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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） 

 ４月号 ２０１８年３月３０日（金） 

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

 「山笑う」という言葉があります。緑に芽吹き始めた木々に春の花々が彩りを添え

て……。信州の春を形容するのに打って付けの、美しい言葉だと思います。 

 都心で笑う山に出会うのは難しいと思いますが、咲き誇る桜の鮮やかさが春の訪れ

を感じさせてくれます。見上げれば桜のピンク、地上には若草萌える緑、道を行き交

う花粉対策マスクの白と、カラフルな春は心もウキウキしてきますね！ 

陽射しが柔らかく暖かな春の日に、家の中にこもっているのはもったいない！風薫

る信州の春を、体いっぱい味わってみてはいかがでしょうか？ 

 

【１】長野県のトピックス 

【２】信州だより 

【３】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 

【４】信州スポーツ情報 

【５】東京事務所・省庁等派遣職員 異動情報 

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

 ＊ 平成 30 年４月組織改正について ＊ 

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

 高等教育や私学の振興、国民健康保険広域化への対応や健康づくりの取組との連携

強化、国体開催準備体制の整備など、直面する課題に対応し、効果的に施策を推進す

るための組織改正を行います。今後とも皆様の御支援をよろしくお願い致します。 

 

１ 本庁組織の見直し 

 ◇ 「私学・高等教育課」の再編（「私学振興課」と「高等教育振興課」へ）： 

   県内の高等教育の魅力向上や私学振興、地域の知の拠点として高等教育機関が

持つ資源を活かした地域づくりを推進 

 ◇ 「県立大学設立準備課」の廃止（長野県立大学の開学に伴うもの） 

 ◇ 「国民健康保険室」の再編（健康福祉政策課から健康増進課の付置に変更）： 

   国民健康保険制度改正に併せた健康づくり施策に関する取組のステップアップ 

 ◇ 「国体準備室」の設置： 

   第 82 回国民体育大会及び第 27 回全国障害者スポーツ大会（2027 年予定）の開

催準備 



 

２ 現地機関の見直し 

 ◇ 「県税事務所」の再編（課税機能を基幹４県税事務所に集約・その他６事務所は

４県税事務所に付置し、主に徴収・納税に特化した事務所に再編） 

 ◇ 「短期大学事務局」の廃止（公立大学法人長野県立大学事務局へ業務を移管） 

 ◇ 「佐久家畜保健衛生所上田支所」を本所に統合 

 

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

 ＊ 今年もやってきました！「２０１８長野の酒メッセ」＊ 

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

 今年も酒メッセの季節がやってきました！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 名には「信州産びん詰なめ茸」をプレゼント。是非この機会に信州の酒

をご賞味あれ！ 

日 時：５月９日（水）16 時 30 分～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：2,000 円 

【長野県酒造組合⇒】http://www.nagano-sake.or.jp/topics/  

 

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

 ☆ 長野県東京事務所のパンフレットをつくりました！☆ 

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

 長野県と首都圏とをつなぐ営業・情報拠点、長野県東京事務所。でも、具体的に何

をやっているのだろう？という疑問にお答えすべく、このたび、長野県東京事務所の

業務のエッセンスを凝縮したパンフレット『長野県東京事務所のご案内』を作成しま

した。 

 事務所ホームページからダウンロードすることができますので、皆様ぜひご覧にな

ってみてください！ 

【『長野県東京事務所のご案内』⇒】 

https://www.pref.nagano.lg.jp/tokyojimu/documents/tokyojimusho-annai.pdf  

 

 

 

※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】信州だより 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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

 春爛漫 ☆ 花三昧 ☆ 

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

≪第 63 回あんずまつり（千曲市）≫ 

善光寺平の雪がすっかり消えてしまう頃、千曲市森・倉科地区では、一目十万本の

呼び名にたがわない花景色を目の当たりにすることができます。 

一説によると、元禄時代、伊予宇和島藩主の姫が松代藩主・真田幸道公に輿入れす

る際に、故郷をしのぶよすがにあんずの種を持参したのが始まりとも。時代が移り変

わっても、今年もまたあんずの小さな花が春のはじまりを告げにやってきます。 

日 時：４月１日(日)～15 日(日) 

会 場：千曲市 森・倉科地区 

    駐車場約 300 台(有料) あんずまつり期間中はシャトルバスを運行 

内 容：◇あんずおもてなし食堂：地元のおばちゃん達が郷土料理でおもてなし 

    ◇信州千曲ブランド認定品販売 

    ◇シャトルバス運行：しなの鉄道屋代駅からシャトルバス運行  など 

【第 63 回あんずまつり⇒】http://chikuma-kanko.com/2018-02-26/post-3393/  

 

≪大草城址公園 咲く楽市(サクライチ)（中川村）≫ 

大草城址公園には、「染井吉野」「江戸彼岸」「八重桜」など、少しずつ開花期の違

う数種類の桜が 200 本以上植えられており、長い期間桜を楽しむことができます。ま

た、眺めの良い高台にあることから、残雪の中央アルプスを背景に、濃淡様々な桜が

咲き競う人気の撮影スポットにもなっています。夜間にはライトアップも！ 

日 時：４月１日(日)～22 日(日)※予定 ９時～16 時 

    ※桜の状況で終了期日が前後することもあります。 

会 場：大草城址公園 ※駐車場 100 台以上(無料)・大型バス可・公園内遊具あり 

【大草城址公園 咲く楽市⇒】 

http://www.inadanikankou.jp/area/nakagawa/%e5%a4%a7%e8%8d%89%e5%9f%8e%e5%9d%

80%e5%85%ac%e5%9c%92%e3%80%80%e5%92%b2%e3%81%8f%e6%a5%bd%e5%b8%82%e3%81%95%e

3%81%8f%e3%82%89%e3%81%84%e3%81%a1 

 

≪臥竜公園 さくらまつり（須坂市）≫ 

「さくらの名所 100 選」に選ばれている臥竜公園では、ソメイヨシノを中心に、池

の周りで 160 本、公園全体で約 600 本の桜が楽しめます。見頃期間中には夜桜のライ

トアップも開催。水面に映る夜桜は幻想的です！ 

日 時：４月７日(土)～25 日(水) 



会 場：臥竜公園 ※ごみは捨てずにお持ち帰りください。 

入場料：※駐車場(協力金として) バス 2,000 円／普通車等 500 円 

【臥竜公園さくらまつり⇒】 

http://www.suzaka-kankokyokai.jp/midokoro/sakuramatsuri.php  

 

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

 イベント情報  

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

≪「太陽と大地の聖地」信州上田パワースポット巡り（上田市）≫ 

 信州最古の温泉と言われる別所温泉は、古来「聖地」として多くの神社仏閣が建て

られています。一年で最も光が強い夏至の太陽の光がこれらの聖地の上を通り、「レイ

ライン」を形作っていると言われています。 

 そんなレイライン上にある４つの神社仏閣を巡り、パワーを吸収(チャージ)する大

人の旅。縁結びにご利益のある場所でもあるため、「女子旅」「自分へのご褒美の旅」

としてもお薦めのコースです。 

日 時：４月１日(日)～９月 30 日(日) 

料 金：大人 5,500 円／名 小人(小学生)3,000 円／名 

【「太陽と大地の聖地」信州上田パワースポット巡り⇒】 

http://nagano.visit-town.com/visittour/ueda_power-spot 

 

 

≪信州ふじみ おひさんぽ 2018（富士見町）≫ 

 富士見町の自然、歴史、文化の名所を「おもてなしガイド」がご案内するウォーキ

ングガイドツアー。壮大な眺望と、四季折々の大自然を巡る歩き旅です。 

 季節、時間、名所などご希望に合ったプランで、オーダーメイドのツアーもできま

す。 

日 時：４月１日(日)～2019 年３月 31 日(日)予定 

会 場：富士見町内各所 （※各コースごとに集合場所が異なります。） 

参加費：ガイド料金 ガイド１人につき 6,000 円～ 

    （コースによって料金が異なります。） 

【信州ふじみ おひさんぽ 2018⇒】 

http://www.town.fujimi.lg.jp/page/ohisannpo2018.html  

 

≪花もだんごも蔵開き（須坂市）≫ 

信州最大級、35,000 人が集う春の蔵開き！会場には、おやき、やきとりなどおいし

い食べ物がいっぱい！毎年、蔵開き限定のお酒や、酒粕詰め放題は大人気です！ 



また、子ども向けのキッズコーナーもありますので、家族みんなで楽しめるイベン

トです。 

日 時：４月 13 日(金)～15 日(日) ９時 30 分～16 時 

会 場：遠藤酒造場酒蔵／田中本家博物館 

【花もだんごも蔵開き⇒】http://www.keiryu.jp/event.html  

 

≪みはらし いちごフェスタ（伊那市）≫ 

 今年のいちごフェスタは、ファーム内にある多目的体験施設「やってみらっし」で

いちごの体験尽くし！150g ほどの生のいちごをお買い上げいただき、「いちごジャム

作り」「いちごスムージー作り」「いちご大福作り」「いちごデニッシュ作り」など、ご

自分の好きないちご体験をしていただけます！ 

 このほか、毎年大好評の、ケーキのトッピングの出来栄えを競う「いちごケーキト

ッピングコンテスト」なども行われ、まさにいちご尽くしの一日！ 

日 時：４月 15 日(日) 10 時～15 時 

会 場：はびろ農業公園 みはらしファーム 特設会場（とれたて市場前） 

入場料：参加イベントにより異なります 

【はびろ農業公園 みはらしファーム⇒】http://miharashi-farm.com/  

 

≪萱野高原山開き（箕輪町）≫ 

 伊那谷随一の絶景を誇る標高 1,200m の萱野高原で、山開き神事を見学しましょう！ 

 神事の後は、キノコの菌打ち体験をして、マイほだ木をお持ち帰り！ 

 ※キノコ菌打ち体験 先着 60 名 無料（キノコが生えるのは翌年です）。 

日 時：４月 21 日(土) 10 時～11 時 

会 場：萱野高原（駐車場あり）※駐車場：かやの山荘前 

【萱野高原山開き⇒】https://www.minowa-town.jp  

 

≪SPRING FESTA 2018（安曇野市）≫ 

 花の咲く季節に合わせ、ふれあい動物園やクラフト体験などさまざまなイベントが

開催！ 

 95 品種 24 万球のチューリップや 500 万本もの菜の花が咲き誇り、300 匹の鯉のぼり

が北アルプスの風に吹かれて泳ぎます！ 

日 時：４月 21 日(土)～５月 20 日(日) ９時 30 分～17 時 

会 場：国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区 

入場料：大人 450 円 65 歳以上 210 円 中学生以下無料 ※駐車場 1,000 台(無料) 

内 容：◇チューリップの人気投票 

    ◇ラフティング・カヤック体験(期間中の土日祝日 当日受付 参加費 500 円・ 

1,000 円) 



    ◇こどもの日イベント「ふれあい動物園」(5/3～5/5 参加無料) 

    ◇松本山雅ＦＣサッカーパーク(5/13 当日受付 参加無料) 

    ◇チューリップの球根掘り取り(5/20 当日受付 参加無料) 

    ◇ワークショップ「デコルテミラー・フォトフレーム、ジェルキャンドル、

クレヨン」（5/3～5/6 参加費 300 円～1,000 円） など 

【国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区⇒】 

http://www.azumino-koen.jp/horigane_hotaka/index.php  

 

≪SPRING FESTA 2018 家族で遊べ！新緑ピクニック（大町市）≫ 

 新緑の森を舞台に謎解きイベントを開催。三角帽子の妖精たちを探して、森の中を

縦横無尽に大冒険！キーワードを集めて謎を解き明かせば、抽選で豪華プレゼントが

当たります！ 

 ５月３日(木・祝)、４日(金・祝)の入園無料日には、フリーマーケットやコンサー

トを開催。５日(土・祝)には、子どもたちに人気のキャラクターショーも開催します！ 

日 時：４月 21 日(土)～５月 20 日(日) ９時 30 分～17 時 

会 場：国営アルプスあづみの公園 大町・松川地区 

入場料：大人 450 円 65 歳以上 210 円 中学生以下無料 

内 容：◇アルプスあづみの冒険の森「木子と伝説の剣」（4/21～5/20 参加無料） 

    ◇ＶＲ魔法対戦！「First Magic」(4/28～5/6 参加費 500 円(予定)) 

    ◇ピクニックフリーマーケット＆コンサート（5/3・5/4 10:00～16:00） 

【国営アルプスあづみの公園 大町・松川地区⇒】 

http://www.azumino-koen.jp/oomachi_matsukawa/   

 

≪軽井沢グランフェスタ 2018 春（軽井沢町）≫ 

 開業３年目を迎える、軽井沢町農産物等直売施設 軽井沢発地市庭(ほっちいちば)

で、国際的なリゾート都市に相応しい「軽井沢グランフェスタ 2018 春」を開催！ 

日 時：４月 28 日(土)～５月６日(日) 

会 場：軽井沢町農産物等直売施設 軽井沢発地市庭(ほっちいちば) 

入場料：イベントにより異なります。 

内 容：◇軽井沢フランスフェア〔４月 28 日(土)～30 日(月)〕 

    ◇ほっちＮＡＶＩ完成記念ウェルネスウォーク 

〔４月 30 日(月) 参加費：大人 2,000 円 小学生以下 1,000 円(税込)〕 

    ◇食農フェスタ〔５月１日(火)～６日(日)〕 

【軽井沢グランフェスタ 2018 春⇒】http://granfiesta.hotchi-ichiba.com/  

 

≪第 35 回早春賦まつり（安曇野市）≫ 

 安曇野に春の訪れを告げる「第 35 回早春賦まつり」が、穂高川右岸の早春賦歌碑前



で開催されます。 

 広大な北アルプスを背景に、市内小学生やコーラス部による合唱やアルパの演奏が

行われ、最後には来場者の皆様にも参加いただいて会場全体で早春賦大合唱を行いま

す。農産加工品や安曇野のお土産の販売や、数量限定でお菓子などの無料サービスも！ 

 安曇野の爽やかな日差しの中で、日本を代表する叙情歌「早春賦」を一緒に歌いま

せんか？ 

日 時：４月 29 日(日・祝) 10 時～11 時 10 分頃 

会 場：穂高川右岸早春賦歌碑前 

【早春賦まつり⇒】http://www.city.azumino.nagano.jp/life/3/46/282/  

 

≪第 39 回塩の道まつり（小谷村・白馬村・大町市）≫ 

 例年ゴールデンウィークに開催される「塩の道まつり」。往時の旅姿でのウォーキン

グを楽しんだり、写真を撮ったりと、楽しみ方は様々！ 

 残雪の北アルプスの素晴らしい景色を楽しみながら、塩の道を歩いてみませんか？ 

日時・会場：◇小谷村 ５月３日(木・祝) ９時 10 分出発(受付８時～) 

      ◇白馬村 ５月４日(金・祝) ９時 10 分出発(受付８時～) 

      ◇大町市 ５月５日(土・祝) 湖畔道中(受付８時～８時 40 分) 

                   山麓道中(集合７時 45 分～８時) 

【第 39 回塩の道まつり⇒】http://shionomichi-matsuri.com/  

 

 

 

※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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【３】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ショップ（１階）今月のおすすめ【日本酒】◇ 

 すっかり春本番になりました。 

 酒造りも寒造りは終わりを迎え、蔵も静かな日々に戻っていきます。搾られたばか

りの生酒が沢山揃うのもこの時期の特徴。 

 そんな地酒の中からおすすめをご紹介します。 

 

・七笑 純米吟醸 美山錦 無濾過生原酒        七笑酒造（木曽町）  

 720ml 1,350 円（税別） 

 七笑酒造が今期から純米吟醸の無濾過生原酒を醸すようになりました。 



七笑らしく飲みごたえのある味わいと生酒のフレッシュ感が同居しているお酒で

す。 

 食中酒として楽しんで頂けます。 

 

・茜さす 純米大吟醸 美山錦            土屋酒造店（佐久市） 

 720ml 3,000 円（税別） 

 「佐久酒の会」が手掛ける五郎兵衛新田産農薬無散布栽培で収穫した美山錦を使用

した純米大吟醸。華やかな香りと旨味のバランスが絶妙で、全日空のファーストクラ

スに 2018 年 3 月～8 月の間、選ばれたお酒です。数量限定品ですのでお早めに。 

 

 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。 

 

 5 月 9 日には、「長野の酒メッセ in 東京」も開催されます。そちらもお楽しみに！ 

 

 

◇ショップ（１階）今月のおすすめ＆イベントスペース（２階）◇ 

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

ジャムに恋する３日間 

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

 4月20日の「ジャムの日」を記念して、小諸をはじめとする信州産ジャムを堪能でき

るイベントを開催！ 

 

・4月21日（土） 

 料理ユニット浅間兄弟の鴨川知征さんによる 

 「ジャムでおいしくなる料理講座」（予約制） 

 

 時間 【第１部】11:00～12:30／【第２部】13:30～15:00 

 料金 各1,500円 

 定員 各20名（申込み先着順） 

 お問合せ先 日本ジャム工業組合／小諸市（農林課） TEL 0267-22-1700 

 ※参加条件 ＳＮＳやブログ等でイベントの模様を発信していただける方が対象。 

 

 １階のショップスペースでは、ジャムや小諸の特産品などの特別販売を行います。 

 試食もご用意しておりますのでお気軽にお越しください。 

 

・4月22日（日） 



 「信州のジャム＆パンまつり」 

 銀座ＮＡＧＡＮＯで取扱中の約 30 種類に、特別販売するジャムを加えた約 40 種を

たっぷりしっかり味わっていただけます。ジャムのお供には、信州産小麦を使ったこ

だわりのパンやスコーン、クラッカー、ヨーグルトをご用意。 

 ジャムの世界をたっぷりしっかりお楽しみください。 

 

 時間 【第１部】12:00～13:00／【第２部】14:00～15:00 

 料金 各 1,200 円 

 定員 各 20 名（申込み先着順） 

 お問合せ先 長野県信州ブランド推進室 TEL 026-235-7249 

 

 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】https://www.ginza-nagano.jp/ 

 【４月のイベントカレンダー】https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2018/04 
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【４】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） 

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

≪８場所ぶりの負け越し……御嶽海情報≫ 

 ３月 25 日(日)の大相撲春場所千秋楽で、東関脇の御嶽海（上松町出身）は西大関の

豪栄道を破り、７勝８敗で波乱の場所を終えました。 

 今場所は７日目までに５勝をあげたものの、８日目から５連敗を喫するなど失速。

８場所ぶりの負け越しという結果に。 

 三役に踏みとどまることができるのか気になるところですが、次の夏場所に向け、

捲土重来を期してほしいものです。 

 

≪頑張れ！Ｊ２松本山雅ＦＣ≫ 

 第６節まで終了 ０勝４分２敗 ＜22 チーム中 20 位＞ 

 ２月 25 日(日)の開幕以来未だ勝利のない松本山雅。順位も 22 チーム中 20 位とふる

いません。 

 次節は４月１日(日)、アルウィンでの今季初戦となります。まだまだシーズンは始

まったばかり。ここで勝って勢いづいてほしいものですね。頑張れ、松本山雅！ 



【松本山雅ＦＣ】http://www.yamaga-fc-com/  

 

≪シーズン開幕！ＡＣ長野パルセイロ≫ 

 第３節まで終了 １勝１分１敗 ＜17 チーム中７位＞ 

 ３月 10 日(土)にシーズン開幕を迎えたパルセイロ。21 日(水)に行われた第３節で

はＦＣ東京Ｕ－２３と対戦し、１－０で今季初勝利を挙げました！ 

 次戦は４月１日(日)。ホームでギラヴァンツ北九州と対戦します。Ｊ２昇格に向け

て、頑張れ、パルセイロ！ 

【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/  

 

≪なでしこリーグ１部開幕！ＡＣ長野パルセイロ・レディース≫ 

 第２節まで終了 ２勝０分０敗 ＜10 チーム中３位＞ 

 ３月 21 日(水)の開幕から２連勝のＡＣ長野パルセイロ・レディース。得失点差で３

位となっていますが、勝ち点６で３チームが並んでいる状況です。 

 なでしこリーグ１部参戦３年目を迎え大きく飛躍できるよう、皆様の熱い応援をよ

ろしくお願いします！ 

【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 25 節まで終了 21 勝 26 敗 ＜Ｂ２中地区６チーム中５位＞ 

 28 日(水)、信州ブレイブウォリアーズは１位のＦイーグルス名古屋と対戦し、89－

69 で勝利。順位は５位のままとなっております。 

 次戦は３月 31 日(土)。長野市ビッグハットで青森ワッツと対戦します。皆様の応援

をお願いします！ 

【信州ブレイブウォリアーズ】http://www.b-warriors.net/  
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【５】東京事務所・省庁等派遣職員 異動情報 
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 ４月１日付けで異動になる職員のご紹介をさせていただきます。 

 東京事務所及び各省庁等での経験を生かして、次の職場でも職務に励んで参る所存

でございますので、今後とも御指導御鞭撻のほど、よろしくお願い致します。 

 

＜東京事務所＞ 

吉澤 猛  長野地域振興局長 

武井 和則 総合県税事務所 

西川 勉  総務部秘書課 



増田 謙二 松本地域振興局企画振興課 

 

＜省庁等派遣＞ 

○総務省    佐野 拓麻 総務部財政課 

○文部科学省  山口 奈央 教育委員会事務局教育政策課 

○厚生労働省  尾藤 孝弘 健康福祉部薬事管理課 

○経済産業省  神頭 克実 （公財）長野県テクノ財団 

○国土交通省  田口 利行 建設部道路建設課 

○環境省    中島 智章 環境部水大気環境課 

○東京都    内川 裕  総務部税務課 

○横浜市    山口 剛  建設部都市・まちづくり課 

○東京急行電気鉄道（株） 

        江村 太郎 総務部財政課 

○（株）博報堂 赤池 誠治 企画振興部総合政策課 

○東京海上日動火災保険（株） 

        高松 良枝 産業労働部産業立地・経営支援課創業・サービス産業

振興室 

○自治体国際化協会 

        大沢 美帆 自治体国際化協会 ソウル事務所 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【編集後記】 
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「花」と言えば、奈良時代には「梅」を指し、平安時代あたりから「桜」を指すよ

うになった、と昔古文の授業で習った気がします。とすると、桜と日本人との付き合

いは千年以上、ということになるのでしょうか。 

先日上野公園に行ってきましたが、「立錐の余地もない」というのはこのことか、

と感心するほどの人人人……。やっぱり花は花でも「桜」に対する思い入れは格別な

んだなあと、改めて認識した次第です（もちろん、「花より団子」派、「花よりどんち

ゃん騒ぎ」派、「花より酔っぱらえればなんでもいい」派等々、別の派閥の皆さんもお

られるでしょうが）。 

幻想的な桜の美しさは変わらずとも、眺める人の思いはそれぞれ。蒼穹を埋め尽く

さんばかりに咲き誇る姿に明日への意欲をかき立てられる方もおられれば、新年度に

活動の場が変わる不安を舞い散る桜に仮託する方もいらっしゃることでしょう。 

春は別れと出会いの季節。東京事務所でも４人のメンバーが去り、４月からはまた

新たな体制での業務がスタートします。引き続き、『信州通信』を通じて旬の信州情報

を目いっぱいお伝えして参りますので、ご愛読のほどよろしくお願い致します。 



 

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

「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 

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

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

★ 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 

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


