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 長野県東京事務所発『信州通信』７月号  ２０１８年６月２９日（金） 

～新企画「発見！信州ゆかりのお店 in 東京」スタート号～ 

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

 梅雨が明ければ夏本番。７月から信州アフターＤＣも始まります。“信州で人生が変

わる”旅へ、是非お出かけください！  

 

【１】発見！信州ゆかりのお店 in 東京 

【２】長野県のトピックス 

【３】信州イベント情報 

【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 

【５】信州スポーツ情報 
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【１】発見！信州ゆかりのお店 in 東京 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 今月号から、「発見！信州ゆかりのお店 in 東京」と題して、信州ゆかりの飲食店を

紹介していきます。 

 第１号は、文京区湯島の創作うどん専門店「湯島春近」です！！ 

 

 千代田線湯島駅１番出口隣の「湯島春近」は、長野県農業試験場が新品種として育

成した小麦粉「ユメセイキ」を 100％使った、こしがあってなめらかなうどん「夢世

紀おざんざ」が売りのお店。メニューは冷かけ／温かけ（480 円）から海老天梅とろ

ろ（1,200 円）まで様々。長野県信濃町産そば粉 100％の十割蕎麦（こだわりの自家製

麺）も提供しています。 

 店長の荒井さんは長野県佐久市出身。出版社を経営しながら、うどんづくりの研究

を重ね、2016 年２月に開業しました。昼はランチ中心、夜は旬の肴で居酒屋としても

御利用いただけます。是非ご賞味を！！ 

 ７月 11 日から 18 日の間、西武百貨店池袋本店地下１階の「お食事ちゅうぼう」に

も出店します。 

 

 信州うどん「おざんざ」の店 「湯島春近」 

 文京区湯島 3-47-10 湯島桃林堂ビル１Ｆ TEL03-5842-1134 

  http://haruchika.tokyo  

 

  西武百貨店池袋本店 お食事ちゅうぼう 

 https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/kakutensublist/?article_seq=8609433  



 

 

※信州ゆかりの飲食店情報がありましたら、専用アドレスにお寄せください！ 

【専用アドレス】mg-shinshu@pref.nagano.lg.jp  
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【２】長野県のトピックス 
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--------------------------------------------------------------------- 

 信州アフターＤＣ特別企画 

 「観光インスタアワード」「ドローンショートフィルムコンテスト」開催 

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

７月１日から開催する「信州アフターＤＣ」では、長野県の魅力をインスタグラム

やドローンによる映像を活用して国内外に発信する特別企画を実施します。 

詳細は、信州アフターＤＣ公式サイトをご覧ください。 

http://www.shinshu-dc.net/  

 

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

長野県移住大相談会 

 ∽∽∽「信州で暮らす、働くフェア」開催∽∽∽ 

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

長野県今年最大級の「まるごと移住相談会」を東京で開催。 

メインセミナーには、パンと日用品の店「わざわざ」の平田はる香氏や、ブックカ

フェ「栞日 sioribi」店主でブックフェス「ALPS BOOK CAMP」主催の菊地徹氏も登場

します！関心のある方は、是非ご参加ください。 

日 時：７月８日(日) 11:00～17:30（最終入場 16:30） 

会 場：東京交通会館 12 階 カトレアサロンＡ ※キッズスペースあり 

入場料：入場無料、予約不要 

内 容：■セミナー会場 

     ☆メインセミナー 

     ☆先輩移住者による「トークライブ」 

    ■相談ブース（約 40 開設！） 

     ☆長野県市町村コーナー（26 市町村） 

     ☆長野県で働くコーナー 

     ☆先輩移住者コーナー 

https://www.rakuen-shinsyu.jp/modules/event/page/520  



お問合せ先：長野県楽園信州・移住推進室（026-235-7024） 

 

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

 ☆☆☆平成 31 年４月採用の 

        長野県職員（社会人経験者）を募集します！☆☆☆ 

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

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。 

 

募集職種：行政（地域活力創造枠、一般枠）、社会福祉、農業、林業、総合土木、建築、

木工、化学、薬剤師、保健師、管理栄養士 

    ※「地域活力創造枠」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 30 年７月 17 日（火）～８月６日（月） 

受験資格等：【年齢】昭和 34 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 

       ※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：７月６日（金）から県庁受付、地域振興局、東京事務所、銀座

NAGANO 等で配布するとともに、県ホームページよりダウンロードできます。 

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

 お問合せ先：長野県総務部人事課（026-235-7032） 
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【３】信州イベント情報 
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≪志賀高原天空フェス（山ノ内町）≫ 

夜のスキー場山頂や標高 2,000ｍ周辺で、満天の星空を体験してみませんか？ 

日 時：◆東館山：６月 30 日(土)、９月７日(金)、９月８日(土) 

         ※東館山ゴンドラリフト山麓駅集合 

    ◆熊の湯：８月 31 日(金)、９月１日(土) 

         ※熊の湯スキー場レストラン ベル・ドール集合 

    ◆横手山のぞき：９月 14 日(金)、９月 15 日(土) 

            ※横手山ドライブイン集合 

参加費：大人(中学生以上)2,000 円 小学生 1,000 円 小学生未満無料 

http://shigakogen.jp/srayd/tenkufes/  

 



≪白馬 Alps 花三昧 2018（白馬村）≫ 

白馬山麓エリア全体が巨大なお花畑となる、夏最大のイベント。山野草や高山植物

が楽しめます。期間中は、各会場をまわる花三昧バスも毎日運行！ 

日 時：７月１日(日)～８月 31 日(金) 

会 場：白馬山麓の全 12 会場 

入場料：会場によっては入場料が必要な場合があります。 

http://www.vill.hakuba.nagano.jp/privilege/hanazanmai/  

 

≪信州安曇野「北アルプスパノラマ銀座」山岳フェスタ 2018（安曇野市）≫ 

北アルプスの魅力と安全登山をＰＲするため、多彩な催しが企画されています。 

日 時：７月７日(土)～８日(日) 

会 場：安曇野市穂高会館アリーナ・講堂 

入場料：無料 

内 容：◇モデルの華恵氏等による山岳講座 

    ◇登山案内人組合結成 100 周年記念対談： 

     白石康次郎氏（海洋冒険家）、赤沼千史氏（山岳ガイド） 

    ◇アウトドアブランド展示販売  など 

http://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/32/35714.html  

 

≪八ヶ岳クラフト市（原村）≫ 

木工、陶器、布、ガラスなどを扱う、100 以上のクラフト工房が全国各地から集結。

クラフトファンもまだファンでない方も、この機会に足を運んでみてはいかが？ 

日 時：７月 13 日(金)～15 日(日) 

    13 日：11 時～17 時、14 日：９時 30 分～17 時、15 日：９時 30 分～16 時 

会 場：八ヶ岳自然文化園 ※無料駐車場あり 

http://yatsugatakecraft.com/  

 

≪こもろ市民まつり「みこし」（小諸市）≫ 

 信州小諸の夏は「みこし」で幕開け。約 60 基のみこしと６万人もの観客が街を埋め

尽くします！ 

日 時：７月 14 日(土) 13 時～21 時 

会 場：小諸駅周辺市街地（相生町商店街） 

http://www.city.komoro.lg.jp/attention/2018061100025/  

 

≪夏のアルプス大冒険（大町市）≫ 

 夏のあづみの公園は「ずぶぬれ×驚き×感動」。“乳川”での川遊び「スプラッシュ・

リバー」や、広い芝生広場に設置した大型プールで楽しむ「スプラッシュ・ランド」



で夏の暑さを吹き飛ばそう！ 

日 時：７月 14 日(土)～８月 26 日(日) 10 時～16 時（7/17 は休園日） 

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(15 歳以上)450 円 小人(小中学生)無料 シルバー(65 歳以上)210 円 

http://www.azumino-koen.jp/new/files/news_file_1613.pdf  

 

≪夏のアルプス大冒険（安曇野市）≫ 

 北アルプスから流れ出た清流の地で思いっきり水遊び。今年も、本格水上アスレチ

ック「ウォーターアドベンチャー」、「ニジマスのつかみ取り」などなどイベント盛り

だくさん！ 

日 時：７月 14 日(土)～８月 26 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 

入場料：大人 450 円 65 歳以上 210 円 小中学生以下無料 

http://www.azumino-koen.jp/pickup/files/pickup_file_968.pdf  

 

≪第 41 回須坂カッタカタまつり（須坂市）≫ 

 須坂小唄が響き渡り、市民による踊りの熱気があふれる中、２体の荒々しい竜みこ

しが駆け回る！須坂市内は１日中盛り上がります。 

日 時：７月 21 日(土) 15 時 20 分～20 時 45 分 

会 場：①おまつり広場（国道 403 号末広町交差点～ハイランドプラザ前） 

     ……フリーマーケット、ダンスパフォーマンスなど 

    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～須坂駅前交差点） 

https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=5962e7c923a62  

 

≪あやめ公園池の水ぜんぶ抜くイベント（木祖村）≫ 

 湖底を歩いて生物を観察するイベントや、木祖村マルシェの出店を予定。料理コン

テストの表彰式も。 

日 時：７月 22 日(日) ９時頃～15 時頃 

会 場：菅大平温水ため池（あやめ公園池） 

http://www.vill.kiso.nagano.jp/lifestage/category/industry/seeing/ayamekouen

ikezenbunuku.html  

 

≪水無神社例大祭 みこしまくり（木曽町）≫ 

 白木でできた約 100 貫（約 400kg）の神輿を、２日間の巡行後、地面に放り落とし

てバラバラに壊してしまう勇壮なお祭り。天下の奇祭として知られる木曽谷最大の夏

祭りです。 



 22 日の夜には花火大会も開催されます。 

日 時：７月 22 日(日)～23 日(月) 

会 場：木曽町福島 市街地 ※22 日 12 時～23 日 24 時まで福島市街地駐車禁止 

              ※一般駐車場をご利用ください 

https://www.town-kiso.com/manabu/event/kankou_event/m100002/  

 

≪2018 ミス・ワイン日本大会（塩尻市）≫ 

 ワインのアンバサダーとして文化・産業・観光振興、地域活性化に貢献していただ

くミス・ワインのグランプリ。決定の瞬間をぜひご覧ください。 

日 時：７月 27 日(金) 18 時～（開場 17 時 30 分） 

会 場：レザンホール 大ホール 

入場料：無料（定員 1,000 名） 

http://www.misswine.jp/topic-2018misswine-019/  

 

≪黒部の太陽ウィーク（大町市）≫ 

 映画『黒部の太陽』上映 50 周年＆関電トンネル トロリーバス ラストイヤー記念。

映画のトンネルセットレプリカの展示や、撮影当時を物語る写真パネル等が公開され

ます。 

日 時：８月１日(水)～19 日(日) 

会 場：大町市内、扇沢駅、黒部ダム(富山県) 

入場料：扇沢駅⇔黒部ダム駅：大人１人往復 2,570 円(こども半額) 

    イベント無料 

https://www.omachi-promotion.com/黒部の太陽ウィーク/  

 

 

※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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◇ショップ（１階）◇ 

【今月のおすすめ商品】 

 ６月から始まりました今年のフルーツリレーに、早くもブルーベリーが登場。今年

も選りすぐりの大粒タイプが入荷しました。 

 生でそのまま食べるもよし！ヨーグルトなどのトッピングや贅沢なブルーベリーパ



イなどにしてもよし！！ 

 生のブルーベリーが楽しめるのは、８月上旬ぐらいまで。 

 この後、ブルーベリー、ワッサーと順次入荷予定です。お楽しみに！ 

 

【今月のおすすめ日本酒】 

 銀座ＮＡＧＡＮＯで開催される日本酒関連のイベントとそのイベントにまつわるお

酒をご紹介します。 

 

◇7 月 25 日（水） 「銀座 NAGANO 日本酒講座」 

 今年度は酒蔵参上！ということで、蔵元にお越し頂き、お酒造りの裏話や蔵の特徴

などをお酒とお肴を楽しみながら、講演していただいています。 

 今回は信濃町から高橋助作酒造の高橋社長がお越しになります。2018 年 5 月に開催

された全国新酒鑑評会で長野県の新しい酒造好適米で見事金賞を獲得した酒蔵。その

お酒造りの極意や新しい酒米の特徴をお話頂きます。キャンセル待ちも受け付けてお

りますので、ご興味ある方はぜひご予約下さい。 

  https://www.ginza-nagano.jp/event/27750.html  

 

◇高橋助作酒造のお酒 

松尾 「松乃尾」 純米大吟醸 原酒 2017BY 720ml 3,240 円（税込） 

全国新酒鑑評会で金賞を獲得。香りが際立つお酒です。特別の日に贈りたい味わいで

す。 

 

松尾 「荒瀬原」 純米吟醸 原酒 2017BY 720ml 1,600 円（税込） 

信濃町は荒瀬原で収穫された酒造好適米を使った純米吟醸。お米の旨味を活かした飲

み心地で食事にも合わせやすい味わいです。 

 

 

◇イベントスペース（２階）◇ 

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

長野市中条の魅力伝えます！ ～名人の味噌を食べ比べ～ 

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

地元名人が伝授する味噌づくり 

 長野市中条地区で農家を営む滝沢静子さんは農業の大ベテランであり、味噌づくり

名人でもあるマルチプレーヤーです。その滝沢さんが、銀座ＮＡＧＡＮＯで味噌づく

りのコツを大公開します。 

 特産の西山大豆から作った１年・２年・３年モノの味噌を食べ比べ、味噌の奥深さ

や夏野菜との見事なハーモニーを体感してみてみましょう。 



 

2018 年 7 月 27 日（金） 16:30～19:30 

定員約 100 名分の試食をご用意しています。参加費無料 

お問合せ 中条サポータークラブ「よ～いとプロジェクト」事務局 

TEL 026-268-3001 

 

 

 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。 

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

 【７月のイベントカレンダー】https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2018/07 
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【５】信州スポーツ情報（６月 28 日までの結果） 

   ～皆様の応援をお願いします！～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

≪御嶽海（上松町出身）≫ 大相撲名古屋場所（７月８日初日）で西関脇に復帰 

 

≪Ｊ２松本山雅ＦＣ≫ 第 20 節まで終了 ９勝７分４敗 ＜22 チーム中５位＞ 

 次節は６月 30 日(土)、アウェーでロアッソ熊本と対戦。 

【松本山雅ＦＣ】http://www.yamaga-fc.com/ 

 

≪Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ≫ 第 15 節まで終了 ３勝６分５敗  

＜17 チーム中 14 位＞ 

 次節は７月１日(日)、ホームで福島ユナイテッドＦＣと対戦。 

【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/ 

 

≪ＡＣ長野パルセイロ・レディース≫ カップ戦第７節まで終了 ２勝１分２敗  

＜５チーム中４位＞ 

 次戦は７月７日(土)、アウェイでマイナビベガルタ仙台レディースと対戦。 

【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/ 

 

≪信濃グランセローズ≫ 前期全日程終了 20 勝４分 10 敗 

＜西地区５チーム中２位＞ 

            後期２試合終了 ０勝０分２敗＜西地区５チーム中３位＞ 



 次戦は６月 29 日(金)、金沢市民球場で石川ミリオンスターズと対戦。 

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

 

 

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

確かな暮らしが営まれる美しい信州～学びと自治で拓く新時代～ 

しあわせ信州創造プラン 2.0（長野県総合５か年計画）推進中！ 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/sogoke

ikaku/2018keikaku.html  

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


