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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） 

 ９月号 ２０１７年８月３１日（木） 

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

 「秋来ぬと 目にはさやかに 見えねども 風の音にぞ おどろかれぬる」…… 

 都心でもようやく秋の気配が感じられるようになり……、と格好よく始めたいとこ

ろですが、21 日間に及ぶ連続降雨（歴代２位！）、その後の酷暑のぶり返しと、気候

の気まぐれに振り回されている今日このごろ、風の変化に秋を感じるのはまだちょっ

と難しそうです。 

 しかし、秋風を追い越して、秋を楽しむイベント情報は続々集まってきています。

目にはさやかに見えない秋を探す旅に出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.４― 

【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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--------------------------------------------------------------- 

°・.☆ ゆるキャラ(R)グランプリ 2017 開催中！☆.・° 

 ～長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」を応援してください！～ 

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

 「信州デスティネーションキャンペーン」イメージキャラクターにもなっている『長

野県ＰＲキャラクター「アルクマ」』が、今年も「ゆるキャラ(R)グランプリ 2017」に

エントリーしています！ 

信州ＤＣを盛り上げるためにも、是非とも「アルクマ」に、皆様の清き一票をお願

いいたします!! 

皆様の投票で、目指せ「アルクマ」上位進出!!! 

☆ 投票期間は、８月１日(火)から１１月１０日(金) １８時までです。 

☆ 投票は、１アドレスにつき１日１回可能です。 

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

☆ 投票を行うためには、最初だけ簡単なＩＤ登録が必要です。 

  ※メールアドレスごとに「投票ＩＤの登録」が可能です。 



  ≪ＩＤ登録の方法≫ 

   ① ゆるキャラ(R)グランプリ 2017 公式ホームページ http://www.yurugp.jp/    

     へ 

   ② 「投票はこちら」をクリック 

   ③ 「投票方法はこちらをご覧ください」をクリック 

   ④ 「ＩＤ登録ページへ」をクリック 

   ⑤ 「entry@vote.yurugp.jp へ空メールを送る」をクリック 

   ⑥ 登録したメールアドレスあてに届いたメールのＵＲＬをクリック 

   ⑦ ＩＤ登録画面でパスワードの設定をする 

  ≪投票の方法≫ 

   ① アルクマページ http://www.yurugp.jp/vote/detail.php?id=00000357 へ 

   ② 「私はロボットではありません」をクリックし、画像を選択 

   ③ 「ＩＤで投票する」をクリック 

   ④ ＩＤ及びパスワードを入力 

   ⑤ 「私はロボットではありません」をクリックし、画像を選択 

   ⑥ 「投票する」をクリック 

☆ ご家族、ご友人にもお声掛けください。よろしくお願いいたします！ 

問合せ先：長野県観光部観光誘客課（026-235-7254） 

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

◇□◇「アルクマ応援隊」を募集しています！◇□◇ 

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

 ８月１日(火)から投票が始まった「ゆるキャラ(R)グランプリ 2017」において、わ

れらが「アルクマ」が上位入賞を果たせるよう、「アルクマ応援隊」を募集しています。 

 ご協力いただける方は、是非お申し込みください！ 

内 容：長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」が『ゆるキャラ(R)グランプリ 2017』

で上位入賞するための応援隊を結成し、投票促進カードの配布やＳＮＳでの

投票呼びかけなどＰＲ活動を行う。 

活動期間：申込み日～１１月１９日(日) 

対象・応募条件：長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」への投票、及びその呼びかけ

を積極的に行うことができる方 

応募方法：参加申込書に必要事項を記載の上、メール（arukuma@pref.nagano.lg.jp）

またはＦＡＸ（026-235-7257）にてお申し込みください。 

【詳しくはこちら⇒】 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoshin/press/170810press.html  

参加の特典等：「アルクマ」投票促進カード（100 枚）配布 

       「アルクマ応援隊」認定書とアルクマ応援隊ピンバッジを進呈（先着

300 名様） 

問合せ先：長野県観光部観光誘客課（026-235-7254） 



※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 

  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】首都圏で頑張る県職員ご紹介 Ｖol.４ 
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 前月号から、首都圏の省庁や民間企業等に勤務する県職員の自己ＰＲ等を掲載して

います。職員の生の声に耳を傾けていただければ幸いです。 

 

【佐野 拓麻：総務省】 

４月から総務省自治財政局交付税課に勤務し、普通交付税や特別交付税の算定等の

業務を行っています。 

地方団体の財政運営に必要不可欠な地方交付税の算定業務に携わることができ、非

常に充実した日々を送っています。また、総務省には他県からの研修生が多く派遣さ

れているので、多くの方と交流し、視野を広げていきたいと思います。 

 

【小松 美緒：国土交通省】 

今年４月から国土技術政策総合研究所(国総研)に勤務しています。 

省庁の行政職と違って技術政策に係わる調査・研究が主な業務で、災害時には整備

局や地方自治体からの要請を受け災害調査や技術支援を行っています。 

研究機関という慣れない環境と、専門的な知識、物理用語が飛び交う打合せに戸惑

う日々ですが、最先端の技術や研究に携わることのできるこの貴重な機会を有意義に

過ごしたいと思います。 

 

【大沢 美帆：一般財団法人自治体国際化協会】 

この４月から、(一財)自治体国際化協会(CLAIR)に派遣され、地方自治体等の国際

化に向けた取組の支援に携わっています。 

 CLAIR には７つの海外事務所があり、私の所属する企画調査課では、自治体の海外

活動支援に関する海外事務所との調整や海外事例の調査、情報発信等を行っています。

業務を通じて、海外の自治行政制度や取組、また海外での日本の取組等を学ぶことも

多く、とても刺激を受けています。 

来年からはソウル事務所へ赴任となるため、今年１年は様々なことを学び、吸収し

ながら、長野県の国際化に寄与できるよう、励んでまいります。 

 

【金井 大地：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】 

「i enjoy !」をモットーに、パラスポーツ競技団体の運営コンサルティングや助成

金事業のほか、東京 2020 のパラリンピック会場を満員にするため日々奮闘していま

す。ビジネス的な感覚や、一般の方の胸に突き刺さる情報発信の技術等が磨かれます。 

プライベートでの最近のはまり事は、安くてうまいランチを探すこと。あとは大き

な空港が近いので旅行も楽しみの一つ。「リフレッシュして、仕事。リフレッシュして、

仕事。」の繰り返しです。 



東京は凄いところです。人がとにかく多い。いい経験です。 

大きくなって帰ろうと思います。 
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【３】信州だより 
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---------------------------------------------------------- 

 ○食欲の秋到来○…信州を味わおう！ 

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

≪信州塩尻 ぶどうまつり 2017（塩尻市）≫ 

塩尻市桔梗ヶ原は、年間日照時間が長く、降水量も少なく、昼夜の寒暖差が大きい

ためぶどうの栽培に適しており、全国有数のぶどうの産地として知られています。 

巨峰、ナイアガラ、コンコード、デラウェアなど、各品種のぶどう狩りを楽しみな

がら、信州塩尻の大地の恵みをご堪能ください。 

日 時：８月下旬～１０月下旬 

会 場：塩尻市内各農園 

    ※開園時間、取扱い品種などの詳細については、市内各農園へ直接お問合わ

せいただくか、実行委員会へお問合わせください。 

入園料：小学生以上：600 円～ ３歳以上：300 円～ 

（巨峰などは別途料金がかかる場合があります。） 

内 容：【ぶどう狩り】 

    市内のぶどう園ではぶどう狩りが最盛期になります。連日、市内外から大勢 

   の皆さんが訪れ、ぶどうの甘い香りが漂う園内で季節の味覚を楽しんでいま

す。 

   ※９月から 11 月中旬には、シナノゴールド、シナノスウィート、ふじなど

「りんご狩り」も楽しめます。 

問合せ先：ぶどうまつり実行委員会事務局（（一社）塩尻市観光協会）（0263-54-2001） 

     （ＵＲＬ：http://www.tokimeguri.jp/） 

 

≪須賀川そば 第 14 回法印さんとそばの花まつり（山ノ内町）≫ 

法印という名の僧が、村人たちが食べる分のそばを振る舞われ、お礼に村人たちの

病気を治したとされる民話「法印さんの林」にちなむおまつりです。 

北志賀高原の山あいに咲く白いそばの花 1000 万本が風に揺れる壮大な風景の中、

オヤマボクチ（山ごぼう）をつなぎに使う名物須賀川そばや、各種イベントもお楽し

みいただけます。 

日 時：９月９日（土）～１０日（日）９時３０分～１５時 



会 場：山ノ内町須賀川八丁原 

内 容：伝統芸能やダンスなどの出し物が楽しめます。 

    爽やかな高原の秋風を感じながら、会場一帯をぐるっとひとまわりする幌馬

車トラクターも人気です。 

    ●無病息災のそばちゃのこを毎日先着 100 名様に無料進呈 

    ●そばの畑めぐり：幌馬車トラクター（有料）、鑑賞用そばの種プレゼント等 

    ●食べ物販売：須賀川そば…700 円、はやそば…200 円、法印焼き…150 円等 

    ●セレモニー：伝統芸能やダンス等 

    ※内容は変わる場合があります。 

問合せ先：北志賀高原観光協会（須賀川そばまつり実行委員会） 

（090-8683-1627（実行委員長）） 

（ＵＲＬ：http://www.kitashigakogen.gr.jp/） 

 

≪北信州の「実りの秋」農産物体感モニターツアー めしあがれ！北信州あぐりツア

ー≫ 

長野県有数の農業地帯、北信州。その魅力を、日帰りツアーでたっぷり体感してい

ただきます。 

実施回数は３回、18 歳以上（高校生除く）の限定モニターツアーとなります。果物

王国として知られる長野県の中でも生産量１位のりんご、全国１位の栽培面積を誇る

シャインマスカットの収穫・試食体験に加え、出荷量の約７割がＡ５等級（肉質の最

上位格付け）の評価を受けるブランド和牛「北信州美雪和牛」を始めとした北信地域

自慢の食材・旬の野菜を使ったご昼食等、北信州の農産物の魅力を満喫していただけ

る内容となっております。 

是非ご参加いただき、心に響いた味や魅力について情報発信をお願いします！ 

日 時：９月１６日(土)・２３日(土)・３０日(土) 

会 場：ＪＲ飯山駅集合（９時５５分） 

参加費：１名：7,000 円【18 歳以上(高校生除く)の方のみご参加いただけます。】  

内 容：●行程 

      飯山市・塩崎農園(りんご狩り食べ放題) 

      山ノ内町・ホテルホワイトイン北志賀(5,000 円相当のランチ) 

      山ノ内町・SORA terrace (絶景の展望テラス) 

      中野市・武六園(シャインマスカットの収穫体験・試食) 

     解散は、ご都合により２駅を予定しています。 

     15:20 頃 長野電鉄・信州なかの駅 

     15:50 頃 飯山駅 

    ●募集人数 

      各日程 22 名(最少催行人員：各日程 10 名) 



    ●申込締切 

      各日程５日前 

    ●申込先 

      予約サイト「VISIT 長野県」(ＵＲＬ：visit-town.com/nagano)または下

記の長野県観光機構までお申し込みください。 

問合せ先：一般社団法人長野県観光機構（026-234-7219） 

 

≪くだもの狩り（りんご・ぶどう）（山ノ内町）≫ 

昼夜の気温差が大きく、南西向き斜面で日没まで日が当たるなど最高の条件で栽培

されるため、山ノ内町で栽培されるりんごは甘くて色つきも良い高品質です。 

ぶどうは、露地栽培の完熟巨峰で格別の甘みがあります。大きな一粒一粒に甘みが

ぎっしり詰まって食べ応え十分！ 

日 時：(りんご)９月中旬～１１月中旬／(ぶどう)９月中旬～１０月上旬 

会 場：町内の契約農園（※観光農園ではありません） 

入場料：いずれも 30 分食べ放題 大人 1,500 円／小学生 1,000 円（お土産付き） 

内 容：≪りんご≫ 

     ［つがる］９月上旬～９月下旬 

    ［ジョナ・秋映・シナノスイート］10 月上旬～10 月下旬 

    ［ふじ］11 月上旬～12 月 

    ≪ぶどう≫ 

    ［巨峰］９月中旬～10 月上旬 

   ※前日までにご予約をお願いいたします。ご予約承り時間 午前９時～午後５時 

   ※集合場所(道の駅、北志賀高原セブンイレブン夜間瀬店、前坂チェーン脱着 

所)にて農家さんと待ち合わせし、一緒に農園に移動していただきます。 

問合せ先：山ノ内町グリーンツーリズム協議会(山ノ内町観光連盟内)（0269-33-2138） 

     （ＵＲＬ：http://www.info-yamanouchi.net/） 

 

≪赤そば花まつり（箕輪町）≫ 

赤そばの里では、約 4.2 ヘクタールの広大な敷地に、赤い花をつける珍しいそば「高

嶺ルビー2011」が華麗に咲き誇ります。 

当日は、採れたての地元産野菜・果物の直売のほか、そば打ち名人による打ちたて

のそばもご賞味いただけます。 

伊那谷の名湯、みのわ温泉「ながたの湯」（日帰り入浴施設。宿泊施設「ながた荘」

も併設）も至近。爽やかな信州・みのわの秋をご満喫ください。 

日 時：９月３０日(土)～１０月１日(日) １０時～ 

会 場：箕輪町 上古田公民館 

内 容：●イベント概要 



     ・珍しい赤そばの手打ちそばが食べられます。(数量限定) 

     ・地元野菜等の直売 

    ●その他のイベント概要 

     約 4.2ha の広大な赤そば畑をご覧になれます。 

     開花期間：９月中旬～10 月中旬 期間中は自由に見学可能です。(無料) 

問合せ先：箕輪町役場産業振興課（0265-79-3111） 

     （ＵＲＬ：http://www.town.minowa.lg.jp） 

 

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

 ◇スポーツの秋到来◇…信州で汗を流そう！ 

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

≪ふじみおひさんぽ（富士見町）≫ 

 おもてなしガイドと富士見を歩いて五感で大自然を感じませんか？ 

●フリープラン派のあなた⇒お好きなコースから、季節・時間・名所などご希望にあ

ったプランでオーダーメイドのツアーもできます！※登山のコースは除く。 

 ☆２名様～/２週間前までに要予約…ガイド料金 6,000 円～/コース 

●イベントプラン派のあなた⇒年間 15 ツアー開催されるガイドツアー。おひとり様で

も参加可能です。 

 ☆１名様～/３日前までに要予約…参加費 2,000 円～（ガイド料、保険含む） 

日 時：９月１０日（日）～２月１８日（日）※期間中に７回開催 

会 場：富士見町内 ※各コースごと集合場所が異なります。 

入場料：※コースにより金額が異なります。 

内 容：●イベント概要 

     ・9 月 10 日（日）「西岳登山ガイドツアー」 

     ・10 月 8 日（日）「秋の入笠山ガイドツアー～朝日と雲海を見に行こう～」 

     ・10 月 22 日（日）「秋の縄文の井戸尻遺跡めぐりガイドツアー」 

     ・10 月 29 日（日）「八ヶ岳の紅葉と古道ガイドツアー」 

     ・11 月 3 日（金・祝）「文学にふれるプレミアム紅葉ガイドツアー」 

     ・1 月 28 日（日）「冬の八ヶ岳山麓ガイドツアー」 

     ・2 月 18 日（日）「冬の入笠山スノーシューガイドツアー」 

    ※詳しい内容については【富士見町観光協会】：0266-62-5757 までお問い合

わせください。 

問合せ先：富士見町観光協会（0266-62-5757） 

     （ＵＲＬ：http://www.town.fujimi.lg.jp/page/ohisannpo2017.html） 

 

≪北国街道 蕎麦グルメウォーキング（小諸市）≫ 



 軽井沢の追分宿をスタートし、小諸城をゴールとする約 14km のウォーキング大会で

す。 

 そばに関係するグルメを味わいながら歩きましょう！ 

 スタートとゴールでは、小諸センゴク甲冑隊によるお出迎えがあります。 

日 時：９月３０日（土）７時１５分～１４時 

会 場：軽井沢追分宿～小諸城址懐古園 

入場料：参加費：3,200 円 

内 容： 7:15～ 大会受付（軽井沢町追分宿郷土館・駐車場内） 

     8:15  出陣式 

     8:30  追分宿スタート 

     9:30～ 三ツ谷(4.5km 地点) 

    10:30～ 平原宿(8.2km 地点) 

    11:30～ 小諸宿・与良館(12.6km 地点) 

    12:00～ 小諸城・大手門(13.9km 地点) 

    12:00～ ゴール受付(小諸観光交流館) 

    14:00  ゴール受付終了・解散 

    ※参加申込締め切り 9 月 19 日 

    ※参加定員 200 名 

    ※参加費には、蕎麦グルメのおやつ・食事・保険料が含まれます。 

問合せ先：小諸市観光協会（0267-22-1234） 

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

 

≪秋のみはらしトレッキング（伊那市）≫ 

 毎年２回春と秋に開催している「みはらしトレッキング」では、約４km のコースを、

インストラクターの解説を交えながら歩いていただきます。また、ただ歩くだけでな

く、旬のぶどうやりんご狩りなどをしていただく事も計画しております。 

 定員に達し次第締め切りとさせていただいておりますので、お早めにご予約くださ

い！ 

日 時：９月３０日（土）９時～１３時３０分 

会 場：みはらしファームとその周辺 

    ※みはらしファームとれたて市場前集合 

入場料：参加費：中学生以上 1,500 円 小学生 1,000 円 

内 容：●イベント概要 

     定員 50 名 ※小学生未満のお子様の参加についてはご相談ください。 

     定員に達し次第締め切り 

     申込先：みはらしファーム（0265-74-1807） 

     行程 



     みはらしファーム出発（9:30）⇒ぶどう園にてぶどう狩り⇒仲仙寺⇒羽広

遊歩道にて仲仙寺展望台⇒みはらしファームに戻り、おにぎり・きのこ汁

などお召し上がり⇒りんご園にてりんご狩り⇒みはらしファームにて解

散（13:30 頃） 

     ※行程は若干変更になる場合があります。 

問合せ先：みはらしファーム公園事務所（0265-74-1807） 

     （ＵＲＬ：http://miharashi-farm.com） 

 

≪第４回志賀高原ロングライド（山ノ内町）≫ 

 第４回を迎えた志賀高原ロングライドがバージョンアップ！ 

 ロングコースが周回ルートとなって、さらに大自然の移り変わりが楽しめるコース

に！獲得標高 2,200m はヒルクライム級のタフさですが、乗り越えた先に見る絶景、ゴ

ール後の達成感は特別なもの。 

 「挑みたくなる大自然」が待っています！ 

日 時：９月３０日（土）～１０月１日（日） 

会 場：スタート/ゴール 志賀高原（高天ヶ原・一の瀬） 

    コースによりスタート時間が変わります。 

参加費：5,500 円～ ※コースおよびエントリー時期により異なります。 

内 容：■9 月 30 日(土)前日受付：13 時～16 時 30 分、サブイベント 

    ■10 月 1 日(日)当日受付：ロングライド 

    ■【コース】 

      ・山岳 115km コース…本格サイクリスト・健脚向け 

       ― ヒルクライム級！獲得標高 2,200m の本格山岳コース 

      ・林間 85km コース…中級者向け 

       ― 信号ゼロ！大自然の中を爽快に走れるネイチャーコース 

      ・高原 50km コース…ビギナー・ファミリー向け 

       ― 初心者でも安心のショートコース！初のロングライドとしてもお

すすめ 

    ■山岳コース：6 時 30 分スタート(予定) 

     林間コース：7 時 15 分スタート(予定) 

     高原コース：8 時 00 分スタート(予定) 

    □募集定員 

    【山岳 115km コース】500 名【林間 85km コース】500 名【高原 50km ショート

コース】200 名 

    ※申込締切 9 月 12 日(火)（各コース定員になり次第締め切りとなります。） 

    ○参加資格、エントリー方法等、詳細につきましてはＨＰをご覧ください。 

問合せ先：志賀高原ロングライド実行委員会（山ノ内町観光商工課内）（0269-33-1107） 



     （ＵＲＬ： 

http://www.tour-de-nippon.jp/series/shigakogen-longride2017/） 

 

≪舞台めぐり CYCLE&WALKING KOMOROGAINING（小諸市）≫ 

 小諸市が舞台のアニメ・コミックスの聖地を自転車で巡ろう！ 

 チェックポイントを制限時間内で多く巡り獲得した合計得点を競うスポーツ「ロゲ

イニング」。「KOMOROGAINING(コモロゲイニング)」とは、チェックポイント通過の証明

に目印を撮影する、長野県小諸市をフィールドにしたイベントの総称です。 

 走って！歩いて！食べて！小諸市内をフィールドに楽しもう！ 

日 時：１０月８日(日) １１時～１４時 

会 場：小諸市内(受付：小諸観光交流館 小諸市大手一丁目６番 16 号) 

参加費：おひとり 3,800 円(保険料含む)  

内 容：▼イベントスケジュール(予定) 

      10:30～10:45 受付(小諸観光交流館) 

     10:50～11:00 開会セレモニー 

     11:00～14:00 ロゲイニング 

    ▼募集定員 200 名 

    ▼小諸市が舞台のアニメ・コミックスとコラボレーション予定！ 

    ▼参加申し込みは「スポーツエントリー」から！ 

    ※詳細は(一社)こもろ観光局まで。TEL:0267-22-1234 

問合せ先：一般社団法人こもろ観光局（0267-22-1234） 

     （ＵＲＬ：http://komoro-tour.jp/） 

 

≪第 10 回中山道ウォーキング in たてしな（立科町）≫ 

 木々が鮮やかに染まる秋、「信州たてしな」の中山道を歩くイベントです。 

 随所で行われる心をこめた「おもてなし」が、みなさんの心と体を癒します。 

日 時：１０月２２日(日) ９時２０分～１５時３０分 

会 場：長野県立科町 旧中山道界隈 

    （※集合場所：立科町役場前 駐車場は立科町役場駐車場をご利用ください） 

参加費：大人 3,000 円、子ども(小学生以下)2,500 円(昼食、記念品、イベント保険含

む) 

内 容：江戸時代の五街道の一つである中山道。江戸時代から旅人を見守り続ける「笠 

    取峠のマツ並木」、中山道 26 番目の宿である「芦田宿」、昔日の面影を残す「茂

田井間の宿」の秋を歩いてみませんか。 

    昼食は、「皇女 和宮(かずのみや)」が芦田宿で召し上がったとされる食材を 

もとに復元し、現代風にアレンジした「特製 和宮御膳」をお楽しみいただき

ます。 



    コースは２コースございます。どちらかをお選びください。 

    ①中山道コース：松並木公園～松並木～正明寺～芦田宿～茂田井間の宿 約５

km 

    ②津金寺コース：芦田宿～松並木公園～松並木～津金寺～茂田井間の宿 約６

km 

    募集人員：先着 130 名 

    募集期間：平成 29 年９月 29 日(金)まで 

問合せ先：「たてしなの中山道を歩く」実行委員会(事務局：立科町企画課) 

（0267-88-8403） 

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

 

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

 ♪芸術の秋到来♪…信州で心豊かに！ 

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

≪長野県初!!アニエラフェスタ in 白馬岩岳（白馬村）≫ 

 長野県初！アニメソング野外フェス『アニエラフェスタ in 白馬岩岳』開催決定!! 

 世界が認めた国際山岳リゾート白馬村の大自然と 360 度の大パノラマの絶景の中で、

豪華アーティストと共に、アニメソングとフェスを心ゆくまで楽しみましょう！ 

日 時：９月１７日（日）１０時開場／１３時開演／１９時終演（予定） 

会 場：白馬岩岳スノーフィールド 

    （〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城岩岳 12056） 

入場料：チケット料金：4,500 円(先行)／5,000 円(一般)／18,000 円(グループ４名) 

    ※中学生以下は無料。中学生以下のお客様は保護者同伴で入場可。 

内 容：アニメ×音楽×北アルプス！ 

    アニエラフェスタでは、長野県の自然とアニソンが両方楽しめます！ゴンド

ラに乗って有料のメイン会場へ行けば、数々の著名アーティストのライブパ

フォーマンスや絶景の北アルプスが体験でき、山麓にある無料のサブ会場で

は、当日のみ特別に開放される温泉やアニメ系グッズの物販コーナー、白馬

ならではのアクティビティーなど、楽しいコンテンツが盛りだくさん！ 

    公式サイト：http://aniera-festa.com 

    イベントに関するお問い合わせ：contact@aniera-festa.com  

問合せ先：株式会社アニエラ（0263-87-6671） 

     （ＵＲＬ：http://aniera-festa.com/） 

 

≪PHOTRIP(ふぉとりっぷ)  プロカメラマン同行フォトツアー In 信州山ノ内町湯田

中渋温泉郷（山ノ内町）≫ 



 風情あふれる温泉街をプロカメラマンと巡りながら撮影会を行います。 

 スマートフォンで高精度の写真が撮影できる時代、「ファインダーをのぞいて撮影す

る」ことを改めて見直してみませんか？ 

日 時：９月２３日(土・祝)１３時～１５時３０分 

    ９月２４日(日)９時～１１時３０分 

会 場：湯田中渋温泉郷 受付：渋温泉コミュニティ消防センター 

    ※お車でお越しの場合は、渋温泉有料駐車場をご利用ください(500 円) 

参加費：各回定員 20 名 参加費：大人 2,000 円(中学生以下無料) 

内 容：プロカメラマンが同行し、撮影のコツや構図、テクニックを実践しながらコ

ースを巡ります。 

     撮影を行う前に、カメラセミナーも行います。 

    ◇室内にて事前レクチャー(セミナー)→現地で撮影会→室内にて講評等 

    ◇FUJI FILM もデモ機を貸し出します(先着５名：お申し込み時にご連絡くだ

さい)。機材を持っていない方、知識のない方でも気軽にご参加いただけ

ます。 

    ◇お子様には「写ルンです」プレゼント！(1 人 1 台) 

    お申込みは問合せ先ＵＲＬの専用フォームよりお申込みください。 

    定員になり次第締め切りとさせていただきます。 

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/photorip.html） 

 

≪平成 29 年度飯山市美術館企画展「中川岳二展 木々の色々 ～wooden colors～」（飯

山市）≫ 

 中野市在住の木工作家・中川岳二氏の木工作品を紹介します。 

 中川氏の作品は、樹木特有の色や木目を活かし、その組み合わせにより文様などを

表現する寄木と、木象嵌(もくぞうがん・はめ込み細工)という二つの技法で制作した、

ユーモアあふれる木のおもちゃです。 

 キャラクターやロボットなど特徴的な形姿と高度な技術で、親しみやすく洗練され

たデザインは、国内外の幅広い世代から高い評価を得ています。 

 1 階ロビーには実際に作品に触れて遊ぶことのできるプレイスペースも設けられて

おり、子どもから大人まで楽しめる展覧会となっています。 

日 時：９月１６日(土)～１１月１２日(日) ９時～１７時(入館は午後４時３０分ま

で) 

会 場：飯山市美術館 

入場料：大人 300(200)円 小中学生 200(100)円 

    ※（ ）内は 20 名以上の団体料金 

    ※障がい者手帳をお持ちの方と付添いの方 1 名様無料 



内 容：2000 年から現在まで個々に発表してきた大型作品を一堂に展示するほか、北

信地方にちなんだ新作「北信五岳／まみくとい」も発表します。 

    ２階では、ギャラリー展「小黒三郎組み木館 ズートピア信州展」を同時開催。

組み木おもちゃの第一人者・小黒三郎氏のデザインした、一枚の板から動物

や人の形を切り抜き、組合わせるなどした美しく優しい組み木作品を展示し

ます。 

    ≪関連イベント≫※各イベント参加には本展のご入館券が必要です。 

    ・9 月 16 日(土)9:20～ オープニングイベント 中川岳二・小黒三郎両氏に

よるギャラリートーク 

    ・9 月 30 日(土)・10 月 1 日(日) 13:00～ 木のワークショップ 

    ・11 月 3 日(金) 17:00～21:00 ナイトミュージアム 中川岳二ギャラリート

ーク 

    ・11 月 12 日(日) 18:00～ クロージングイベント 中川岳二ギャラリートー     

     ク 

問合せ先：飯山市美術館（0269-62-1501） 

     （ＵＲＬ： 

http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/gakushuusien/bijyutukan） 

 

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

 ☆行楽(イベント)の秋到来☆…信州を楽しみつくそう！ 

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

≪竈(かまど)神社 例大祭（大町市）≫ 

 伝統の竈神社例大祭の前夜祭として奉納花火大会が開催され、打ち上げ花火やスタ

ーマインが大町の秋の夜空を彩ります。 

 例大祭では、伝統のある浦安の舞や流鏑馬(やぶさめ)太鼓、奉納相撲大会をご覧い

ただけます。 

 お誘いあわせの上、是非お出かけくださいませ。 

日 時：９月９日(土)～１０日(日) 

会 場：竈神社・神社に隣接する西公園グラウンドにて花火の打ち上げ 

内 容：●9 月 9 日(土) 

      19:00～ 西公園グラウンドにて奉納花火 

      20:10～ スターマイン打ち上げ 

    ●9 月 10 日(日) 

      11:00～ 例大祭 

      11:30～ 浦安の舞 

      13:00～ 奉納相撲 



問合せ先：竈神社社務所（0261-23-3997） 

 

≪秋 コスモス花フェスタ（安曇野市）≫ 

 田園文化ゾーンでは 35 万本、里山文化ゾーンでは 200 万本ものコスモスが咲き誇り

ます。コスモスの開花に合わせて、子どもから大人まで楽しめるイベント盛りだくさ

ん！ 

 ９月 18 日(月・祝)・９月 30 日(土)・10 月１日(日)は無料入園日です！（※９月 18

日は 65 歳以上の方のみ） 

日 時：９月１６日(土)～１０月１５日(日) ９時半～１７時 

会 場：国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区 

    駐車場 1,000 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：①カヤック・ラフティング体験 9 月 16 日(土)～10 月 15 日(日)の土日祝日 

10:00～16:00 500 円～1,000 円 

    ②秋のクラフトワークショップ 9 月 16 日(土)～10 月 9 日(月・祝)の土日祝

日 10:00～15:30 300 円～1,000 円 

     内容：ハーブ石鹸・万華鏡・フォトフレーム・デコルテミラー・ジェルキ

ャンドル・クレヨン 

    ③本格アスレチック フォレストアドベンチャー 9 月 16 日(土)～10 月 15 日

(日)の土日祝日 10:00～15:30 500 円 

    ④音で感じる絵本の世界 音楽と絵本のコラボレーションを実施 9 月 16 日

(土)、17 日(日) ①11:00～12:00、②14:00～15:00 無料 

    ⑤池まつり ニジマスをつかみ取り放題！ 9月 18日(祝) 10:00～ 500円（焼

く場合は別途 300 円） 

    ⑥お茶席 9 月 18 日(祝) 10:00～15:00 200 円 65 歳以上の方無料 

    ⑦きのこのもぎ取り体験 9 月 23 日(祝・土)、24 日(日) 10:30～、11:30～、

13:30～、14:30～、各回 20 分 100 円 

    ＊アウトドアパーク 9 月 30 日(土)・10 月 1 日(日)入園無料日 アウトレット

マーケットやアクティビティイベント充実！ 

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） 

 

≪国宝仁科神明宮 例大祭（大町市）≫ 

 この村まつりでは、地元の青年たちが舞う典雅な能の舞台が観られます。 

 数百年、のどかなこの地で脈々と受け継がれてきた「県の無形文化財」は、一見の

価値がありますよ。 

日 時：９月１７日(日)～１８日(月) 



会 場：国宝仁科神明宮 

内 容：能を取り入れた神楽で、岩戸神楽を始めとして伊勢流、吉田流、出雲流とも

言われる 7 座の神楽を奉納します。 

    終了後、道祖神神楽にあやかり破魔矢が参拝者に配布されます。 

    ・太々神楽の奉納 18 日(月)13:00～ 

問合せ先：仁科神明宮社務所（0261-62-9168） 

 

≪第６回 信州小諸城下町フェスタ（小諸市）≫ 

 高原の城下町の老舗商家や蔵を会場としたギャラリーを巡りながら、地元作家のア

ート＆クラフト、食文化との出会いを楽しむ５日間！ 

日 時：９月２１日(木)～２５日(月)  

会 場：小諸宿および大手門周辺の歴史的建造物 

入場料：入場無料(各ワークショップ等は有料） 

内 容：▼14 件の歴史的建物の特設ギャラリー 

    ▼町屋の日替わりランチカフェ(ほんまち町屋館にて) 

    ▼旧家拝見ツアー 

    ▼歴史文化ガイドツアー 

    などなど、現在企画中！ 

問合せ先：城下町にぎわい協議会(小諸宿本陣主屋内)（0267-24-7788） 

     （ＵＲＬ：http://machifes.wixsite.com/komoro） 

 

≪湯の郷 まるごてら号 ―秋の陣―（山ノ内町）≫ 

 山ノ内町内の観光地を巡るイベントバス「湯の郷まるごてら号」が今年も運行！地

元を知りつくした女将さんが温泉郷の季節の見どころをご案内します。期間中は毎日

運行！ 

 季節のおみやげ(山ノ内町産フルーツ等)のプレゼントも♪ 

日 時：９月２１日(木)～３０日(土) 

    道の駅１０時４５分発(または湯田中駅１０時３１分発)～１２時２０分終了

予定 

会 場：湯田中渋温泉郷 

参加費：小学生以上 お一人 500 円 

内 容：時間：出発 湯田中駅 10:31 

          道の駅北信州やまのうち 10:45 

       到着 湯田中駅 12:15 頃 

          道の駅北信州やまのうち 12:20 頃 

    定員：20 名 

    ※運行日前日の 19:00 まで、または当日の 8:00～8:30 の間にご予約ください 



    ※下車は、湯田中駅・道の駅の２ヵ所です。お車でお越しの場合は道の駅駐

車場をご利用いただき、乗降していただく方法をおすすめいたします。 

問合せ先：ＴＲ観光（0269-33-6177） 

 

≪燈籠祭（伊那市）≫ 

 豊年と無病息災を感謝する伊那市高遠町鉾持神社の例祭で、毎年 9 月 23 日に開催。

家々の前に立てかけられた笹竹に、稲穂に見立てたほおずき提灯を灯して飾り、街全

体が橙色のトンネルに覆われます。 

 その街中を山車・子ども神輿・高遠ばやしが練り歩く様子は幻想的。桜の高遠とは

一味違った城下町の魅力を味わうことができます。 

日 時：９月２３日(土・祝) 

会 場：高遠町西高遠 本通り周辺 

    ※雨天などにより、内容の変更・中止をする場合もあります。 

入場料：※入場料・参加費・駐車場すべて無料 

内 容：▼前夜祭(予定) 

     家々が笹竹に提灯を飾り、夜になると火を灯して、街全体がほおずき提灯

のトンネルになります。 

    ▼町内会の山車の巡行、子ども神輿や高遠ばやし伝承クラブの演奏練り歩き

が行われ、街は大変賑わいます。 

問合せ先：一般社団法人 伊那市観光協会（0265-78-4111(代)） 

     （ＵＲＬ：http://inashi-kankoukyoukai.jp/） 

 

≪絹の里・須坂で「絹婚式」（須坂市）≫ 

 かつて絹の生産で栄えた須坂市で「絹婚式」のお祝いをします。 

 恋人同士だったころを思い出しながら、「恋人の聖地」須坂アートパークで、結婚

12 周年のご夫婦 12 組の皆様と一緒にお祝いしてみませんか。 

日 時：９月２３日(土・祝) １１時～１２時 

会 場：須坂アートパーク内 世界の民俗人形博物館 前庭 

入場料：参加費：無料 観覧：無料 

内 容：【応募対象】 

    対象：2005 年(平成 17 年)に結婚したご夫婦 12 組 

    申込み：お電話、ＦＡＸ、メール ※住所、氏名、年齢、電話番号、メールア

ドレス、結婚した年月日 

    申込み締め切り日：９月 15 日(金) ※応募者多数の場合は抽選 

    【内容】 

    ・お祝いの言葉とお楽しみ抽選会（お食事券や須坂特産物などが当たります） 

    ・愛のメッセージ交換（普段なかなか言えない言葉や感謝の言葉をお互いに



伝えます） 

    ・記念写真撮影（晴れの日のみ年に２回 11:30～12:00 頃(春分の日と秋分の

日)会場内にあるモニュメントの影がきれいなハートを結びます。ハート

を結ぶ最高の瞬間を撮影） 

問合せ先：須坂市観光協会（026-215-2225） 

     （ＵＲＬ：http://www.suzaka-kankokyokai.jp/event/37.html） 

 

≪池田八幡神社例大祭（池田町）≫ 

 池田八幡神社例大祭は、毎年９月 23 日・24 日の両日催行されます。360 年の歴史と

伝統を有する秋の祭典で、舞台の彫刻、人形など古いものは 1700 年代との記述も残っ

ています。 

 宵祭りには８台の舞台が町内を巡行。八幡神社の境内へ集結するころには祭りは最

高潮に達します。 

日 時：９月２３日(土) １８時～２２時  

    ９月２４日(日) ９時～１５時 

会 場：池田八幡神社 池田町内 

内 容：●イベント概要 

     23 日(土) 12:00～ 舞台が各町内を回ります。 

          18:00～ ８台の舞台が一斉に神社まで向かいます。神社に到着後、

神事が行われ、本殿では浦安の舞も奉納されます。 

     24 日(日) 9 時～ 舟２艘が各町内を回ります。 

          午後は神社内で奉納相撲も行われます。 

    ●その他 

     駐車場：北アルプス医療センター あづみ病院、池田町役場、やすらぎの郷

など 

問合せ先：池田町観光協会（0261-62-9197） 

     （ＵＲＬ：http://www.ikeda-kanko.jp） 

 

≪秋も須坂で蔵開き（須坂市）≫ 

 今年で６回目を迎える秋の蔵開き。須坂駅から会場までシャトルバスの運行があり

ます。会場にはおやき、焼き鳥などおいしい食べ物が盛りだくさん！酒粕つめ放題も

人気です。 

 キッズコーナーもあり、家族みんなで楽しめます。 

日 時：９月２３日(土・祝) ～２４日(日) ９時３０分～１６時 

会 場：遠藤酒造場 臥竜蔵／田中本家博物館 

    ※田中本家博物館の無料駐車場をご利用ください。 

内 容：・無料の蔵見学ツアー・約 15 種類のお酒の試飲・酒粕つめ放題など 



    ・スタンプラリー（スタンプを集めた方にひやおろし１杯サービス) 

    ・屋台村オープン（地元の味おやきやにらせんべいなど勢揃いした出店） 

    ・キッズコーナー（お絵描き教室、けん玉） 

    ・ステージイベント（ダンスパフォーマンス、生演奏など） 

    ※須坂駅から会場までシャトルバスの運行 

問合せ先：実行委員会事務局(遠藤酒造場)（026-245-0117） 

     （ＵＲＬ：http://www.keiryu.jp/）  

 

≪第 49 回安曇野観光草競馬大会（安曇野市）≫ 

 安曇野の秋の風物詩として親しまれている安曇野観光草競馬大会が開催されます。 

 県内外から数十頭の競走馬・ポニーなど多くの馬が出走し、競走馬の白熱したレー

スから、ポニーの微笑ましいレースまで、さまざまなレースが展開されます。 

 来場されたお子さんにポニーの乗馬を体験していただくアトラクションや、小動物

とのふれあい広場も用意されています。ぜひ秋の安曇野へお越しください。 

日 時：９月２４日(日) ９時３０分～１５時３０分頃 

会 場：安曇野市営牧運動場 

    ※会場周辺に駐車場はありません。穂高会館の駐車場をご利用ください。穂

高会館から無料シャトルバスを運行いたします。 

入場料：入場料無料 

内 容：●安曇野観光草競馬大会 

     ・9:30 予選レース 

     ・11:30 開会式 

     ・12:00 アトラクション(ポニー乗馬体験) 

     ・13:00～ 決勝レース 

問合せ先：安曇野市 商工観光部 観光交流促進課（0263-71-2000(代)） 

 

≪秘境 岩洲山～歴史とロマンを訪ねて～（安曇野市）≫ 

 岩洲山は、地元では美しい自然景観と歴史に満ちた山として知られています。尾根

道沿いに奇岩や神社、城跡などが点在している、まさに「地域の宝」です。 

 標高は 1,000m もありませんが、北アルプス登山の雰囲気が味わえる穴場スポットで

す。今回は潮沢名物の灰焼きおやきも付きます！ 

日 時：９月３０日(土) ９時３０分～１２時３０分 

会 場：岩洲山 

参加費：1,500 円 

内 容：【日程】 

    集合 9:20 岩洲公園下駐車場⇒9:30 出発⇒あずま屋(休憩)…白州岩…夫婦岩

⇒猿飛岩(休憩、灰焼きお焼き)…三日月岩…不動岩⇒折り返⇒岩洲公園下駐



車場解散 12:30 

    ◆ご旅行代金に含まれるもの：資料代、案内料、おやき代、保険代含む 

    ◆募集人員：15 名(最少催行人員４名) 

    ◆申込み締切日：９月 27 日(水) 

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） 

 

≪信濃大町 山フェス「北アルプス 100 年祭」（大町市）≫ 

 全国で初の登山案内人組合として発足した、「大町登山案内人組合」の創立 100 周年

記念事業。 

 北アルプスの玄関口「信濃大町」を広く紹介し、山の 100 年を祝うとともに、様々

な山岳関係イベントが開催されます。山の恵みと地域の魅力をいろいろな角度から体

験してみてはいかがでしょうか。 

日 時：９月３０日(土) ９時４５分～１６時３０分 

    １０月１日(日) ９時３０分～１６時 

会 場：【メイン会場】大町市文化会館、サンアルプス大町、大町市文化公園及びその

周辺 

    【協力会場】山岳博物館、長野県山岳総合センター 

入場料：イベントによっては有料となります。 

内 容：【テント泊体験と山談議】テント泊で山体験＆専門家やガイドと交流 

    【山トークショー】専門家と地元ガイドらの北アルプス談議 

    【学生山岳サミット】高校・大学山岳部企画の学生イベント 

    【スラックライン体験とプロライダーパフォーマンス】著名選手も来場。気軽

に体験しよう 

    【山ファッションショー】最新ウェアやギアをご紹介 

    【登山道具街 山麓の食ブース 地酒＆物産街】登山メーカーや地元の食が並び

ます 

    【大町登山案内人組合 100 周年記念展＠大町市山岳博物館】日本最古の山岳ガ

イド組織「大町登山案内人組合」と北アルプスの歴史をご紹介 

    【信濃大町 北アルプス百景フォトコンテスト作品展】全国から応募のあった

「北アルプスと笑顔」の写真展示 

    【カシオ PROTREK 講座】 

    【各種山道具講座】メーカーや専門家らによる登山に役立つワークショップ 

    【ランドネ presents 山ワークショップ】 

    【ボルタリング無料開放＠長野県山岳総合センター】ボルタリングを体験して

みよう 

    【山岳写真展＠塩の道ちょうじや】山岳写真家による作品展 



    【信濃大町でトレッキング＠湯俣】地元ガイドと湯俣へトレッキング 

    【「ゴキゲン山映像」上映】「大町登山案内人組合」と「HAPPY DAYS PRODUCTIONS」

が北アルプスの映像制作 

    【山フェスロゲイニング】人気のロゲイニングに参加してみよう 

問合せ先：大町市観光課（0261-22-0420） 

 

 

※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/ 
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【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】 

しばらく続いた長雨もひと段落。夏らしい日差しがようやくもどってきました。 

店頭では、これからブドウが登場してきます。信州の秋の味覚が順次入荷予定です。 

また、9 月 15 日からは、玄米珈琲、発芽コーヒーが販売開始。お楽しみに!! 

 

【今月のおすすめ日本酒】 

夏らしい天候にならないまま、朝晩がひんやりし始めそうな昨今です。 

すこしずつ季節は進んでいて、気づけば今年もあと 4 か月と・・・光陰矢の如しと

はこのことかと思ってしまいます。 

 

今回は、7 月に銀座 NAGANO で開催した地酒アワードの上位入賞酒をご紹介いたしま

す。 

地酒アワードは参加された銀座 NAGANO のお客様に「飲み飽きない美味しいお酒」

を自分の舌で選ぼう！と完全ブラインドでティスティングして頂き、投票してもらう

というイベントでした。 

先日その授賞式を行いました。上位のお酒はどれも得票数が僅差で！！ 

長野のお酒はどれも美味しいと改めて認識頂いた方も多かったと思います。 

そんな受賞酒の中からベスト 3 をご紹介。 

 

第３位は 

秀峰アルプス正宗 純米大吟醸  亀田屋酒造店（松本市）  

720ml 1,944 円（税別） 



美山錦を磨き上げた純米大吟醸。華やかな香りと甘味のバランスが人気の秘訣でし

た。 

ちょっと特別な時に飲むのも良いかと。原産地呼称認定品でもあります。 

 

第２位は 

聖山 純米吟醸 ひとごこち 限定氷温生貯蔵  長野銘醸（千曲市） 

720ml 1,500 円（税別） 

「純米蔵」として人気の長野銘醸。そこで限られた酒販店にしか卸していない「聖

山」が堂々の第２位に。このお酒は本来無濾過生原酒として販売しているものを、ア

ワード用に 1 回火入れをして提出された限定品。販売数も 24 本のみとなっています。 

食中酒を常とする長野銘醸さんらしく、控えめな香りと心地よい米の旨味が評価の

ポイントでした。 

 

そして第１位は！ 

北光正宗 純米吟醸 金紋錦 Extra edition 4A  角口酒造店（飯山市） 

720ml 1,816 円（税別） 

常温審査のアワードで最高の賞を！と特別に製造したお酒がみごと 1 位に！ 

常温でこそ花開く、華やかな香りと爽やかな口あたり、お米の甘味が口の中に広が

るのですが、そのあとスッキリと流れていくキレの良さは北光正宗の真骨頂。 

香りと甘味とキレの 3 拍子揃ったまさに究極の食中酒。 

こちらも 45 本限定生産で銀座 NAGANO でしか購入できません。 

 

どれも美味しいお酒ですが、アワード受賞酒を飲み比べるのも楽しいですね。 

 

 

【今月のバルおすすめ】 

 国産ぶどう 100%で造られたワインの中から優れたものを選ぶ、年に一回の審査会

「日本ワインコンクール（Japan Wine Competition）」。 

 先日、入賞ワインが発表になりましたが、今回入荷したサントリーさんのワインは、

金賞に輝いた３本、『金賞トリオ』です。 

 

 『サントリージャパンプレミアム 岩垂原メルロ 2013』8,000 円（税抜） 

  黒系果実やコーヒーを思わせる芳醇で複雑な香りです。凝縮した果実味と力強い

タンニン。 

 

 『サントリージャパンプレミアム 高山村産シャルドネ 2016』3,800 円（税抜） 

  複雑で芳醇な香りと凝縮感のある味わいです。 



 

 『サントリージャパンプレミアム 塩尻マスカット・ベーリーA ミズナラ樽熟成 2013』

4,000 円（税抜） 

  豊かな果実味と相性の良いミズナラ樽由来のココナッツのような香ばしい香り。 

 

秋の夜長に、しっとりとワイングラスを傾ける…、 そんなときに活躍するワイン

たちです。 

 

◇イベントスペース（２階）◇ 

 ９月９日は県内のひやおろし一斉解禁日。どこよりも早く、どこよりも沢山の種類

のひやおろしが銀座に登場。試飲会＆スペシャルマリアージュ企画をお楽しみあれ（有

料、予約制）。 

 

［９月９日］ 

 ・「ひやおろし」だよ全員集合2017 

  11:30～13:00、14:00～15:30（２回開催） 

 ・創作郷土料理と「ひやおろし」を味わう会 

  17:30～19:00 

 

［９月10日］ 

 ・「ひやおろし」だよ全員集合2017 女性＆若者スペシャル 

  14:00～15:30 

 ・絶品イタリアンと「ひやおろし」のマリアージュ 

  17:30～19:00    

 

 イベント内容の詳細は、銀座NAGANOのWebサイトをご覧ください。 

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

 

 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） 

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

≪祝銀メダル！感動をありがとう！！世界陸上 50 キロ競歩≫ 

 ８月１３日(日)にロンドンで行われた陸上世界選手権男子５０キロ競歩で、荒井広

宙選手(上高井郡小布施町出身)が、３時間４１分１７秒で銀メダルを獲得しました！ 

 リオデジャネイロオリンピックでの銅、今大会での銀、そして 2020 年東京オリンピ

ックでは……、と期待に胸が膨らんでしまいます。荒井選手の今後のさらなる活躍に

期待しましょう！ 

【知事メッセージ】 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/sports-ka/message/chiji20170814arai.htm

l  

 

≪祝金メダル！シングルスで初！！バドミントン世界選手権≫ 

 ８月２７日(日)にグラスゴー(英国)で行われた、バドミントンの第２３回世界選手

権女子シングルス決勝で、奥原希望選手(大町市出身)がインドのシンドゥ・プサルラ

選手を２－１で破り、見事金メダルを獲得しました！日本が世界選手権で金メダルを

獲得するのは４０年ぶり、シングルス制覇はオリンピック、世界選手権の男女を通じ

て初めての快挙とのことです！！ 

 リオデジャネイロオリンピックでは銅メダルを獲得している奥原選手。2020 年の東

京オリンピックでも活躍できるよう、引き続き応援していきましょう！ 

【知事メッセージ】 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/sports-ka/message/chiji20170828okuhara.

html  

 

≪頑張れ！Ｊ２松本山雅ＦＣ≫ 

 第３０節まで終了 １３勝７分１０敗 ＜２２チーム中８位＞ 

 第３０節ではＦＣ町田ゼルビアに２－１で勝利。３試合負けなしで勝ち点４６とな

っています。 

 次節では、９月２日（土）に、４位の徳島ヴォルティスとホームで対戦します。皆

様の熱い声援をお願いします！ 

【松本山雅ＦＣ】http://www.yamaga-fc.com/ 

 

≪行け行け！Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ≫ 

 第２０節まで終了 ７勝８分４敗 ＜１７チーム中７位＞ 

 第２０節ではセレッソ大阪Ｕ－２３と対戦。シュート１５本を放つも痛恨の引き分

けとなってしまいました。 

次節では、９月３日(日)に、ガイナーレ鳥取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/ 

 

≪頑張れ！ＡＣ長野パルセイロ・レディース≫ 

 第１２節まで終了 ５勝３分４敗 ＜１０チーム中４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１２節で日テレ・ベ

レーザと対戦し１－２で敗退。今季初の２連敗を喫してしまいました。 

 次節ではアウェーでＩＮＡＣ神戸レオネッサと対戦します。ここで踏ん張って嫌な

流れを断ち切れるよう、皆様のご声援をお願いします！ 

【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/ 

 

≪初優勝なるか！信濃グランセローズ≫ 

 後期３４試合終了 ２４勝１０敗＜西地区５チーム中１位＞ 

 西地区首位の信濃グランセローズは、８月２７日(日)に福島ホープスと対戦して１

０－７で勝利、後期優勝へのマジックナンバー「２」が点灯しました！ 

 次戦は９月２日(土)、小諸南城球場で福井ミラクルエレファンツと対戦します。 

 ここまで８連勝と快進撃を続けるグランセローズ。初優勝を目指して突き進め！ 

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

 

≪松商、奮戦甲斐なく惜敗！高校野球情報≫ 

 ８月８日(火)から激戦が繰り広げられた第９９回全国高校野球選手権大会。長野県

代表として出場した松商学園は、９日(水)の初戦で２１安打を記録。１２対３で土浦

日大(茨城)を破り、２回戦進出を果たしました。 

 １６日(水)に行われた第２戦、盛岡大付(岩手)に２点を先制された松商学園は、六

回の藤井の本塁打以降粘り強く反撃しましたが及ばず、残念ながら３対６で敗れてし

まいました。 

 最後の最後まで死力を尽くして戦った選手の皆さんの健闘を称えましょう。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【編集後記】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

春に芽吹いた種は、激しい夏の活力を貪欲に取り込みながら成長し、実りの秋を迎

えます。豊かに実った果実は再び種を宿し、厳しい冬を耐えることができれば、また

春に芽吹くことができるのでしょう。 

世界陸上５０キロ競歩での荒井選手の快挙、私もテレビに噛り付きながら、リアル

タイムで見ておりました。バドミントン世界選手権で奥原選手が成し遂げた偉業につ

いてもニュースで知り、郷土出身の選手たちの活躍に感動し、とても誇らしく思うと



同時に、この素晴らしく実った果実の裏に、どれほど過酷な夏があったのか、どれほ

ど厳しい冬があったのかと考えずにはいられませんでした。 

目にはさやかに見えないかもしれませんが、信州の秋は確実に近づいてきています。

食卓の彩り、馥郁たる文化芸術の薫り等々、「実り」の形は様々でしょうが、その裏に

ある数々の努力に想いを馳せ、畏敬の念を払いながら、実りの秋を楽しみたいと思い

ます。 

 

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

      ／＼       「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!! 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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 

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


