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長野県東京事務所発『信州通信』３月号 令和３年２月 26 日（金）
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朝夕に 雫のふとる このめ哉 ≫
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暖かい日が増えてきている今日この頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。目や鼻
がかゆいと思ったら花粉が飛び始めているようで、上野公園ではカンザクラが咲き始めて
いるそうです。春ならではの自然の躍動感をひしひしと感じております。
長野県の３月は場所によってはまだ雪が残るところもありますが、田んぼの傍や山際に
ふきのとうが顔をのぞかせはじめるので、地酒と一緒にふき味噌やてんぷらなどふき独特
の香りや苦みを楽しむのも春らしさを感じる大人の楽しみの一つですね。
今月も信州通信おたのしみください（＾＾）
なお、毎月お届けしている「信州ゆかりの店」について、今月はお休みします。

●…●…●…●…●…●…●…●…●
本日のメニュー
●…●…●…●…●…●…●…●…●
【１】 長野県からのお知らせ・・・楽園信州オンラインセミナー
「信州やまほいくの伝道師が語る「地方で叶える子ど
もの幸せな育ちと学び」
【２】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース・・・信州いちご＆麦ストロー
オンラインセミナーのご案内 他
【３】信州スポーツ情報
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【１】長野県からのお知らせ
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楽園信州オンラインセミナー
「信州やまほいくの伝道師が語る「地方で叶える子どもの幸せな育ちと学び」
■■■□□■□■□□■■■□□■□■□□■■■□□■□■□□■■■□□■□■□□
幼少期の豊かな体験はその後の人生に大きく関わると言われています。
自然がいっぱいの信州でのびのび子育てしてみませんか？
今回は、
「信州やまほいく※」創設メンバーで現在は池田町の教育長である竹内延彦さん
を講師にお迎えし、長野県の教育や自然保育の魅力を語っていただきます！子育て中の先
輩移住者による体験談や、市町村の子育て支援なども聞くことができますよ。
※「信州やまほいく」とは…信州の豊かな自然環境と多様な地域資源を活用した、 野外活
動を中心とする様々な体験活動を積極的に取り入れる保育・幼児教育のことです。
【日 時】令和３年３月 14 日（日） 11：30～14：30
（オンライン入室は 11：25～）
【方 法】オンライン（Zoom）
（参加用の Zoom のミーティング ID,パスコードは後日お送りします。
）
【定 員】長野県での子育てを考えている方 30 組
【申込み】以下の NPO 法人ふるさと回帰センターのサイトからお手続きください。
https://www.furusato-web.jp/event/285434/
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【２】銀座 NAGANO ニュース
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◇ショップ（１階）◇
生食で美味しい、人気のシナノベリー・淡雪のほか、いちごのジャムなどを多数販売中。
今月の新商品：上伊那産夏秋いちご やわらか仕上げ
（セミドライフルーツ）30ｇ 396 円
いちごのドレッシング 1,080 円
いちごのシロップ 1,620 円
いちごのハーブティー 896 円
また、バルカウンターでは、シナノベリーのパルフェ（1,000 円）を提供中です。

温かい日も増え、春も間近に感じられるようになったこの季節、信州のいちごはいかがで
すか。
続いて、環境にやさしい商品もご紹介。
・Azumino Mineral Water １L

194 円（３月 15 日発売）

硬度が 19 ㎎/L 前後の軟水で、癖が無くまろやかで飲みやすいナチュラルミネラルウォー
ター。プラスチックごみを減らすため、ＦＳＣ認証の紙パック容器です。
・麦ストロー ６本入り 242 円
自然から生まれ自然に還る、環境にやさしいストロー。無農薬で育てた麦を使い、全て手
作業で作られています
※価格は税込み表示です。

◇オンラインセミナーのご案内◇
ご自宅にいながら参加いただける「ワイン・日本酒オンラインセミナー」を開催します。
家吞みが増えているこの時期に長野のワイン、日本酒への造詣を深めてみませんか。
※お酒に関するセミナーのため、いずれも 20 歳以上の方限定となります。
●３月 13 日（土）

17:30～18:45

銀座ＮＡＧＡＮＯ×ビック酒販コラボ企画
オンラインワイナリーツアー「はすみふぁーむ」
●３月 17 日（水）

18:00～19:00

銀座ＮＡＧＡＮＯソムリエプロデュース『今飲むべきＮＡＧＡＮＯ ＷＩＮＥ』
●３月 20 日（土）17:30～18:45
銀座ＮＡＧＡＮＯ×東急百貨店コラボ企画
オンライン日本酒講座
ゴクジョウ地酒の楽しみ方「丸世酒造店」
●３月 27 日（土）17:30～18:45
銀座ＮＡＧＡＮＯ×ビック酒販コラボ企画
オンライン酒蔵見学 vol.3「西飯田酒造店」

イベントの詳細とお申込みは、銀座ＮＡＧＡＮＯのホームページ「イベントカレンダー」
をご覧ください。
https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2021/03
◇店舗営業時間短縮のお知らせ◇
銀座ＮＡＧＡＮＯは、新型コロナウイルス感染拡大防止の徹底を図るため、店舗営業時間
を短縮しています。
営業時間は、午前 10 時 30 分から午後 7 時までとなります。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
皆さまに安心してお買い物をしていただけるよう、引き続き感染防止対策に努めてまい
ります。
【銀座 NAGANO】https://www.ginza-nagano.jp/
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【３】信州スポーツ情報
※情報は令和３年２月 26 日現在のものです。
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≪Ｊ２松本山雅ＦＣ≫ 2021 明治安田生命Ｊ２リーグの開幕カードが決定！初試合は２
月 28 日（日）にアウェーでレノファ山口 FC と対戦
【松本山雅ＦＣ】https://www.yamaga-fc.com/
≪Ｊ３ＡＣ長野パルセイロ≫ 2021 明治安田生命Ｊ３リーグの開幕カードが決定！初試
合は３月 14 日（日）にアウェーでカマタマーレ讃岐と対戦
【ＡＣ長野パルセイロ】https://parceiro.co.jp/

≪信州ブレイブウォーリアーズ≫
男子バスケットボール B リーグ１部 通算成績は 13 勝 24 敗＜西地区 10 チーム中７位＞
次戦は２月 27 日（土）及び 28 日（日）ホームで新潟アルビレックス BB と対戦
【信州ブレイブウォーリアーズ】https://www.b-warriors.net/
≪VC 長野トライデンツ≫
バレーボール男子 V リーグ 通算成績は３勝 23 敗＜10 チーム中９位＞
次戦は２月 27 日（土）にアウェーでパナソニックパンサーズと対戦
【VC 長野トライデンツ】https://vcnagano.jp/
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信州通信３月号を最後までお読みいただきありがとうございました。
日本画の大家として知られる「菱田春草」をご存知でしょうか。名前をご存知の方も多い
かと思いますが、実はこの菱田春草は現在の長野県飯田市で生まれ育った信州にゆかりの
ある人物なのです。
13 歳まで飯田で過ごし、その後上京し東京美術学校で技法を学んだ後、岡倉天心の門下
として日本美術院に参加しました。持病があり惜しくも 36 歳で夭折した春草ですが、
「黒き
猫」や「王昭君」
「落葉」などの日本画の名品を生みだし、明治期以後の日本画壇に大きな
影響を与えその作品は現在も多くの人に愛されています。
長野県内では飯田市美術博物館が春草の作品の常設展示を行っており、長野市内の水野
美術館でも１月２日から３月 21 日まで開催されて水野コレクション「彩りの樹木たち ー
春草・玉堂たちと巡る四季のすがた」を開催しております。
春がいよいよやって来るこの季節、
「春」にちなんで信州にゆかりのある画家の作品に触
れてみてはいかがでしょうか？
新型コロナウイルス感染症もさることながら、毎年この季節は気温の寒暖差も大きく風
邪やインフルエンザも流行しがちです。お体を大切にどうぞ健やかにお過ごしください。
来月号もご購読どうぞよろしくお願いいたします。
---------------------------------------------------------------------------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/sogokeikaku/2018k
eikaku.html
配信停止をご希望の方は mg-shinshu@pref.nagano.lg.jp へ「配信停止希望」とお知らせく
ださい。
---------------------------------------------------------------

