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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） 

 １１月号 ２０１７年１０月３１日（火） 

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

 都心でも朝晩の冷え込みに身を震わせることが多くなり、街を緑で飾っていた街路

樹にもようやく紅葉の兆しが見えてきました。 

 信州では一足お先に紅葉が最盛期を迎え、そろそろ冬の足音が背後に聞こえてきて

います。秋も冬も見どころいっぱいの信州。今月号でも最新の情報をお届けしていき

ます。 

 

【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.６― 

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

移住で人気の２県がコラボした最大規模の移住イベント！ 

・.☆彡 「岡山×長野⇒フルサト展」開催 ミ☆.・ 

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

 長野県と岡山県がコラボした移住大相談会を東京で開催します！ 

 長野県からは 21 市町村が参加（岡山県からは 19 市町）。一般企業への就業相談のほ

か、農業のこと、気になる住まいのことも相談できます。 

 移住を検討されている皆様、この機会に、暮らしのこと、仕事のことをじっくり相

談してみてはいかがでしょうか？ 

日 時：１１月５日(日) 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 ※キッズスペースあり 

入場料：無料 ※予約不要・入退場自由 

内 容：≪岡山×長野 クロストーク≫ 

     ◇ 長野県・岡山県でローカルライフを満喫しているゲスト４名登場！ 

       12:00～12:45「人とつながる移住」 

       14:15～15:00「ぶどう農家リアルライフ」 

    ≪長野県ブース≫〔26 ブース〕 



     ◇ 市町村ブース：２１市町村による個別相談〔19 ブース〕 

       長野市、松本市、上田市、岡谷市、須高地域（須坂市、小布施町、高山

村）、伊那市、中野市、飯山市、茅野市、佐久市、東御市、安曇野市、

箕輪町、松川町、下條村、天龍村、小谷村、小川村、木島平村 

     ◇ 総合相談ブース：楽園信州・移住推進室 

     ◇ 転職相談ブース：イーキュア（株） 

     ◇ 若者の就職支援ブース：ジョブカフェ信州 

     ◇ 就職相談ブース：長野労働局 

     ◇ 就農相談ブース：農村振興課 ほか 

     ◇ 住まい相談ブース：（一社）長野県宅地建物取引業協会 

     ◇ 先輩移住者相談ブース：クロストークに登場した先輩移住者が対応！ 

    ≪岡山県ブース≫〔38 ブース〕 

     ◇ 県内ほぼ全域をカバーする 19 市町による個別相談 

     ◇ 就職、就農、起業、住まい、企業ブースに加え、県立高校の入学担当者

も参加 

     ◇ ７市町による地域おこし協力隊合同募集説明会も 

   【詳しくはこちら⇒】https://www.rakuen-shinsyu.jp/modules/event/page/283  

問合せ先：長野県企画振興部地域振興課楽園信州・移住推進室（026-235-7024） 

 

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

「信州花フェスタ２０１９ ～北アルプスの贈りもの～」 

○◆○ 公式ホームページを開設しました！ ○◆○ 

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

 第 36 回全国都市緑化信州フェア「信州花フェスタ 2019 ～北アルプスの贈りもの

～」の公式ホームページを開設しました！ 

長野県で初めての開催となるビッグイベント。フェアの概要のほか、本番に向けた

準備の様子や様々な募集情報などなど、最新の情報をお伝えしていきますので、是非

アクセスしてみてください！ 

≪ホームページアドレス≫ 

https://shinshu-hanafesta2019.jp/ （スマートフォンでもご覧になれます） 

≪「第 36 回全国都市緑化信州フェア」概要≫ 

 開催期間：平成 31 年(2019 年)４月 25 日(木)～６月 16 日(日) 〈53 日間〉 

 愛称：「信州花フェスタ 2019 ～北アルプスの贈りもの～」 

 開催テーマ：「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」 

 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) 

 サテライト会場：松本市・大町市・塩尻市・安曇野市の各市において設定 

 主催者等：主催＝長野県・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 

      提唱＝国土交通省 

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） 

 

 

※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.６ 
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 ８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。 

 

【鈴木 遼：文部科学省】 

今年４月から文部科学省科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課に派遣され、 

各種補助金メニューによる研究開発・事業化支援や、地域科学技術の動向調査による

状況把握等、地域の科学技術振興に向けた業務を行っています。 

全国各地に出張することが多いため、その地域のコア・コンピタンスを実際に見て

知ることができ、大変勉強になります。 

引き続き、こちらでの業務を通じて、「モノになる技術を見極める力」を身に付け

たいと思います。 

 

【田口 利行：国土交通省】 

 今年４月から国土交通省環境安全課にお世話になっています。 

 道路の交付金に関わる業務を行っています。道路行政の中心を見ることができる貴

重な機会なので、その経験を長野県で生かすべく日々精進しています。 

また、長野県からは遠く離れましたが、この機会に大都市である東京の文化を吸収

すべく、様々な場所へ足を運びたいと思います。 

 

【高松 良枝：東京海上日動火災保険株式会社】 

 昨年４月から中央省庁や自治体施策などの情報収集・研究、お客様のニーズに合っ

た新しい保険商品やサービスの開発を担当しています。 

 農水省を担当するチームに所属しており、農業に関わる方の「いざというとき」を

お支えするために何ができるのか日々考えています。 

 また、担当業務に加え社内勉強会などへの参加を通して多くの刺激を受けています。 



 残りの期間も充実したものとなるよう、何ごとにも積極的にチャレンジしたいと思

います。 
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【３】信州だより 
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---------------------------------------------------------- 

 ○美味き国信州○…信州を味わおう！ 

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

≪安曇野はそばの郷 新そば祭り（安曇野市）≫ 

安曇野市内のそば店約 40 店舗が、期間中に新そばを提供します。安曇野産そば、

期間限定のオリジナルメニューや結いそばを提供するお店も！ 

日 時：１１月１日(水)～３０日(木) 

会 場：市内各そば店にて 

内 容：各参加そば店による新そば、結いそば、オリジナルメニューの販売提供 

問合せ先：安曇野市商工会穂高支所（0263-82-5820） 

     （ＵＲＬ：http://www.azumino-biz.net/） 

 

≪第７回信州八ヶ岳 新そばまつり（茅野市）≫ 

平成 29 年八ヶ岳山麓産の新そばを使用し、手打ちしたもりそば・かけそばを一杯

500 円で提供。蕎麦打ち体験会や、そば生産者によるコンバインの展示試乗会も。 

エキナカ赤ちょうちん、信州ワインとフランスワインの試飲会なども同時開催。 

日 時：１１月１１日(土) １０時３０分～１５時 

会 場：・ＪＲ茅野駅西口弥生通り ・東口イベントスペース  

    ・茅野市民館イベントスペース ・茅野市宮川かんてんぐら前広場 

入場料：無料 

内 容：●イベント概要 

     ・そば店出店予定：10 店舗 

     ・飲食・物販ブース：約 50 テント(エキナカ市を含む) 

     ・茅野駅東口イベントスペースで蕎麦打ち体験会 

(参加費 1,500 円・お持ち帰り約６～７人前) 

      自分の打ったそば 1 食分は、その場で茹でて食べられます！ 

     ・そば生産者団体による収穫用コンバイン展示・試乗体験 

     ・そばの刈取り風景のパネル展示 

    ●併設イベント 

     ・エキナカ赤ちょうちん：諏訪地域８蔵の試飲チケット(1,000 円)<500 円

金券２枚付き>で８蔵の日本酒が試飲できます〔エキナカ会場〕 



        （500 円券は全会場共通） 

     ・ワイン試飲コーナー：信州ワインとフランスワインの試飲チケット(1,000

円)<500 円金券２枚付き>で信州ワインとフランスワインが試飲できま

す〔宮川会場〕 

      （500 円券は全会場共通） 

問合せ先：信州八ヶ岳新そばまつり実行委員会事務局（0266-72-3801） 

 

≪第 24 回信州須坂とよおか新そば祭り（須坂市）≫ 

自家栽培そば粉を使用した香り豊かなそばを限定販売！また、地元のおでん、おや

き、ブルーベリー加工品、須坂の銘菓、はちみつ、地元野菜などの販売も。 

美味しいものが盛りだくさん。是非ご賞味あれ！ 

日 時：１１月２３日(木・祝) １１時３０分～ ※無くなり次第、終了 

会 場：豊丘活性化施設 そのさとホール 

内 容：自家栽培そば粉を使用した香り豊かなそばを一人前 400円で限定350食販売。 

    ※そのさとホールにて 11 時 15 分より開場、そば引換え券を販売 

    ※11 時 30 分よりそば引換開始＜引換券番号でお呼びします＞ 

    ※セルフサービスになります 

    ※地場産品の販売(おやき、おでん、そばだんご、はちみつ、須坂の銘菓など) 

    ※信州すざか農業小学校の農産物販売 

    ●新そば祭り当日のみのお問合せ(電話)026-248-2350 

    ●会場住所は須坂市大字豊丘 1023-1 

問合せ先：豊丘地域づくり推進委員会(豊丘地域公民館)（026-245-9768） 

 

≪野沢菜の収穫と野沢菜漬け体験①（長野市）≫ 

信州の特産品、野沢菜の漬物。 

畑での収穫が体験できるほか、漬物の体験も！ 

日 時：収穫体験：１１月２３日(木・祝)、２５日(土)、２６日(日) １０時～１４時 

    漬物体験：１１月２６日(日) １０時～／１３時～ 

会 場：収穫体験：ロハス茸菜里(ろはすきなさ)農場（長野市鬼無里日影 4346） 

    漬物体験：鬼無里農林産物直売所「ちょっくら」（長野市鬼無里 1699-2） 

参加費：・野沢菜の自己採り 50 円/kg  

・漬物体験 1,500 円(野沢菜 5kg と調味料込み、桶代別) 

内 容：●持ち物 

      収穫体験：包丁 

      漬物体験：お持ちのものがあれば漬物桶 

          （現地でお買い求めいただくこともできます） 

    ●スタッフが収穫した野沢菜は 100 円/kg でお分けいたします。 



    ●収穫体験は申し込み不要です。直接お越しください。 

    ●漬物体験は４日前までに電話でお申込みください。 

    【申込み先】鬼無里農林産物直売所「ちょっくら」026-256-2450 

問合せ先：ロハス茸菜里(ろはすきなさ)事務局（026-256-2328） 

     （ＵＲＬ：http://www.tgk.janis.or.jp/～t-tera55/） 

 

≪野沢菜の収穫と野沢菜漬け体験②（長野市）≫ 

長野市の大岡地区と中条地区でも野沢菜の収穫体験が行われます。 

日 時：大岡地区 １１月２５日(土) ９時３０分～１２時 

    中条地区 １１月下旬～１２月上旬(予定) ９時～１５時 

会 場：（大岡）大岡文化センター 

    （中条）中条地区内農場６会場(予定) 

参加費：（大岡）600 円 （中条）野沢菜の自己採り 50 円/kg(※予定) 

内 容：●(大岡) ≪野沢菜収穫と漬物体験≫ 

     野沢菜１束(４kg)をお持ち帰りできます。 

     漬物体験もされる方は漬け桶をご持参ください。 

     ３日前までに電話か FAX でお申込みをお願いします。 

    ●(中条) ≪収穫体験≫ 

     野沢菜のとり置きは 80 円/kg(※予定)（要予約） 

     ご希望の方は長野市中条支所へご連絡ください。農場の場所をお伝えしま

す。 

     お菜が完売した場合や大雪が降った場合は終了となります。 

     持ち物：鎌、包丁、ひも、軍手、雨具など 

    ☆収穫作業に適した服装でお越しください。 

問合せ先：（大岡）大岡グリーンツーリズム倶楽部 

        （電話）026-266-2151 (FAX) 026-266-2153 

     （中条）お菜とりツアー実行委員会事務局（長野市中条支所内） 

         （026-268-3003） 

     （ＵＲＬ：http://nagano-irodori.com/taiken/eclipse_archive.html） 

 

≪信州特産 野沢菜漬け体験（安曇野市）≫ 

信州といえば野沢菜が有名。それぞれの家庭に、それぞれ工夫を凝らした野沢菜漬

けがあります。 

畑から野沢菜をこぎとり、漬けるまでを体験できるこの機会に、安曇野を訪れてみ

てはいかがでしょうか？ 

日 時：１１月２５日(土) １３時～１６時 

会 場：安曇野市豊科 ビレッジ安曇野 



参加費：3,000 円 

内 容：【日程】 

    ビレッジ安曇野 13:00 集合⇒日程説明 13:30⇒畑に移動⇒こぎとり作業⇒

15:30 ビレッジに戻りティータイム⇒漬け込み体験⇒解散 16:00 頃 

    ●参加費に含まれるもの……材料費、指導料、送料、保険代含む 

    ●持ち物……エプロン、三角巾、炊事用手袋、雨具、汚れてもよい作業ので

きる服装、運動靴(雨の場合の長靴は用意致します) 

    ●募集人員……20 名(最少催行人員５名) 

    ●募集締め切り……11 月 17 日(金) 

    ※お申込みは観光協会まで 

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） 

 

≪安曇野産りんごをまるごと使用した アップルパイ作り体験（安曇野市）≫ 

安曇野の特産品であるりんごを使用したアップルパイ作りです。 

安曇野のりんごは種類が豊富。丸ごとりんごパイは驚きの大きさと美味しさです！ 

日 時：１１月１２日(日) １３時～１５時 

会 場：ファインビュー室山 

参加費：1,500 円 

内 容：【日程】 

    集合 13:00 ファインビュー室山⇒作業日程の説明⇒調理開始⇒試食 

⇒15:00 解散 

●参加費に含まれるもの……材料費、施設使用料、保険代 

●持ち物……エプロン、三角巾、持ち帰り用タッパー 

●募集人員……20 名(最少催行人員５名) 

●申込み締切日……11 月２日(木) 

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） 

 

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

 ◇美し国信州◇…信州を愛でよう！ 

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

≪皇女和宮御下向行列(こうじょかずのみやごげこうぎょうれつ)（塩尻市）≫ 

 和宮のお輿入れの様子を再現する「皇女和宮行列」。 

 華やかな衣装を身にまとった約 60 名の行列が薮原宿や奈良井宿を練り歩く姿は、ま

さに時代絵巻そのもの。往時の面影を色濃く残す奈良井宿での行列は必見ですよ！ 



日 時：１１月５日(日) １１時～（雨天時はイベント内容を変更して開催） 

会 場：中山道 薮原宿（１１時から※約１時間） 

    中山道 奈良井宿（１３時３０分から※約１時間） 

入場料：観覧無料 

内 容：和宮行列が宿場を練り歩くほか、次のイベント等を開催します。 

    (1)オリジナル再現菓子「深秋の姫道中」の限定販売(有料) 

     皇女和宮が御下向の道中にお召し上がりになったお菓子を現代風に再現！ 

        (2)人力車で奈良井宿の町並みを楽しむ(有料) 

    (3)「和宮御膳」を味わう(要事前予約。有料) 

     和宮が御下向の際に本山宿でお召し上がりになった夕食の献立を奈良井宿

で！ 

    (4)特産品などの販売(有料) 

    (5)中山道の難所「鳥居峠ウォーキング」(要事前予約。無料。ガイド付き。

参加記念品有り) 

    (6)木曽檜箸づくり体験(有料) 

    (7)長野県伝統工芸品「奈良井の曲物」の製作実演(無料) 

問合せ先：街道交流事業実行委員会事務局((一社)塩尻市観光協会内)（0263-54-2001） 

     （ＵＲＬ：http://www.tokimeguri.jp/） 

 

≪TWIN ILLUMINATION 光の森のページェント（安曇野市）≫ 

 北アルプス山麓にあるあづみの公園の２つの地区で、今年もイルミネーションを開

催いたします。 

 今年のテーマは“７つの宝石の秘密”。２つの地区の光の森を巡り、すべての宝石を

集めると「真実の宝石」にたどり着きます。 

 コンセプトは、「幻想的な世界で“わたし”が輝く」です。 

日 時：１１月１１日(土)～２０１８年１月８日(月・祝) 点灯時間１６時～２１時 

会 場：国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区 ※大町・松川地区でも同時開催 

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

    （イベント体験：有料のものあり） 

内 容：●イベント概要 

     「光と花火のショー」や「コンサート」、「星空観察会」、「クラフト体験」、

クリスマスには公園からのプレゼントとして楽しいイベントを予定して

います。（※詳細はＨＰ等でご確認ください） 

    ●その他のイベント 

     「第 13 回アートライン展」 

     11 月 23 日(祝)～12 月 24 日(日)9:30～21:00 あづみの学校 多目的ホール 

     アートライン加盟館に属する作品が一堂に集結します。 



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） 

 

≪Twin Illumination「光の森のページェント」～７つの宝石の秘密～（大町市）≫ 

 標高 3,000m 級の北アルプスを望む自然豊かな癒しの空間、国営アルプスあづみの公

園で行われる光の祭典。前出の堀金・穂高地区のイベントと同時開催で、大町・松川

地区でもイルミネーションイベントが繰り広げられます！ 

日 時：１１月１１日(土)～２０１８年１月８日(月・祝) 点灯時間：１６時～２１時 

会 場：国営アルプスあづみの公園 

    【大町・松川地区】長野県大町市常盤 7791-4 

入場料：大人(15 歳以上)410 円、小人(小中学生)80 円、シルバー(65 歳以上)210 円、 

    幼児無料 

内 容：●見どころ 

     ・「ルビー」の指輪とシンボルツリー 

     ・「エメラルド」の広場と宝石色の散歩道 

     ・「トルマリン」の宝石曼荼羅の森 

    ●イベント 

     ・12/16、17、23、24 クリスマスステージ 

     ・1/6～8 魔法使いアキットのマジックショー 

問合せ先：国営アルプスあづみの公園 大町・松川管理センター（0261-21-1212） 

 

≪安曇野神竹灯(かみあかり)２０１７（安曇野市）≫ 

 2011年から穂高神社で開催されている竹灯籠のイベント。今年の本数は 10,000本！ 

 穂高神社の祭神は、九州の海人の神である「穂高見命(ほたかみのみこと)」。故郷を

懐かしむ彼に、姉の「豊玉姫(とよたまひめ)」(九州・祖母山の神)が届けた贈り物が

「神竹灯」の発端とのこと。弟を思う姉の優しい心に想いを馳せながら、美しい竹灯

籠の灯りを楽しんでみてはいかがでしょうか？ 

日 時：１２月１日(金)～３日(日) １６時～２０時 

会 場：穂高神社境内とその周辺 

内 容：●イベント概要 

     ・ご来場の観光客の皆様や、地元の穂高商業高校の生徒・住民の皆様に竹

灯籠の配置・点灯にご協力いただく参加型イベント 

     ・地元ミュージシャンが出演する神竹灯コンサートも開催 

     ・双体道祖神の郷として知られる安曇野にちなみ、期間中には恋活イベン

トも開催。会場内に、「安曇野神竹灯ウェディング」へ向けてブライダ

ルコーナーも開設 

     ・温かい飲食や、大分県竹田市の特産物「かぼす」の販売などの屋台も出   



      店 

    ●その他イベント 

     ・「安曇野神竹灯」終了後、年末年始の期間中にも、ホテルやペンションな

どの参加施設で「神竹灯」を実施。あたたかい光で安曇野へお越しにな

ったお客様をお迎えします。 

問合せ先：安曇野市観光情報センター（0263-82-9363） 

     （ＵＲＬ：https://ja-jp.facebook.com/kamiakari/） 

 

≪箕輪町観光協会 フォトコンテスト（箕輪町）≫ 

 伊那谷の美しい風景や、１万本のもみじが鮮やかなもみじ湖のライトアップ、地域

の伝統行事など…、箕輪町の魅力を伝える１枚をお待ちしています。 

 最高の１枚を撮りに、是非箕輪町にお越しください！ 

日 時：応募締切 ２０１８年２月２日(金)（当日消印有効） 

会 場：箕輪町 

内 容：●募集部門 

     ①一般の部 

      箕輪らしい風景や行事の写真に限らず、箕輪町の魅力を伝えてくれる写

真。 

     ②ポストカードの部（新） 

      写すものや構図が様々なポストカード部門。一般の部に比べ、より自由

な視点で撮られた写真をお待ちしています。 

     ③みのわ祭りの部（新） 

    ●応募規定 

     2017 年１月～2018 年２月(締切日)までに箕輪町内で撮影された写真又は 

     箕輪町が写っている写真で、未発表作品に限ります。 

     サイズ：４切(ワイド可)又はＡ４ 

     応募点数：お一人様５点まで 

     応募資格：プロ・アマ問わずどなたでも 

     応募方法：作品の裏面に応募用紙を貼り付け郵送 

          ※用紙は箕輪町観光協会ＨＰからダウンロードしてください。 

     応募先：箕輪町観光協会 

         〒399－4695 長野県箕輪町中箕輪 10298 番地 

         箕輪町役場商工観光推進室内 

     賞 品：推薦１点 賞金３万円 特選数点 賞金２万円など各種賞あり 

     参 考：入賞作品は箕輪町の観光ＰＲに使用します（イベント、パンフレ

ットなどに活用） 

問合せ先：箕輪町観光協会（0265-79-3111） 



     （ＵＲＬ：https://www.minowa-town.jp/） 

 

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

 ☆ワンダーランド信州☆…信州を楽しもう！ 

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

≪秋はみのりのみはらしまつり（伊那市）≫ 

 毎年恒例、みはらしファーム集大成のイベントです。 

 「地元はざかけコシヒカリを GET する輪投げ」や、大人気の「野菜の重量(一貫目)

あてゲーム」のほか、地元野菜詰め放題、ちびっこ餅つき大会、りんご皮むき競争、

アスパラ釣り、福足抽選会、スタンプラリーなど、大人から子供まで参加して楽しめ

るイベントが盛りだくさん！ 

 「ローメン」など地元グルメの販売、地元農協主催の「酪農祭」も同時開催予定！ 

日 時：１１月３日(祝・金) ９時～１６時 

会 場：はびろ農業公園 みはらしファーム 

内 容：・コシヒカリ争奪輪投げで GET：（無料）来場者どなたでも参加ＯＫ 

    ・地元野菜詰め放題：（有料）50 名限定で午前・午後の２回開催 

    ・きのこ汁振る舞い：無くなり次第終了 

    ・「一貫目(野菜の重量あて)ゲーム」：（無料）50 名限定で午前・午後の２回

開催 

    ・「スタンプラリー みはらしクエスト」：（無料）200 名限定 

    などなど 

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/） 

 

≪志賀高原統一初滑り・スキー場開き祭（山ノ内町）≫ 

 18 のスキー場で極上のパウダースノーを味わえる「日本最大級のスノーリゾート 

志賀高原」！ 

 本格的なスキーシーズンの到来を告げる、毎年恒例の統一初滑り・スキー場開き祭

です。 

日 時：１２月２日(土) １０時～１２時 

会 場：志賀高原 熊の湯スキー場 

内 容：安全を祈願した後、地元の保育園児や小学生、中学生その他の皆様によるデ 

    モンストレーション滑走が行われます。 

    その他、豪華ウィンター用品などが当たるお楽しみ抽選会や、お得な特別割 

    引リフト券の販売、フードコーナーの出店等を予定しております。 

    ※内容は変更になる場合があります。 



    10:00 安全祈願祭 

    10:25 フラッグ滑走 

    10:45 開会宣言 

    11:00 サービスコーナーオープン・抽選券販売開始(1 枚 200 円、1 回 10 枚) 

    11:05 デモンストレーション滑走 

       ※志賀高原観光ＰＲキャラクターおこみん・大蛇滑走・ハンドレットス

キークラブ(100 歳)・志賀高原保育園・山ノ内町東小学校・山ノ内中

学校・SAJ 志賀高原スキー学校・SIA 志賀高原スキー学校 

    11:30 抽選会開始 

    12:15 閉会 

    スキー場開き祭特別共通リフト券(12/2・3 のみ有効) 

    １日券 12 歳以上 2,900 円 小学生まで 1,500 円 

    ２日券 12 歳以上 3,800 円 小学生まで 1,900 円 

    ※２日券の販売は 12/2 のみ 

問合せ先：志賀高原観光協会（0269-34-2404） 

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

 

≪真田氏ゆかりの地まち歩き（上田市）≫ 

 真田一族を育んだ上田市。城下町としての町づくりの工夫や、市街地に点在する真

田氏ゆかりの神社・仏閣を中心に、ガイドの説明を聞きながら散策するプランです。 

 「信州上田おもてなし武将隊」がご案内する特別プランもございます。 

日 時：１０月１日(日)～２０１８年３月 31 日(土)の毎日 

会 場：上田市内(真田氏ゆかりの場所) ※集合：上田駅(上田市観光案内所) 

参加費：通常プラン：大人 1,800 円 子供 900 円  

武将隊案内プラン：大人 2,800 円 子供 1,400 円 

内 容：・北陸新幹線上田駅(上田市観光案内所)から出発します。 

    ・ガイドはお客様５名程度につき１名でご案内します。 

    ・行程の歩行距離は 6.5km 程度で、途中離団コース(短縮コース)も設定して

います。 

    ・ツアー出発の５日前までにご予約ください。 

    【予約先】(株)観光販売システムズ TEL:050-3775-4727 

    【行程】 

     上田駅前の幸村公騎馬像からスタートし、お寺の並ぶ鍛冶町を通り、街の 

     鬼門とされる大輪寺に到着。寒松院(真田昌幸の正室)のお墓は必見です。

その後、北国街道の名残りを残す柳町で自由散策の後、芳泉寺では小松姫

(真田信之の正室)の墓もご覧いただけます。その他、映画「たそがれ清兵

衛」のロケ地や上田城にも立ち寄ったりと、見どころ盛り沢山の内容で



す！ 

問合せ先：一般社団法人 信州上田観光協会（0268-71-6074） 

     （ＵＲＬ：http://www.ueda-cb.gr.jp/） 

 

≪2017－2018 信州スノーキッズ倶楽部会員募集（長野県全域）≫ 

 信州スノーキッズ倶楽部は、長野県内のスキー場を始めとする事業者・施設の協力

のもと、(一社)長野県観光機構が運営する小学生対象の倶楽部です。 

 いろいろな特典がついて年会費 1,000 円はお得ですよ！ 

日 時：１１月１日(水)～２０１８年３月３１日(土) 

内 容：◎会員対象：全国の小学生 

     ◎年会費：1,000 円 

    ◎会員特典： 

     １ 長野県内スキー場 無料リフト１日引換券(小人券)プレゼント：１枚 

     ２ スクールレッスン 1,000 円補助券プレゼント：１枚 

     ３ 会員・ファミリーで使える！(会員および同伴家族４名、合計５名まで

利用可)リフト１日券 500 円割引券プレゼント：３枚 

     ４ 会員・ファミリーで使える！(会員および同伴家族４名、合計５名まで

利用可) スキー用品レンタル 500 円割引券プレゼント：３枚 

     ５ 会員・ファミリーで使える！(会員および同伴家族４名、合計５名まで

利用可)温泉入浴割引券(大人 100 円・小人 50 円)プレゼント：３枚 

     ６ ポイントラリー 

       ①シーズン中(何回でも引換可能) 

        ５ポイント(５回リフト券購入)で、無料リフト１日引換券(小人券)

１枚と引き換え 

       ②シーズン終了後(１回のみ) 

        ５ポイント(同上)で、翌シーズンの無料リフト１日引換券(小人券)

１枚と引き換え 

        ※但し、６年生の場合は、翌シーズンの無料リフト１日引換券(大人

券)１枚と引き換え 

問合せ先：(一社)長野県観光機構 国内誘客推進部（026-234-7219） 

     （ＵＲＬ：https://www.snow-kids.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 
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【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 
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お陰様で、10 月 26 日に銀座ＮＡＧＡＮＯは３周年を迎えることができました。 

 多くの皆様にこれからも長野の魅力をお伝えできるようより一層頑張ってまいりま

す。 

 

◇ショップ（１階）◇ 

【今月のショップおすすめ】 

 国産くるみの約８割が、実は長野県で生産されているってご存知ですか？ 

 長野県の香ばしいくるみをふんだんに使い丁寧に仕上げた、信州各地の菓子処のク

ルミ菓子が揃いました。贅沢な秋のティータイムにいかがでしょうか。 

 ・アロンディール〔３個入 498 円〕エトワール（上田市） 

 ・信州くるみ倶楽部〔207 円〕紅谷和洋菓子舗（坂城町） 

 ・くるみのコンサート〔201 円〕ガトーフレーズ（松本市） 

 ・胡桃ぱい〔130 円〕御菓子処花岡（東御市） 

 ・西洋匠館〔205 円〕和泉屋菓子店（佐久市） 

    ※価格はすべて税別です。 

 

【今月のおすすめ日本酒】 

 今回も、９月９日に一斉解禁された「ひやおろし」から選りすぐりをご紹介いたし

ます。 

 すでに銀座ＮＡＧＡＮＯでも売り切れが出ていますが・・・まだまだ魅力的なお酒

が沢山！今回はその中でもお勧めのお酒を２銘柄ご紹介。 

 

・無尽蔵 純米吟醸 ひとごこち ひやおろし     橘倉酒造（佐久市）  

 720ml 1,550 円（税別） 

 昨年の、Ｇ７伊勢志摩サミットでお土産酒にも選ばれた無尽蔵シリーズ。秋は旨味

をのせたひやおろしの登場です。ふくらみのある味わいと豊かな香りがコクのあるお

料理にもピッタリ。 

秋が深まるこの時期にぜひお楽しみ頂きたいお酒です。 

 

・信州亀齢 純米吟醸 ひとごこち ひやおろし    岡崎酒造（上田市） 

 720ml 1,364 円（税別） 

 2015年の関東信越国税局酒類鑑評会で 201蔵の中で 1位に輝いた酒蔵のひやおろし

です。ここは女性杜氏ですが夫婦二人三脚でお酒を醸しています。 

華やかな中にも飲みごたえのある味わいをつくっているお蔵。今回も香りと味のバ



ランスが絶妙です。関東ではなかなか買えないお酒。銀座ＮＡＧＡＮＯでぜひお買い

求めください。 

 

 そのほかにも、まだまだご紹介したいお酒がたくさん。 

 ぜひ銀座ＮＡＧＡＮＯで選ぶ楽しみも一緒に味わってください。 

 

【今月のおすすめワイン】 

・千曲川ワインバレーシリーズ シャルドネ 3,241 円（税別） 

 はすみふぁーむ産シャルドネを 100％使用し、初めてオーク樽で８か月間熟成させ

て仕上げ、プレミアムライン「千曲川ワインバレーシリーズ」としてリリース。 

 熟したりんご、ジューシーなメロンの味、そして口に含むと心地よい酸と共にバラ

ンスの良さを感じるワインです。 

 

◇イベントスペース（２階）◇ 

11月18日（土） 

・10:45～12:30 信州で暮らそう！「二地域居住者向けコンパクト住宅のススメ」（予

約優先、定員35名） 

・13:00～15:00 信州の魅力を知ろう！移住者向け創業セミナー（予約優先、定員25

名） 

・16:00～18:30 しあわせ信州 地域おこし協力隊 合同募集説明会（予約優先、定員

25名） 

 

 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） 

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

≪目指せ昇格！Ｊ２松本山雅ＦＣ≫ 

 第３９節まで終了 １９勝７分１３敗 ＜２２チーム中５位＞ 

 第３９節で、ＦＣ岐阜とホームで対戦した松本山雅は２－１で勝利。３試合ぶりの



白星で、Ｊ１昇格プレーオフ出場圏内の５位に浮上しています。 

 次節では、１１月５日（日）に、カマタマーレ讃岐とアウェーで対戦します。今シ

ーズンも残すところあと３試合。Ｊ１昇格目指し、頑張れ、松本山雅！ 

【松本山雅ＦＣ】http://www.yamaga-fc.com/ 

 

≪頑張れ！Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ≫ 

 第２９節まで終了 １１勝９分７敗 ＜１７チーム中７位＞ 

 第２９節ではホームでブラウブリッツ秋田と対戦し、１－２で敗れています。 

次節では、１１月５日(日)に、藤枝ＭＹＦＣとアウェーで対戦します。今季も残す

ところあと５試合。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/ 

 

≪来季に期待！なでしこ１部 ＡＣ長野パルセイロ・レディース≫ 

 全試合(全１８節)終了 ６勝５分７敗 ＜１０チーム中６位＞ 

 なでしこ１部参戦２年目の今季は最終順位６位という結果に終わりました。 

 ７月のエース横山のドイツ移籍後、苦しい戦いが続き、国内トップリーグの厳しさ

を経験したパルセイロ・レディース。この経験を糧として課題を克服し、来季での飛

躍を期待したいと思います。 

【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≫ 

 2017-2018 シーズン第６節まで終了 ７勝４敗 ＜Ｂ２中地区６チーム中１位＞ 

 ９月３０日(土)の開幕から４連勝とスタートダッシュを見せたブレイブウォリアー

ズ。その後４連敗といやな流れになりましたが、勢いを盛り返し現在３連勝中です！ 

 まだまだシーズンは始まったばかり。上位進出を目指して、皆様の熱い応援をお願

いします！ 

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

 

≪惜しくも日本一ならず！信濃グランセローズ≫ 

 見事西地区優勝を果たしたグランセローズは、９月２３日(土)開幕のＢＣリーグチ

ャンピオンシップで、東地区優勝の群馬ダイヤモンドペガサスを３勝２敗で降し、球

団創設 11 年目で初となるリーグ優勝を果たしました！！！ 

 その後、１０月７日(土)開幕のグランドチャンピオンシップで、四国アイランドリ

ーグ plus で総合優勝した徳島インディゴソックスと、独立リーグ日本一をかけて対戦

しましたが、善戦空しく２勝３敗で敗れ、惜しくも日本一を逃しました。 

 日本一は逃したものの、ＢＣリーグの頂点を極めたグランセローズ。本西監督のも

とチーム一丸となって戦い抜いた選手の皆さんに敬意を表すると同時に、来季での更



なる活躍に期待したいと思います。 

【信濃グランセローズ】http://www.grandserows.co.jp/ 
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【編集後記】 
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「秋は夕暮れ。夕日のさして、山の端いと近うなりたるに、烏の寝どころへ行くと

て、三つ四つ、二つ三つなど、飛び急ぐさへあはれなり。」…… 

今年の秋は何か物足りないなと思っていたら、そうです、都心には、夕暮れ時に、

夕日が差し込んで錦に輝く山が無い……。『枕草子』に登場する烏たちも、ビルの狭間

では生ごみを漁る嫌われ者になってしまっています。 

信州の盆地に生まれ、盆地に育ち、盆地に学んで盆地を渡り歩いてきた私のような

人間にとって、山々の存在は当たり前すぎて、日常生活ではあまり意識もしていませ

んでした。しかし、信州を離れてみると、故郷の山々の美しさ、紅葉に覆われた秋の

風景の壮麗さが身に染みて感じられるようになってきます。 

色鮮やかな紅葉と清冽な渓流と峨々たる山巓とのタペストリー。信州の短い秋が駆

け足で去ってゆく前に、自然の織りなす芸術を鑑賞してみてはいかがでしょうか？ 

 

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

「信州で学ぼう」 

 

平成 30 年４月長野県立大学開学 

平成 30 年８月第 42 回全国高等学校総合文化祭（2018 信州総文祭）開催 

信州の自然を生かした「信州やまほいく」や「山村留学」の推進 

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

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

★ 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 

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


