●県のホームページでも詳細な情報をご覧になれます。

http://www.pref.nagano.lg.jp

☎050-3786-0489

信州まつもと空港発着便のご予約・ご購入は

105

フジドリームエアラインズ・ＦＤＡコールセンター

●次回の広報ながのけんは平成22年9月25日
（土）掲載予定です。

No.

小児救急電話相談（毎日19:00 〜 23:00）

●「広報ながのけん」は、県内のセブン-イレブン、ローソン、サークルK、ファミリーマート、JA、主要駅、市町村などにも置いています。

北の人は南へ

南の人は北へ

（毎日8:30〜19:30）

☎♯８０００ または ☎0263-72-2000
シャープ

信州の素晴らしさを再発見！

２０１０年１０月

信州ＤＣに合わせて、
ハイブリッドシステムを搭載した

新型リゾートトレイン

「リゾートビューふるさと」
デビュー！
！

DC期間中の10/2 〜12/26の
ほぼ毎日、長野駅から松本駅
を経由して大糸線で運転を
予定しています。

自然を楽しむ なら
信越トレイル

歴史・文化に触れる なら

食べる なら

木曽谷旬行〜中山道木曽十一宿を歩く 木曽広域

飯山市

うまいぞ信州ご当地グルメ大集合！
！

関田山脈の全長80kmをゆく

江戸時代の趣がそのまま残る往来、美しき木曽路を案内ガイド付き

県内の4会場で、
信州各地のご当地

ロングトレイル。眼下の田園風

全８回（9月11日
（土）
〜 12月4日
（土）
）
で歩くウォーキングツアー。

グルメが集まるイベントを開催します。

景、貴重な草花や野生動物、16

◆申込：木曽観光連盟

の峠道と歴史など、発見と感動

☎0264-23-1122

の連続です。
◆お問い合わせ：ＮＰＯ法人信越トレイルクラブ事務局
☎0269-69-2888

そのほか・・・

○真 田 幸 村ロマンウォーク
10月30日
（土）
・31日
（日）

そのほか・・・

上田市観光課

○赤沢自然休養林
上松町観光協会

☎0268-23-5408

☎0264-52-1133

○光前寺御開帳
（駒ヶ根市）

○八ヶ岳山麓スーパートレイル
（八ヶ岳周辺全市町村）
茅野商工会議所

☎0266-72-2800

（イメージ）

そのほか・・・

10月23日（土）〜11月14日（日）
駒ヶ根観光協会

○長野会場 10月2日
（土）
・3日
（日）
長野まるごと秋祭りinビッグハット
会場／ビッグハット
（長野市）
○松本会場 10月23日
（土）
・24日
（日）
信濃の国・楽市楽座
会場／やまびこドーム
（松本市）
○飯田会場 10月30日
（土）
・31日
（日）
第13回全国獅子舞フェスティバル
第3回南信州獅子舞フェスティバル
会場／飯田市中央公園周辺（飯田市）
○上田会場 11月6日
（土）
・7日
（日）
信州上田城けやき並木紅葉まつり
会場／上田城跡公園
（上田市）

信州ぐるっと食の祭典キャンペーン

☎0265-81-7700

県内の道の駅、農産物直売所など200の対象施設で、参加メニューを食べ

温泉 なら

未知を体験する なら

県境の温泉巡り

佐久市に泊まって熱気球体験

阿南町・天龍村・売木村
秘湯「南宮温泉」
と、10種類の風

◆期間：9月11日（土）
・12日（日）、10月9日（土）
・10日（日）、11月13日（土）
・14日（日）
◆料金
（体験搭乗のみ）
：中学生以上1,000円、
小学生500円
◆申込：佐久市観光協会 ☎0267-62-3285

呂が自慢の「かじかの湯」
が。天龍村には天龍温泉
「おきよめの湯」
、売木村には
「こまどりの湯」
があり、
村営温泉施設が四季を通じ人気です。
ゆ

◆阿南町振興課
◆天龍村振興課
◆売木村産業課

☎0260-22-4053
☎0260-32-2001
☎0260-28-2311

南信州物味湯産手形

たくさん。詳しくはこちらの公式ガイド
ブックをご覧ください。全国のＪＲの駅、
県内の道の駅・コンビニエンスストア・
観光案内所等にも置いて
います。
またはホームページで。

そのほか・・・

南信州

さん

信州DC

○旧国鉄篠ノ井線廃線敷ウォーク
☎0263-82-3133

るのに便利でお得な
「手形」
。10の温泉施設で無料入浴でき、200を超す施

○姨捨夜景ツアー

設で様々な特典や割引が受けられます。
便利な大判ＭＡＰも付いています。

千曲市観光協会
10 〜 12月の金・土・日
☎026-275-1326

☎0265-43-3001

信州ＤＣ公式サイトリニューアルオープン記念！

「アルクマのぬいぐるみ」
リニューアルを記念して、
「アルクマのぬい
ぐるみ」
（写真）
を３名様、
または
「アルクマの
携帯ストラップ」
を５名様に抽選でプレゼン
トします。
○詳細は信州ＤＣサイト
(http://www.shinshu-dc.net/)の
新着情報、
８月４日の「お知らせ」
をご覧ください。
○応募締切：9月30日
（木）必着

おもてなし特別企画
❖信州ＤＣウォーキングラリー
「未知を歩こう！中山道ウォーク」をはじめ、147の対象イベントの中から
２つ以上にご参加いただいた方を対象に、抽選で宿泊券などをプレゼント。

❖信州ぐるっと ケータイ キャンペーン2010
携帯サイト
「信州なび助」
に会員登録（無料）
し、約750の対象施設で３ポイ
ント集めるごとに、抽選で信州の特産品などをプレゼント。

❖信州58町村の収穫祭

❖「未知を歩こう。信州」
フォトコンテスト

県内各地で、
自慢の特産品を集めたこの時期ならではの収穫イベントを開催します。

テーマは
「信州の魅力再発見」
。素材の面白い写真のご応募を
お待ちしています。

❖宿泊キャンペーン ココロとカラダに効く信州
約600の対象施設にご宿泊された方に、抽選で信州の農産物や宿泊券など
をプレゼント。
また、
まち歩きへのご案内やオリジナル健康長寿食「まぁーず
料理」
など様々な魅力でおもてなしします。

❖信州ぐるっと 駅 スタンプラリー
県内のＪＲ，私鉄の43駅のうち、
３駅でスタンプを集めた方を対
象に抽選で賞品をプレゼント。

情報

長野県の未来に期待
私は就任以来、住民の皆様に一番身近な自治体である

再編や廃棄物条例をめぐる問題の解決に向けた道筋をつけ、
医師確保や航空路線の存続、地域公共交通の確保や

そのような長野県を実現することこそが県の役割と考えて

防災対策の充実など県民生活の根幹に関わるさまざまな

施策を進めてきました。多くの課題を解決し、またさまざまな

課題に積極的に取り組みました。

施策を実行することができたのは、県民の皆様のご協力と

また、県政の道標となり明日の長野県の姿を描く中期総合

ご理解の賜物と心から感謝申し上げます。この間、皆様の

計画を県議会の合意を得て新たにつくり、
これまでその推進

ご意見をお聞きし、それを出来る限り県政に反映するよう

に全力を傾け、またリーマンショック以降厳しい経済状況に

努めてきました。

見舞われる中、県民の皆様の働く場と生活を守るため、

振り返りますと、就任当時、崩れ果てていた国や市町村
などとの信頼関係の再構築にまず取り組み、また県立高校の

全国に先駆けて県独自の経済対策に取り組むなど努力して
まいりました。
長野県は美しい自然や長い歴史・文化に富み、豊富な
農産物、かつて国のいのちを繋いだ製糸産業に始まる
ものづくり産業の力など、大きな可能性に恵まれ、健康長寿
を誇る地域です。これらをさらに活かしていくのは県民の
力です。長野県の未来に期待しています。

＝問い合わせ先
＝申し込み先

○募集期限：9月17日
（金）
まで
○応募方法：ハガキ、
ＦＡＸ、
メールにより
川中島バス㈱空港バス愛称募集係まで
○賞品：ネーミング採用者賞
ギフトカード10,000円
ＦＤＡエアクラフトモデル（1/100）
1機
ほか抽選賞もあります。
企画部交通政策課 ☎026-235-7019

「スカイフェスティバルin
松本」の参加者募集
○実施日：10月3日（日）○場所：信州まつもと空港
○募集期限：9月15日
（水）
○募集人数：
小型飛行機遊覧飛行体験・午前の部：30名
（３人一組で応募ください）
管制塔見学:30名
○応募方法：ハガキによりスカイフェスティバル
実行委員会事務局まで
〒390-1132 松本市空港東8909
松本空港管理事務所 ☎0263-58-2517

県民フォーラム「みんなで
考える自殺予防」
を開催
9月10日から16日の自殺予防週間にあわせて
「うつ病」をテーマに講演等を行います。
○日時：9月12日
（日）13:30 〜 16:30
○会場：信州松代ロイヤルホテル（長野市）
健康福祉部健康長寿課 ☎026-235-7109

長野県に関するご意見・ご質問は
「信州・フレッシュ目安箱」へお寄せください。
□ ☎026
（235）7110
□

メール

フリーダイヤル

[

]

いただいたご意見・ご質問には、責任者の氏名と連絡先を明記して、
原則1週間以内にお答えします。

□ A 0120
（471）506 □ FAX 026（235）7026（「信州・フレッシュ目安箱」と明記）
手紙 〒380−8570（住所記載不要）総務部広報課（「信州・フレッシュ目安箱」と明記）
hotline@pref.nagano.lg.jp □

○お問い合わせ先

がん相談支援センターを
ご活用ください

医療圏名

医療機関名

佐久

佐久総合病院

上小

国立病院機構長野病院

諏訪

諏訪赤十字病院

上伊那

伊那中央病院

飯伊

飯田市立病院

松本
大北
長野
北信

県立木曽病院

備考

7/1開設

4/1開設

信州大学医学部附属病院
相澤病院
安曇総合病院

7/1開設

長野赤十字病院
長野市民病院
北信総合病院

8/1開設

健康福祉部健康長寿課 ☎026-235-7150

「県下一斉ノーマイカー通勤
ウィーク」
にご参加ください
○マイカー通勤者に、環境にやさしい交通
手段で通勤していただく取組として、期
間中１日以上参加していただける事業所
を募集しています。
○実施期間：9月6日
（月）
〜 12日
（日）
○募集期限：9月5日
（日）
環境部環境政策課 ☎026-235-7022

知事への直接のご意見は □ FAX 026
（232）2123

FAX026-235-7257

木曽町で
「地域医療をともに
考えるシンポジウム」
を開催

がん医療に関して身近な場所で相談できる
センターが今年度新たに４カ所開設され、
県内の二次医療圏全てに整備されました。

木曽

観光部観光振興課

TEL026-235-7254

掲示板

長野市内と信州まつもと空港を
結ぶ直行バスの愛称募集
信州まつもと空港をご利用ください！

市町村が輝き、そこに暮らすお一人おひとりが主役となる、

ご意見
・
ご質問

検索

安曇野市観光協会

名所名物の見「物」
、美「味」
しいもの、いいお「湯」
、いいお土「産」
を体験す

◆期間：通年（購入から１年間有効）
◆料金：1,000円
◆申込：南信州ＤＣプロジェクト会議事務局

ご紹介した以外にも素敵なイベントが

体験搭乗できる宿泊プラン。お得な料金で地上20mまで上がる熱気球を
体験できます。

み

の特産品などをプレゼント。

佐久市

阿南町には眼下に天竜川を望む

もの

たり農産物を購入して、
３カ所でスタンプを集めた方を対象に、
抽選で信州

地域医療の問題について、県民の皆様とと
もに考えるため以下のとおり開催します。
○日時：9月5日
（日）13:30 〜 16:15
○会場：木曽文化公園文化ホール（木曽町）
健康福祉部医師確保対策室
☎026-235-7144

ネットショップ紹介サイト
掲載店募集
県内のネットショップを広く紹介するサイト
の開設を予定しており、掲載を希望する県
内事業者を募集しています。
○開設予定時期:９月下旬
○掲載料:無料
○申込：以下の専用アドレスまでメールで
shop@nisa.or.jp
商工労働部経営支援課 ☎026-235-7198

「長野技能五輪・アビリンピック
2012」大会スローガン募集
○募集期限：9月30日
（木）
○応募方法：公式ウェブマガジン
「WAZACAN」
（http://www.waza-can.com）
又は官製ハガキで
○賞品:
グランプリ 賞状及び賞金５万円
優秀賞 賞状及び
信州特産品セットなど
商工労働部人材育成課
技能五輪・アビリンピック室
☎026-235-7205
長野技能五輪・アビリンピック2012

公式キャラクター「わざまる」

□

メール

governor@pref.nagano.lg.jp

□

メール

koho@pref.nagano.lg.jp

この紙面に関するお問い合わせは総務部広報課まで

（235）7054
□ ☎026

□ FAX 026
（235）7026

