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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） 

 ２月号 ２０１８年１月３１日（水） 

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

 新しい年が始まって早 1 ヶ月。皆様、お屠蘇気分もすっかり抜け、徐々にアクセル

を踏み込みながら（もしくはロケットスタートで）2018 年を走り始めておられること

と思います。 

 この「お屠蘇気分」という言葉、何の気なしに使ってしまいましたが、「お屠蘇」な

んて最近飲んでないなあという方、結構多いのではないでしょうか。年賀状をメール

で済ませるという人も、若者を中心に増えてきているようです。春夏秋冬盆暮れ正月

変わりなく便利な生活を送ることができる現在、正月の風景が様変わりしていくのも

当然のことなのかもしれません。 

 しかし、そうは言っても、古より四季折々の姿を愛でてきた日本人の心は忘れたく

ないものです。今月号も季節の話題を精一杯盛り込んでお届けしますので、お楽しみ

いただけたら幸いです。 

 

【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.９― 

【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 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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

～長野オリンピック・パラリンピックの感動を再び！～ 

ミ☆「オリンピック・パラリンピック写真パネル展」開催中 ☆彡 

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

 1998 年（平成 10 年）に長野県で開催された冬季オリンピック・パラリンピック。

20 年前のあの感動を次の世代に伝えるとともに、２月の平昌、2020 年の東京オリンピ

ック・パラリンピックに向けた機運の醸成を図るため、当時のポスター等を巡回展示

しています。 

期 間：１月 22 日(月)～３月 11 日(日) 

会場等：◆長野県合同庁舎・県庁 

     ※巡回日程・会場の詳細は下記サイトをご覧ください。 

    ◆松本空港ターミナルビル 



     〔２月 26 日(月)～３月２日(金)8:30～17:30 １階ロビー〕 

    ◆木曾くらしの工芸館 

     〔２月 26 日(月)～３月 11 日(日)9:00～16:00〕 

【オリンピック・パラリンピック写真パネル展⇒】 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/happyou/181015press.html  

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

＊東京 2020 オリンピック・パラリンピックフラッグツアー＊ 

長野県にオリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグが到来！ 

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

 東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催機運を高めようと、オリンピック・

パラリンピックフラッグが全国を巡回しています。この冬、長野県にもやってきます！ 

◇フラッグ歓迎イベント◇ 

 日 時：２月４日(日) 13 時 00 分～13 時 20 分 

     ※フラッグ撮影タイム 15 時 45 分～16 時 45 分 

 会 場：長野市芸術館 メインホール 

 内 容：フラッグ引継ぎ式、フラッグツアーアンバサダートークショーなど 

 出演者：フラッグツアーアンバサダー 塚原 直貴 

     （オリンピアン・陸上競技／北京 2008 大会 銅メダル／長野県岡谷市出身） 

     阿部 守一 長野県知事 

     加藤 久雄 長野市長 ほか 

 ※「長野オリンピック・パラリンピック 20 周年記念式典＆アニバーサリーコンサー

ト」（主催：長野オリンピック・パラリンピック 20 周年記念事業実行委員会）と

同時開催 

 ※フラッグ歓迎イベント及び「長野オリンピック・パラリンピック 20 周年記念式典

＆アニバーサリーコンサート」の参加申込の受付は終了しましたが、当日のフラ

ッグ撮影タイムでは参加申込不要でどなたでもオリンピックフラッグ・パラリン

ピックフラッグと一緒に写真撮影することができます。 

◇フラッグ展示◇ 

 期 間：１月 15 日(月)～２月８日(木) 

 会 場：※下記サイトをご覧ください。 

 内 容：オリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグ展示、大会関連パネル 

【フラッグ展示・歓迎イベント⇒】 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/happyou/180115press.html  

 

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

  ＊「おいしい信州ふーど（風土）」プレミア企画＊ 

～信州ジビエ×NAGANO WINE の特別授業＆晩餐会～ 

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

 個体数が増えて農林業や自然生態系への被害が出てきているニホンジカ。そんなニ

ホンジカをむしろ地域資源と捉え、ジビエとして活用していこう！という動きが長野

県内で進んでいます。 



 そこで、ニホンジカを巡る問題や信州ジビエについて知っていただこうと、「ニホン

ジカ問題からジビエを考える～いただいた命を無駄なく活かす～」をテーマに、特別

授業と晩餐会が開催されます。ご興味のある方は、参加してみてはいかがでしょうか？ 

日 時：２月 24 日(土) 13：30～19：00 

会 場：いいオフィス上野（東京都台東区上野２－18－７ 共同ビル３Ｆ） 

参加費：第１部 無料 第２部 10,000 円 

定 員：第１部 100 名 第２部 50 名 ※第２部のみの参加はできません。 

    ※申込方法等については下記サイトをご覧ください 

（申込期限：２月９日(金)）。 

内 容：第１部 特別授業《信州ジビエの背景を学ぶ》 13:30～16:00 

       （パネルディスカッションほか） 

    第２部 晩餐会《山の幸・野の幸のマリアージュ》 16:30～19:00 

       （ジビエ料理４品、NAGANO WINE４銘柄など） 

【信州ジビエ×NAGANO WINE の特別授業＆晩餐会⇒】 

https://www.oishii-shinshu.net/event/18023.html  

 

 

 

※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.９ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 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。 

 

【矢澤 雄一：総務省】 

今年度の４月から総務省自治税務局都道府県税課において、長野県はじめ地方の自

主財源である地方税の制度運用・改正について学んでいます。 

昨年度まで派遣されていました地方公務員災害補償基金とは雰囲気も総勤務時間

も違いますが、職員のレベルの高さは変わらず、刺激的な毎日を送っています。 

業務による知識はもちろん、多くの方との出会いも大切な財産として長野県に持ち

帰りたいと思います。 

 

【尾藤 孝弘：厚生労働省】 

一昨年４月から医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課に勤務しています。医薬品

や薬物に関連する、事件の対応や施策の立案・検討を行っています。 

様々な業界団体との意見交換や国際会議への出席など、厚労省ならではの業務を通

じて得た知識や人脈を県の薬事行政官の業務に生かしたいと思います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



【３】信州だより 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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

 冬のイベント情報 ☆「食」☆ 

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

≪おら家の逸品 スタンプラリー（長野市）≫ 

寒～い寒い冬。この時季だからこそ味わえるごちそうがあります。 

スキーやスノーボードの合間に、参拝のあとに、心も体も温まる逸品をご賞味くだ

さい。 

日 時：４月１日(日)まで開催中 

会 場：戸隠地区の参加飲食店 19 店舗 

内 容：◇参加店舗３軒で逸品を召し上がってスタンプを集められた方に、戸隠スキ

ー場のリフト１日券をプレゼント（１～３月各月先着 30 名様） 

    ◇温かい蕎麦やボリューム満点の肉料理、信州産りんごを使ったデザートな

ど各店工夫を凝らしたメニューがずらり！ 

【おら家の逸品⇒】http://www.togakushi-21.jp/winter/food.php  

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

 冬のイベント情報 ☆「遊」☆ 

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

≪キッズプレイパーク（安曇野市）≫ 

 冬でも元気いっぱい！体を動かして遊べるインドア プレイパーク開催！ 

 ボールプールやフォレストアドベンチャーなど、冬の寒い時期でも思いっきり遊べ

るイベントを実施します。 

日 時：１月 20 日(土)～４月８日(日) ９時 30 分～16 時（３月からは 17 時まで） 

会 場：国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区  

ガイドセンター・あづみの学校 玄関ホール 

入園料：【3 月 31 日まで】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） 

    【4 月以降】大人：450 円(65 歳以上 210 円) 小中学生：無料 

         幼児無料（イベント体験：有料のものあり） 

内 容：◇ボールプール 

    ◇積み木で遊ぼう！ 

    ◇フォレストアドベンチャー（1/20～3/21 土日祝日、3/24～4/8） 

【キッズプレイパーク⇒】 



http://www.azumino-koen.jp/horigane_hotaka/new/topics.php?id=1514  

 

≪中馬ぬくもり街道ひな祭り（阿智村・平谷村・根羽村・飯田市）≫ 

南信州と三河を結ぶ中馬街道沿線１市３村（阿智村・平谷村・根羽村・飯田市）で

10 年前から行われている中馬ぬくもり街道ひな祭り。 

商店や観光関連施設等ではひな人形展示（160 箇所余）や手作りグッズ販売を、飲

食店では期間限定メニュー等をご提供します。 

日 時：２月１日(木)～４月３日(火) 

    昼神温泉郷では２月１日(木)より開催 

    飯田市、阿智村駒場・浪合・清内路、平谷村、根羽村では３月１日(木)より

開催 

会 場：阿智村・平谷村・根羽村・飯田市内の参加店（160 店舗余） 

【中馬ぬくもり街道ひな祭り⇒】 

http://achimura.com/2018/01/06/hinamatsuri_2018/  

 

≪木島平スキー場感謝祭（木島平村）≫ 

 信州の北端に位置する「北信州 木島平スキー場」。広いゲレンデが特徴で、初心者

から上級者まで幅広くお楽しみいただけます。小学６年生までリフト無料となってお

り、日本最大級の全長 800ｍのそりコースも設置されています。 

 そんな木島平スキー場で、日頃のご愛顧に感謝して「木島平スキー場感謝祭」を開

催します！美味しいものあり、楽しいイベントありのお祭りです。皆様のお越しをお

待ちしております！ 

日 時：２月４日(日) 10 時～15 時 

会 場：北信州 木島平スキー場 

内 容：◇ゲレンデ内に屋台村が登場 

    ◇きのこ汁やつきたてお餅の振舞い、宝探し大会、ビンゴ大会も 

【木島平スキー場感謝祭⇒】http://kijimadaira.info/event/  

 

≪～北国街道 小諸宿～ お人形さんめぐり・わら馬パレード（小諸市）≫ 

北国街道小諸宿の街道沿いを中心に、各店舗や個人宅に代々伝わるひな人形など、

今まで眠っていたお人形さんたちを目覚めさせ、各種イベントを開催！ 

日 時：２月 17 日(土)～３月４日(日) 10 時～16 時 

会 場：北国街道小諸宿 街道沿いの各店舗 ほか 

内 容：◇わら馬パレード〔3 月 3 日(土)12 時～（予定）〕 

    ◇小諸宿スペシャルガイドツアー（要予約） 

     【詳細はこちら⇒】(一社)こもろ観光局 0267-22-1234 

    ◇各種体験教室（要予約） 



     【詳細はこちら⇒】ほんまち町屋館 0267-25-2770 

    ◇小諸学舎蔵太隊と作る「梅の花・布巾(ふきん)」〔3月 4日(日)10:00～14:00〕  

     【詳細はこちら⇒】(一社)こもろ観光局 0267-22-1234 

    ◇お人形さん感謝の集い〔2 月 24 日(土)13:00～ 健速会館(小諸市田町)〕 

【お人形さんめぐり・わら馬パレード⇒】 

http://machiyakan.com/2018/01/12/%e7%ac%ac14%e5%9b%9e%e3%80%80%e5%8c%97%e5%9

b%bd%e8%a1%97%e9%81%93%e5%b0%8f%ef%a8%a2%e5%ae%bf%e3%81%ae%e3%81%8a%e4%ba%ba

%e5%bd%a2%e3%81%95%e3%82%93%e3%82%81%e3%81%90%e3%82%8a%e3%81%8c%e9%96%8b%e5%

82%ac/  

 

≪第 4 回海野宿ひなまつり（東御市）≫ 

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている海野宿では、毎年３月３日には

各家庭で女の子の幸せを祈り、雛人形が飾られます。この雛人形を格子越しに見るこ

とができます。 

期間中、毎週土曜日には、夜の街道沿いに行燈が灯り、幻想的な雰囲気に包まれま

す。また、イベント日には、一坪市(フリーマーケット)の開催やあられの振る舞いな

どが行われます。 

日 時：２月 24 日(土)～３月 25 日(日) イベント日：３月 24 日(土)、25 日(日) 

会 場：海野宿・白鳥神社境内 

【東御市観光協会⇒】http://tomikan.jp  

 

≪志賀高原バックカントリースキーツアー2018（山ノ内町）≫ 

 「志賀高原バックカントリースキーツアー」が５年ぶりに開催。 

 通常滑ることができないフィールドや森を滑って、自然を満喫！経験豊富なツアー

アテンダー同行だから安心です。 

 「ゲレンデだけのスキーじゃ物足りない！」そんなスキーヤーはぜひご参加くださ

い！ 

日 時：２月 24 日(土)、３月３日(土)、３月 10 日(土) ８時 30 分集合 

会 場：志賀高原総合会館 98 集合・解散 ※駐車場有 

参加費：15,000 円(税込) 

内 容：※下記サイトをご参照ください。 

【志賀高原バックカントリースキーツアー2018⇒】 

http://www.shigakogen.gr.jp/backcountry_tour/index.html  

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

 冬のイベント情報 ☆「美」☆ 

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



≪白糸の滝 氷柱白糸（軽井沢町）≫ 

 白糸の滝第一駐車場にできる「氷柱白糸」が、「氷柱白糸イルミネーション」として

日本夜景遺産のライトアップ夜景遺産に登録されました。 

 白糸の滝から湧き出る天然水を利用し、氷点下 20℃以下の自然が作り出す優雅で神

秘的な氷柱（高さ５ｍ、幅 50ｍ）をお楽しみください。 

日 時：２月２日（金）～３月 11 日（日）16 時～19 時 

会 場：白糸の滝 第一駐車場 

内 容：●今年のテーマは『心の中の彩雲』～氷点下のプラネタリウム～ 

    ●2 月 10 日(土)にスペシャルイベント：軽井沢駅からの無料シャトルバス、 

ＥＶカフェでのホットドリンク・甘酒やカイロの無料プレゼント 

【氷柱白糸イルミネーション⇒】http://karuizawa-shw.jugem.jp/  

 

≪第 20 回奈良井宿アイスキャンドル祭り（塩尻市）≫ 

 国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された古い街並みで、約 2,000 個の手作り

アイスキャンドルに火が灯され、幻想的な景色が広がります。振る舞い酒や豚汁のサ

ービスなど地域住民による温かいサービスも魅力のひとつです。 

 一年に一度だけの特別な奈良井宿を楽しんでみてはいかがですか？ 

日 時：２月３日（土）18 時 30 分～ 

会 場：奈良井宿（※当日は宿場内車両通行禁止となります。） 

入場料：無料 

内 容：●二百地蔵一斉点火式、豚汁、振る舞い酒、ホットワインのサービス〔18 時

30 分～〕 

    ●打ち上げ花火大会（予定）〔20 時～〕 

【奈良井宿アイスキャンドル祭り⇒】http://www.tokimeguri.jp/  

 

≪長野灯明まつり in 奈良井宿（塩尻市）≫ 

 長野灯明まつりが善光寺から奈良井宿に舞台を移します。宿場内の各戸玄関先に約

300 個の「ゆめ灯り絵」を設置し、幻想的な奈良井宿を演出します。 

※善光寺を舞台にした「第 15 回長野灯明まつり」は、２月７日(水)～12 日(月)開催 

日 時：２月 13 日(火)～22 日(木) 18 時から 21 時まで ※雨天時は中止 

会 場：中山道 奈良井宿 

    木曾くらしの工芸館（木曽平沢）※長野オリンピック・パラリンピック 20

周年記念展 

入場料：無料 ※観覧無料 

内 容：●各戸玄関先に約 300 基の「ゆめ灯り絵」設置 

〔点灯式 13 日(火)午後６時～ 於：奈良井会館前〕 

    ●ミニ灯り絵キットの販売（有料） 



    ●Shiojiri ワインバー（有料）〔17 日(土)午後６時～ 於：奈良井会館前〕 

    ●長野オリンピック・パラリンピック 20 周年記念展の開催〔２月 17 日(土)

～３月 11 日(日)午前９時～午後４時 於：木曾くらしの工芸館〕 

【長野灯明まつり in 奈良井宿⇒】 

http://www.tokimeguri.jp/reporter/2018%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%81%AF%E6%98%8E%E

3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8Ain%E5%A5%88%E8%89%AF%E4%BA%95%E5%AE%BF%E

3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%28%E6%A0%A1%E4%BA%86%29.pdf  

 

≪第 17 回信州須坂わくわくおひなめぐり（須坂市）≫ 

 須坂には、明治から昭和初期にかけて栄えた製糸業の蔵や味噌蔵などの蔵が今も数

多く残っており、「蔵の町」と言われています。蔵の町並みを散策しながら、江戸時代

のお雛様から昭和や平成の新しい時代のお雛様まで、時代を越えて様々なお雛様を見

ることができます！ 

日 時：３月１日(木)～４月３日(火) ※施設により開館日や営業時間が異なります。 

会 場：須坂の市街地(商店・博物館など)約 80 ヶ所にて開催 

入場料：美術館・博物館などの一部の施設は入館料が必要 

【信州須坂わくわくおひなめぐり⇒】http://hinamatsuri.suzaka.jp/  

 

≪三十段飾り千体の雛祭り（須坂市）≫ 

 三十段飾り千体の雛祭りは、高さ６ｍで国内最大級！毎年県内外から大勢の方が訪

れます。 

 館内には江戸時代の享保雛をはじめ平成のお雛様も展示され、それぞれの時代に流

行した雛飾りのスタイルを楽しむことができます。 

 大切に受け継がれてきた雛人形の数々をご堪能ください！ 

日 時：２月９日（金）～４月 15 日（日）９時～17 時 

    ※須坂版画美術館・歴史的建物園では５月６日（日）まで展示。 

会 場：世界の民俗人形博物館、須坂版画美術館、歴史的建物園 

    ※最終入館は 16 時 30 分まで（期間中は休館日なし） 

入場料：共通券 500 円／中学生以下無料 20 名以上の団体は２割引 

内 容：●体験イベント お雛様なりきり 

     開催日：3 月 3 日(土)、4 日(日)、10 日(土)、11 日(日)、17 日(土)、18

日(日)、21 日(水・祝)、24 日(土)、25 日(日)、31 日(土)、4 月

1 日(日) 

     体験料：１名 500 円 午前の部 11 時～12 時／午後の部 13 時 30 分～14 時

30 分 

     対象：小学生程度 各回先着 10 名 事前予約不要 

     ※開催日時は変更になる場合がありますので、詳細は直接お問合わせくだ 



さい。 

【三十段飾り千体の雛祭り⇒】http://www.culture-suzaka.or.jp/hinamatsuri/  

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

 ◇ 参加募集 ◇ 

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

≪＃高遠城址公園 インスタグラムキャンペーン（伊那市）≫ 

 「天下第一の桜」として名を馳せる高遠城址公園の桜の画像を募集するインスタグ

ラムキャンペーンが行われます。 

 皆様が撮影した可憐な高遠の桜を「＃高遠城址公園」のハッシュタグをつけてイン

スタグラムに投稿すると、食事券や買物券などが当たるチャンスが！ 

 キャンペーンサイト内では、周辺の桜情報のほか、伊那で人気の春スイーツをご紹

介。お花見のお伴に欠かせない、インスタ映えする春限定スイーツもお楽しみに！ 

日 時：キャンペーン期間：２月１日(木)～４月 30 日(月) 

    高遠城址さくら祭り期間：４月１日(日)～30 日(月) 

会 場：高遠城址公園さくら祭り（伊那市高遠町東高遠） 

【インスタグラム公式アカウント】伊那市観光協会 inashi_kankoukyoukai 

【高遠さくら祭り公式ＨＰ⇒】https://takato-inacity.jp/h30/  

 

≪佐久地域移住体験ツアー（佐久広域）≫ 

 「自然の中で暮らしたい・子育てをしたい」と考えている方へ。人気の移住地、長

野県・佐久エリアの暮らしを丸ごと体験できるツアーを開催します。 

 先輩移住者との交流会や、テレワークの体験、旬のいちご狩り体験、都会では体験

できない冬の松原湖氷上体験など……。 

 田舎暮らしに興味のある方、お子様連れ、ご家族の参加も大歓迎！寒さ厳しい冬だ

からこそリアルに見えてくる、佐久エリアの環境と暮らしを体験してみては？ 

日 時：２月 10 日(土)～11 日(日) １泊２日の旅（佐久平駅集合・解散） 

会 場：２月 10 日 ＡＭ10:05 ＪＲ佐久平駅新幹線改札口前集合 

     ツアー行程：小海町・立科町・小諸市・御代田町・佐久市 

参加費：旅行代金（お一人様）大人（中学生以上）5,000 円  

３歳～小学生 4,000 円 

    ※佐久平までの交通費等は参加者負担 

【佐久地域移住体験ツアー⇒】http://nagano.visit-town.com/visittour/saku_izyuu 

 

≪餅つき交流会と物件見学ツアー（茅野市）≫ 

 信州八ヶ岳・茅野市への移住を検討されている方を対象に市内の生活環境等につい

てご案内。土地、中古物件、賃貸物件などおすすめ物件を見学できる人気の日帰りツ



アーです。 

 今回は、冬ならではのお楽しみとして、地元住民と楽しむ餅つき交流会を企画。つ

きたてのお餅は、地元料理とともに、昼食でお召し上がりいただけます！ 

 八ヶ岳の裾野に広がる茅野市。移住を考える際に必要な、冬の寒さや道路状況の確

認にもおすすめの冬ツアーです。 

日 時：２月 17 日(土) 10 時集合～17 時解散（解散後、希望者は個別相談） 

会 場：茅野市内（集合場所：茅野市役所） 

参加費：昼食費 1,500 円 ※集合場所までの往復交通費は参加者負担です。 

内 容：●《参加者特典》不動産購入時・賃貸契約時の割引券「不動産パスポート」、

新築時の割引券「建築パスポート」を全員にプレゼント 

    ●参加には事前予約が必要（申込締切：２月 12 日） 

    ●ホームページ（http://rakuc.net）でも受け付け 

【餅つき交流会と物件見学ツアー⇒】http://rakuc.net/eventinfo/2017/9803/  

 

≪日本酒の勉強会（酒蔵見学・わさび漬け体験 ランチ付）（安曇野市）≫ 

 大雪渓酒造が築 150 年の古民家を直営所に改修し、「花紋大雪渓」としてオープン。 

 酒造り技術と共に文化や風景も守り続けていきたいと、往時の姿を可能な限りその

まま生かした外観や内装。奥座敷からは庭が眺められ、落ち着いたぬくもりを感じる

ことができます。 

 酒蔵見学と美味しい酒の試飲を楽しんだ後は、わさび漬け体験と酒粕を使った美味

しいランチをご堪能いただけます。 

日 時：２月 24 日(土) ９時～13 時 

会 場：ビレッジ安曇野 

参加費：2,000 円 

内 容：●申込締切日：２月 16 日（金） 

    ●参加費に含まれるもの：体験料、昼食代、保険代 

    ●募集人員：20 名（最少催行人員５名） 

【日本酒の勉強会（酒蔵見学・わさび漬け体験 ランチ付）⇒】 

http://www.azumino-e-tabi.net/tour/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%85%92%e3%81%ae%e5%8

b%89%e5%bc%b7%e4%bc%9a%ef%bc%88%e9%85%92%e8%94%b5%e8%a6%8b%e5%ad%

a6%ef%bc%86%e8%a9%a6%e9%a3%b2%ef%bc%89  

 

≪2018 ワイナリー体験ツアー・早春「剪定体験」参加者募集（飯綱町）≫ 

 ぶどうを育む自然を感じ、つくり手たちと触れ合い、その土地ならではの食ととも

にワインを楽しむ「2018 ワイナリーの四季まるごと体験ツアー」（全３回）のうち、

現在＜第 1 回・早春編＞の参加者を募集中！ 

 飯綱町・サンクゼールワイナリーで、美しい銀世界が広がる畑をスノーシューでウ



ォーキングし、栽培担当者による剪定講習を体験。作業の後はチーズフォンデュとワ

インで温まりましょう！ 

日 時：２月 25 日(日) 長野駅９時集合～長野駅 16 時 30 分解散 

会 場：サンクゼールワイナリー 

参加費：旅行代金（お一人様）大人 9,900 円 小学生 8,900 円 

【ワイナリーの四季まるごと体験ツアー⇒】 

http://nagano.visit-town.com/visittour/naganokanko_winery1?site=51  

 

 

※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。 

【NAGANO SNOW LOVE】http://www.snowlove.net/  
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【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 
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◇催し物◇ 

 今年で第５回目となる「ナガノワインフェス イン 東京」が開催されます。 

 老舗から新進まで、県内 34 社の約 90 種のワインが一堂に会する試飲会。長野県の

ワインシーンの豊かさを体験できる、またとない機会です。皆様のご参加、お待ちし

ております。 

 ※銀座ＮＡＧＡＮＯでも前売券を販売しています。 

 

——————————— 

日程｜平成 30 年 2 月 25 日（日） 

会場｜帝国ホテル東京（東京都千代田区内幸町 1-1-1） 光の間（本館中 2 階） 

 

【事業者向け試飲会】 

 時間｜11：00〜12：00（開場 10：50）事業者様限定・200 人 

 料金｜ＮＡＧＡＮＯ ＷＩＮＥ応援団会員 2 名様まで無料／ 

会員以外の事業者様 1,000 円 

 

【一般向け試飲会】 

 時間｜第 1 部 13：30～15：30（開場 13：00） 

    第２部 17：00～19：00（開場 16：30） 

 料金｜前売 7,000 円／当日 7,500 円 



    （ワイン試飲・軽食・グラスホルダー付、抽選会あり） 

 定員｜各回 300 名 

 ※前売券で定員に達した場合、当日券の発売はありません 

———————————- 

 

 ※イベントについてのお問合せ先 

  ＮＡＧＡＮＯ ＷＩＮＥ応援団運営委員会 

  TEL026-262-1710、090-4549-0950  FAX026-262-1624 

  nagano.wine.pepteam@gmail.com  

 

  ＮＡＧＡＮＯ ＷＩＮＥ オフィシャルサイト  http://www.nagano-wine.jp/  

 

 

◇ショップ（１階）◇ 

【今月のおすすめ】 

寒い日が続きますね。家のなかでももう一枚着こみたくなるこんな季節には、南木

曽町に古くから伝わる防寒着「なぎそねこ」はいかがでしょう。銀座ＮＡＧＡＮＯ

２階にて色々な柄の“ねこ”を取り揃え、販売しています。ぜひ手にとって着心地

をお試しください。 

２月末からは３週間連続で、週末にラナンキュラス、アルストロメリアなどの切り

花が入荷予定。店頭に色鮮やかな花々が並び始めたら、いよいよ春が近づいてきた

と感じられそうです。 

 

◇イベントスペース（２階）◇ 

信州おやきとりんご祭り ２月10日（土）、11日（日） 

 長野ならではの「おやき」と「りんご」が出会って生まれるあらたな味わいをお楽

しみください。 

 両日とも、ショップ前特設テントにて、信州おやきとりんごの販売を行います。 

 （時間 10日は12:00～16:30／11日は13:00～16:30（いずれも、売切次第終了））。 

 

 〔１日目〕10日（土）のみ 

  ・信州おやきとりんごのマリアージュを楽しむ会（予約制） 

   時間 17:00～19:00 

   料金 3,000円（1ドリンク付） ※追加ドリンクのオーダー可 

   定員 30名（申込先着順） 

 

 〔２日目〕11日（日）のみ 



  ・信州の粉もんづくり講座（予約制） 

   時間 11:00～13:00 

   料金 2,500円 

   定員 24名（申込先着順） 

 

信州おやきとりんご祭りイベントの詳細とご予約は、銀座ＮＡＧＡＮＯのＷＥＢサ

イトをご覧ください。 

 https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2018/02  

 

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

 信州から世界へ！ 

 平昌オリンピック・パラリンピック情報 

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

 ２月９日(金)に開幕する平昌オリンピック。長野県からは 25 名が日本代表として出

場する予定です。 

 世界各国から精鋭が集う冬季五輪。日の丸を背負った選手たちが最大限の力を発揮

できるよう、力強い応援をお願いします！ 

 

【オリンピック県勢代表選手一覧】 

〔カーリング〕 

 ◎男子：ＳＣ軽井沢クラブ 

  ◇ 両角 公佑（軽井沢町出身） 

  ◇ 山口 剛史 

  ◇ 清水 徹郎（軽井沢町出身） 

  ◇ 両角 友佑（軽井沢町出身） 

  ◇ 平田 洸介 

〔スピードスケート〕 

 ◎男子 

  ◇ 山中 大地（電算・川上村出身） 



  ◇ 長谷川 翼（日本電産サンキョー） 

  ◇ ウイリアムソン師円（日本電産サンキョー） 

  ◇ 一戸 誠太郎（信州大） 

 ◎女子 

  ◇ 小平 奈緒（相澤病院・茅野市出身） 

  ◇ 菊池 彩花（富士急・南相木村出身） 

  ◇ 高木 菜那（日本電産サンキョー） 

〔ショートトラック〕 

 ◎女子 

  ◇ 菊池 悠希（ＡＮＡ・南相木村出身） 

  ◇ 菊池 純礼（トヨタ自動車・南相木村出身） 

  ◇ 神長 汐音（小海高・南牧村出身） 

〔ノルディックスキー・ジャンプ〕 

 ◎男子 

  ◇ 竹内 択（北野建設・飯山市出身） 

 ◎女子 

  ◇ 岩渕 香里（北野建設・上田市出身） 

〔ノルディックスキー複合〕 

  ◇ 渡部 暁斗（北野建設・白馬村出身） 

  ◇ 渡部 善斗（北野建設・白馬村出身） 

〔フリースタイルスキー・モーグル〕 

 ◎男子 

  ◇ 西 伸幸（Main Mano Foods・白馬高） 

〔フリースタイルスキー・ハーフパイプ〕 

 ◎女子 

  ◇ 渡部 由梨恵（白馬村スキークラブ） 

〔スノーボード・ハーフパイプ〕 

 ◎女子 

  ◇ 今井 胡桃（バートン・上田市出身） 

〔スノーボード・スロープスタイル、ビッグエア〕 

 ◎女子 

  ◇ 藤森 由香（アルビレックス新潟・長和町出身） 

  ◇ 鬼塚 雅（星野リゾート） 

〔ボブスレー・スケルトン〕 

 ◎女子 

  ◇ 小口 貴子（丸善食品工業） 

 



 平昌パラリンピックにも、現時点で９人が長野県から代表入り予定。選手の皆さん

が全力を出し切れるよう、皆様の熱い声援をお願いします！ 

 

【パラリンピック県勢代表選手一覧】 

〔アイスホッケー〕 

  ◇ 福島 忍（ニック） 

  ◇ 望月 和哉（三島市役所） 

  ◇ 中村 稔幸（千曲市社会福祉協議会・千曲市出身） 

  ◇ 上原 大祐（日本電気・軽井沢町出身） 

  ◇ 堀江 航 

  ◇ 吉川 守（中部電力・飯田市出身） 

  ◇ 塩谷 吉寛（セイコーエプソン・塩尻市出身） 

  ◇ 熊谷 昌治（アディダスジャパン・飯田市出身） 

  （上原は東京アイスバーンズ、その他の７名は長野サンダーバーズ所属） 

〔アルペンスキー〕 

 ◎男子座位 

  ◇ 狩野 亮（マルハン・長野市在住） 

 

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

 ＊全国高等学校サッカー選手権大会＊ 

 祝！県勢初《３位》！上田西高等学校 

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

 ２０１７年１２月３０日（土）に開幕した第９６回全国高等学校サッカー選手権大

会において、上田西高等学校が、長野県勢で「初」となる第３位を獲得しました！ 

 全国屈指の強豪校相手に戦いを挑む上田イレブンの姿に勇気づけられた県民の皆様

も多いのではないでしょうか。厳しい練習を積み重ねてきた選手の皆様、選手たちを

教え、導き、支えてこられた監督・コーチはじめ関係者の皆様に敬意を表し、温かい

拍手をお願いします！ 

 

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

 ＊都道府県対抗駅伝＊ 

 長野男子２位！惜しくも連覇ならず 

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

 １月 21 日(日)、広島市で天皇盃第 23 回全国都道府県対抗男子駅伝が開催。昨年優

勝の長野は５区でトップに立つも埼玉に逆転を許し、２位でのゴールとなりました。 

 また、１月 14 日(日)に京都府で開催された皇后盃第 36 回全国都道府県対抗女子駅

伝では、県最高記録を 30 秒更新するも９位に終わり、目標の入賞はなりませんでした。 



 どちらも目標に届かなかったとはいえ、男子の準Ｖ、女子の県最高記録の走りは見

事。今年の経験を糧に、来年の飛躍に期待しましょう！ 

 

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

 先月の信州スポーツ情報（結果） 

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

≪波乱の初場所！御嶽海情報≫ 

 １月 28 日(日)に東京の両国国技館で千秋楽を迎えた大相撲初場所。東関脇の御嶽海

（上松町出身）は西大関の高安に敗れ、８勝７敗という成績に終わりました。 

 初日から７連勝で、２桁勝利への期待が膨らみましたが、その後５連敗と失速。ま

さに波乱の初場所となりました。 

 ３月の春場所までに課題を克服して、大関への昇進を視野に、２桁勝利を目指して

ほしいものです！ 

 

≪頑張れ！信州ブレイブウォリアーズ≫ 

 2017-2018 シーズン第 17 節まで終了 12 勝 20 敗 ＜Ｂ２中地区６チーム中５位＞ 

 2017 年末のバンビシャス奈良戦から負けが続き、苦しい戦いを強いられている信州

ブレイブウォリアーズ。１月 28 日(日)の対愛媛オレンジバイキングス戦では 65－57

で勝利し、連敗を４で止めました。 

 次戦は２月３日。松本市総合体育館で６位のアースフレンズ東京Ｚと対戦します。

皆様の熱い応援をよろしくお願いします！ 

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

 

≪頑張れ！ＶＣ長野トライデンツ≫ 

 2017-2018 シーズン ８勝８敗 ＜８チーム中３位＞ 

 バレーボールＶリーグ男子チャレンジリーグＩ（２部相当）のＶＣ長野トライデン

ツは、１月 28 日(日)につくばユナイテッドサンガイアと対戦し、１－３で敗退。６連

敗となってしまいました。 

 次戦は２月３日。愛知県知多市民体育館で５位のトヨタ自動車と対戦します。ここ

で嫌な流れを断ち切れるよう、頑張れ、ＶＣ長野トライデンツ！ 

【ＶＣ長野トライデンツ】https://vcnagano.jp/  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【編集後記】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

都心で 20cm を超える積雪やら 48 年ぶりの極寒やらを体験し、もしかしたら私のせ

いで東京が信州化しつつあるのではないかと危惧していたところ、信州では-10℃前後



まで最低気温が下がっている由。全国的に冷え冷え状態だったらしく、東京の冷凍庫

化は私のせいではなかった！と胸を撫で下ろしているところです。 

積雪の朝のこと。信州人の私たちにはどうということもない雪道を、覚束ない足取

りで恐る恐る歩く人の群れによく出くわしました。お怪我をされた方もあり、ほんと

うにお気の毒に思いますが、雪道や凍った道で東京人を追い越しながら、自分の中に

眠る信州人としてのポテンシャルに誇らしさを覚えたのも事実です。 

信州の特色を誇り高く歌い上げる「信濃の国」が、今年の５月で県歌制定 50 周年

を迎えます。信州には峨々たる山あり、清冽な川あり、美しい景色にも事欠かず、優

れた人物も多数輩出しています。故郷の良さは、えてして離れて初めて分かるもの。

信州人としての誇りを実感したこの機会に、いつも三番までしか歌わない「信濃の国」

を、久しぶりに六番まで歌ってみようかと思っています。 

 

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

「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 

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


