲＬ：http://www.ryuoo.com/） 

 

≪高原シャトル便運行（木島平村）≫ 

 この初夏から秋の紅葉シーズンにかけて、飯山駅～木島平村～カヤの平高原～秋山

郷 切明温泉間を高原シャトル便が運行します。 



 カヤの平高原には、樹齢 200～300 年の大きなブナがたくさん見られる「日本一美し

いブナの森」が広がっていて、灰白色の幹と濃い緑の葉とのコントラスト、なだらか

で歩きやすい遊歩道、さらにはキャンプや登山、渓流歩きも楽しめます。 

 終着地点の切明温泉では、栄村秋山郷最奥に湧く秘湯を川原に掘り、自分だけの温

泉を楽しむことができます。 

 高原シャトル便に乗って、北信州の美しい自然を満喫してみてはいかが？ 

日 時：６月２４日（土）～１０月２９日（日） 

    ※土日祝日運行・10 月は金曜日も運行します。 

運行区間：ＪＲ飯山駅～木島平村観光交流センター～カヤの平高原・総合案内所～大

滝～切明温泉（※駐車場：お車でお越しの場合は、木島平村観光交流センタ

ーをご利用ください） 

運 賃：ＪＲ飯山駅～切明温泉：1,500 円他  

内 容：高原シャトル便を利用して、自然を満喫しませんか？ 

    ・大滝から奥志賀渓谷へ渓流を歩く本格トレイル 

     高原シャトル便を「大滝」で途中下車し、たっぷり４時間渓流を歩くト

レイルコースを地元ガイドがご案内します。 

     【予約】木島平村観光協会（0269-82-2800）※前日までにお申し込みくだ

さい 

     【料金】１パーティー10,000 円（～５名まで）５名以上になる場合はご相

談ください。 

問合せ先：木島平村観光協会（0269-82-2800） 

     （ＵＲＬ：http://www.kanko-kijimadaira.com） 

 

≪夏のアルプス大冒険（安曇野市）≫ 

 毎年恒例「夏のアルプス大冒険」開催！北アルプスから流れ出た清流の池で思いっ

きり水遊び！ 

日 程：７月１５日（土）～８月２７日（日）９時３０分～１８時 

会 場：国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区 池周辺 

    駐車場 1000 台（無料） 

入場料：大人 410 円 65 歳以上 210 円 小中学生 80 円 幼児無料 

内 容：【ウォーターアドベンチャー】 

     ◆開催期間：7 月 15 日（土）～8 月 27 日（日） 

     ◆開催時間：10:00～17:00 

     ◆参加費：500 円 ※参加条件：４歳以上 

    【ニジマスのつかみ取り】 

     ◆開催期間：7 月 15 日（土）～8 月 27 日（日）までの土日祝日＆8 月 10 日

～16 日の平日 



     ◆開催時間：11:00～ 先着 100 名 

     ◆参加費：500 円 

    【じゃぶじゃぶ池】 

     ◆開催期間：7 月 15 日（土）～8 月 27 日（日） 

     ◆参加費：無料（別途入園料必要）※幼児用プール有り 

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） 

 

※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 
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◇ショップ（１階）◇ 

【今月のおすすめ】 

 梅雨に入り、すっきりしないお天気が続きますが、店頭では、フレッシュな信州の

フルーツリレーが幕開けしました。須坂市産のブルーベリーに続いては、早生桃、ワ

ッサーが順次入荷予定です。 

 みずみずしい長野県産果実をお楽しみに!! 

 

【今月のおすすめ日本酒】 

 じめじめと蒸し暑い日が続いています。夏の前の一番憂うつな時期ですが、見方を

変えると紫陽花が雨に映えて情緒のあるひと時でもあります。 

 この時期は「お中元」を考える時期。 

 銀座 NAGANO でも「信州からの贈り物」と題したカタログギフトをご用意しておりま

す。 

 全国でも銀座 NAGANO でしか購入できない限定品をご紹介。 

 

（１）聖山 純米大吟醸 長期氷温熟成酒  長野銘醸（千曲市） 

丁寧に醸した最上級の純米大吟醸を氷温（-5℃）で 18 年の長期にわたって熟成さ

せた氷温熟成酒のご用意です。 

水の粒子って丸いんだなぁと感じてしまうほど滑らかで艶やかな気品のある味わ

いのお酒。今回限定 36 本のみの販売です。 

  720ml 5,400 円（税込） 桐箱入り 

 



（２）信州亀齢 純米吟醸  岡崎酒造（上田市） 

2015 年関東信越国税局酒類鑑評会で最優秀賞（第 1 位）を獲得。昨年の大河ドラマ

「真田丸」の舞台が上田だったこととも相まって、今や手に入りにくい幻の酒といわ

れています。 

そんな岡崎酒造が今回のためだけに用意してくれたのが信州亀齢 純米吟醸 生

詰。華やかな香りとさらっと溶け行く旨味が口だけでなく五感を刺激します。 

こちらも今回限定 36 本のみの販売です。 

  720ml 2,030 円（税込）  化粧箱入 

 

【今月のおすすめドリンク】 

 今回ご紹介するのは、伊那郡下條村のカネシゲ農園さん。天竜川が流れる南信州の

大自然のなか、減農薬栽培や有機肥料など、こだわり抜いた方法でりんごを栽培して

います。自社のりんごを使って、自家絞り、自家醸造で作られたサイダー。今年 5 月

に初リリースとなりました。 

 

・ファーマーズ クラフトサイダー ドライ  2,160 円（税込） 

 長野県下條村カネシゲ農園産りんごを使用した手作りで搾るサイダーです。すっき

りドライ。 

 

・ファーマーズ アップルワイン スウィート  2,160 円（税込） 

 同じく長野県下條村カネシゲ農園産りんご 100%。やさしい甘さのりんごワインです。 

 

 まるで、梅雨の空から、ふと、ちらりと青空が見えた時のような爽やかな感覚。ぜ

ひ体感してください。ワインコーナーでは、只今続々とワイン入荷中です！！ 

 

◇イベントスペース（２階）◇ 

 ７月15日、16日は、「2017セイジ・オザワ 松本フェスティバル（OMF）が銀座にや

ってきた」を開催します。第一線で活躍するアーティストによる、ここでしか聞けな

い演奏やトークをお楽しみください。 

［７月15日］ 

 11:00～12:00 「OMFの“魅力”とはなにか？」トークショー（予約制） 

 16:00～17:00 サロン・コンサート＆トークＩ（予約制） 

［７月16日］ 

 11:00～12:00 子供のためのぷちクラシック講座（予約優先） 

 16:00～17:00 サロン・コンサート＆トークII（予約制） 

 

 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/ 
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【５】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） 

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

≪関脇昇進おめでとう！御嶽海情報≫ 

 ６月 26 日（月）に発表された名古屋場所の新番付で、御嶽海の関脇昇進が明らかと

なりました。長野県出身では 1933 年以来、84 年ぶりの快挙とのことです！ 

 ７月９日（日）から始まる名古屋場所、新関脇の活躍に期待しましょう。 

 

≪頑張れ！Ｊ２松本山雅ＦＣ≫ 

 第２０節まで終了 ７勝６分７敗 ＜２２チーム中１２位＞ 

 第２０節まで終わり、２２チーム中暫定１２位と、なかなか飛躍できずにいる山雅。 

 次節では、７月１日（土）に、２１位のレノファ山口ＦＣとアウェーで対戦します。

皆様の熱い声援をお願いします！ 

【松本山雅ＦＣ】http://www.yamaga-fc.com/ 

 

≪さらなる高みへ！Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ≫ 

 第１４節まで終了 ６勝５分２敗 ＜１７チーム中５位＞ 

 第１４節ではギラヴァンツ北九州に２－１で勝利。ここまで９試合負けなしのＡＣ

長野パルセイロ。次節では、７月２日（日）に、１１位の藤枝ＭＹＦＣとホームで対

戦します。上位を目指して、頑張れ、パルセイロ！ 

【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/ 

 

≪いいぞ！ＡＣ長野パルセイロ・レディース≫ 

 カップ戦予選リーグＡグループ第５節まで終了 ２勝０分２敗 ＜５チーム中２位

＞ 

 ＦＷ横山久美選手の移籍前最後の試合となる第５節、アルビレックス新潟レディー

スに５対２で勝利。順位を２位に上げています。 

 ７月からドイツの強豪フランクフルトへ期限付き移籍するＦＷ横山。彼女の雄姿を

間近に見られなくなるのは寂しいですが、ドイツでも活躍してほしいものです。 

【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/ 



 

≪頑張れ！信濃グランセローズ≫ 

 前期３５試合終了 ２１勝１４敗＜西地区５チーム中２位＞ 

 前期の全日程が終わり、西地区２位で閉幕。 

 ２４日の後期第１戦では群馬ダイヤモンドペガサスと対戦しましたが、１－２で敗

れ、黒星スタートとなってしまいました。前期では逃してしまった初優勝。後期では

栄光をつかんでもらいたいものです。 

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

 

≪バドミントン奥原選手 スーパーシリーズＶ！≫ 

 スーパーシリーズ（ＳＳ）オーストラリア・オープン最終日の６月２５日、シドニ

ーで各種目の決勝が行われました。 

 長野県大町市出身の奥原希望選手（リオ五輪銅）は女子シングルス決勝戦に登場。

第３シードの山口茜選手を２－１で破り、昨年の全英オープン以来通算４度目のＳＳ

優勝を成し遂げました！ 

 リオデジャネイロ五輪での活躍がまだ記憶に新しい奥原選手。今後のさらなる活躍

に期待しましょう！ 
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【編集後記】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

いよいよ「信州デスティネーションキャンペーン」が始まります。 

広大な面積を有し、個性豊かな地域を数多く抱える長野県。県民であっても、県内

のすべての観光スポットを知悉している方は案外少ないのではないでしょうか。 

９月末までの３ヶ月間、信州ＤＣの宣伝効果により、日本中からの、否、世界中か

らの観光客で長野県中が溢れ返ることでしょう。しかし、信州全域が舞台となる今回

の大型キャンペーンは、長野県出身者にとってはもとより、現役県民にとってさえも、

郷土の新たな魅力を発見するいい機会となるのではないかと思います。 

ということで、私もこれから電車に飛び乗って、みこもかる信濃の国の知られざる

魅力を探しに行って参ります☆彡 

 

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

      ／＼       「世界級リゾートへ、 

   ／＼ ／    ＼／＼      ようこそ。山の信州」 

 ／      SHINSHU   ＼ 

 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!! 
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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/ 
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---------------------------------------------------------------------------- 

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

★ 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 

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


