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長野県東京事務所メールマガジン「信州通信」９月号 令和３年８月 31 日配信
～出来揃ふ 田畑の色や

秋の月～
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秋の空気が顔を見せはじめる季節が待ち遠しくなるほど、まだまだ残暑が厳しい首都圏
の今日この頃、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
白熱した東京 2020 オリンピックも無事閉会を迎えました。日本選手団のメダル獲得数は
総計 58 個でした。新型コロナの影響で延期を余儀なくされた中での選手たちの奮闘は日本
中、ひいては世界中に勇気と希望をもたらしたと確信しております。
また、今月 24 日にパラリンピックも開幕しました。残暑の厳しい東京都内ですが、選手
の活躍にぜひともご注目いただきたいと思います。
今月の信州通信では、長野県内の情報を残暑を癒す「涼」として
ピックアップしてみました。
それでは信州通信９月号、どうぞお楽しみください。
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【１】 長野県からのお知らせ
・
【佐久地域振興局商工観光課からのお知らせ】
しなの鉄道「佐久地域星空トレイン」が９月末から運行開始します！
・佐久穂町で栽培したプルーン「オータムキュート」の販売イベントを
都内「新宿高野本店」などで開催！
【２】 銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
【３】 東京 2020 パラリンピック特集
【４】 信州スポーツ情報
※信州ゆかりの店の記事について今月は掲載をお休みします。

【１】 長野県からのお知らせ
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・ ・・…しなの鉄道「佐久地域星空トレイン」が９月末から運行開始します！…・・ ・
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今年の秋にしなの鉄道に佐久地域の星空をデザインした車両がデビューします！
北に浅間山、南に八ヶ岳を望む佐久地域から見える星空をイメージし、紺色のボディに映
える赤から紫のグラデーションと星のきらめきを基調としたデザイン。存在感のあるパラ
ボラアンテナや、勇壮な浅間山・八ヶ岳の稜線で佐久地域を表現しています。
列車の運行開始は９月下旬から。デビューに合わせて愛称を募集したところ全国か
ら 606 点のご応募があり、その中から投票で決定した愛称が９月 26 日の出発式でお披露目
されます。応募や投票をされた方はどの愛称になったか気になりますよね！ぜひご期待く
ださい。
〇しなの鉄道「佐久地域星空トレイン」 概要〇
運行期間：2021 年９月下旬～（通常のダイヤで運行します）
運行区間：軽井沢駅～妙高高原駅
〇お問い合わせ先〇
佐久地域振興局商工観光課振興係
FAX 0267-63-3115 TEL 0267-63-3157
https://www.pref.nagano.lg.jp/sakuchi/sakuchishokan/kannai/kakuka/shokokankoka/index.html

全国にいらっしゃる乗鉄・撮鉄のみなさまも、そうでない方も！
普段のほっこりふるさとを感じさせる車両デザインからダイナミックかつスペイシーに
メタモルフォーゼしたしなの鉄道にご乗車いただき、信州・佐久地域の広大なコスモを感じ
てみてはいかがでしょうか（＾＾）ご乗車お待ちしております～
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佐久穂町で栽培したプルーン「オータムキュート」の販売イベントを
都内「新宿高野本店」などで開催！
■0■0■0■0■0■0■0■0■0■0■0■0■0■0■0■0■0■0■0■0■0■0■0■0■0■
長野県及び佐久穂町では、老舗フルーツ専門店「新宿高野」と連携して、長野県オリジナ

ル品種のプルーン「オータムキュート」の販売促進に取り組んでいます。
このたび、オータムキュートを使用したパフェの販売など、プルーンに関連したイベントが
都内で開催されますのでお知らせします。
【イベント内容】
＠新宿高野本店（新宿区新宿 3-26-11 http://takano.jp）
●オータムキュートの小売り販売 限定 100 パック（１パック３個入）
日時：令和３年 10 月１日（金）
、２日（土）
、３日（日） ３日間限定、売切れ次第終了
場所：B２階 タカノオリジナルフード＆ギフト
内容：長野県佐久穂町産のオータムキュートのうち糖度 20 度以上で
大玉（90ｇ以上）の果実をプレミアムプルーンとして販売
※生育状況により出荷数が変更となる場合もあります。
●オータムキュートを使用したパフェの販売
日時：令和３年 10 月上旬 ～ 終了日未定
場所：５階タカノフルーツパーラー 11：00 ～ 20：00 （ＬＯ 19：30）
内容：オータムキュートを使用したパフェを期間限定販売
※天候及び入荷状況により販売期間は変更となる場合もあります。
※最新の営業時間は店舗にもご確認ください。
お問い合わせ先 株式会社新宿高野 プレス担当：久保
電話：03-3354-8876 E-mail：n-kubo@takano.co.jp
●オータムキュートプルーン試食会（定員８名 先着順）
日時：令和３年 10 月１日（金） 14:00～14:50
場所：B１階フルーツサロン
内容：県オリジナル品種「オータムキュート」
、パフェ等の紹介
受講料：各回 税込 3,300 円（本体価格 3,000 円）
●フルーツ×旅 １day イベント！ タカノフルーツパーラー新宿本店 『旅するフルーツ』
フルーツと一緒に旅をしませんか？
産地を訪れたような擬似体験をタカノフルーツパーラーで！
テーマフルーツを味わいながら、映像やトークショーを通して産地の魅力が体感できま
す。 https://takano.jp/parlour/event/detail/11119/
１０月上旬の開催で調整中、最新情報は上記からご確認ください。
料金：税込￥6,600（本体価格￥6,000）、定員 15 名様（いずれも予定）
◆銀座 NAGANO１F（中央区銀座 5-6-5）
●佐久穂町×新宿高野×銀座ＮＡＧＡＮＯ 佐久穂プルーン day

詳細未定

【２】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
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◆ショップ（１階）ニュース◆
/／
★ 山肉（ジビエ）商品新入荷 ―――――――――――――
残暑を乗り切るためのスタミナ満点! 秘伝のタレを揉みこんだ味付き肉に、熊肉、馬肉、
羊肉、鶏肉が新たに入荷。ぜひ１度お試しください。
/／
★ ぶどうシーズン到来 ―――――――――――――
今年もぶどうの季節がやってきます。秋の美味しい味覚、ぜひ味わってください。
○ナガノパープル（長野県オリジナル品種）
大粒でコクのある甘み。種がなく皮ごと食べられます。
○シャインマスカット
上品な香りと濃厚な甘み。種がなく皮ごと食べられます。
○アルローラ 21
大粒でジューシーな果肉。種がなく皮ごと食べられます。
○華鈴
日本で誕生した品種。松本市大村農園だけでしか生産されていない貴重な品種。
黒紫色の細長い美しい形の果実です。
※天候などにより入荷状況は変わりま
す。
◇オンラインセミナーのご案内◇
/／
★ ワイン・日本酒オンラインセミナー ―――――――――――――
ご自宅にいながら参加できる「ワイン・日本酒オンラインセミナー」を開催します。
（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。
）
○９月 11 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～ひやおろし特別編～
○９月 18 日（土）17:30～18:45
銀座ＮＡＧＡＮＯ×ビック酒販コラボ企画
オンライン日本酒講座 はじめての日本
/／
★ オンライン料理教室 ――――――――――――――――――――

銀座ＮＡＧＡＮＯの２階イベントスペースで人気の料理教室を、オンラインで実施。
皆さまのご参加をお待ちしています。
○９月 23 日（木祝日）14:00～15:30
銀座ＮＡＧＡＮＯ×信州 旬のフルーツ
オンラインジャムづくり体験「ブラムリー・アップル」
（予定）
○９月 25 日（土）11:30～13:00
小出陽子先生のオンライン粉もん講座
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/2021/09

◆銀座ＮＡＧＡＮＯ公式 YouTube チャンネル◆
毎月第１金曜日、第３金曜日に配信する、銀座ＮＡＧＡＮＯの YouTube チャンネル。
銀座ＮＡＧＡＮＯの商品の紹介や、商品を使った料理も紹介しています。
https://www.youtube.com/channel/UC8_uYpGpiVk20NiJT-FOHkw

◇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：午前 10 時 30 分から午後７時まで
※酒類提供のバルコーナーは、休業させていただいております。
-------------------------------------------------------------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/

【３】東京 2020 オリパラ特集
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東京 2020 オリンピック 信州ゆかりのメダリスト紹介
いよいよ東京 2020 パラリンピック 信州出身の出場内定選手 試合日程
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日本人選手のメダルラッシュによって大いに白熱した東京 2020 オリンピック、７月号で
紹介した信州ゆかりの出場選手のうち、野球・日本代表として出場した菊池選手が見事、金
メダルを獲得しました！
また 24 日に開幕したパラリンピックでは、連日の猛暑の中、出場選手が生き生きとした
姿で協議に挑み活躍する姿を見せています。信州ゆかりの選手として陸上男子マラソン（視
覚障害）堀越 信司（ほりこし ただし）選手と車いすバスケットボール男子 藤澤 潔(ふ
じさわ きよし）選手が出場予定です。
堀越選手が出場する男子マラソン/Ｔ12 は９月５日（日）午前６時 50 分に試合スタート、
藤澤選手が参加した車椅子バスケは予選３連勝の中で迎えたスペインとの対決で黒星を
喫したのち、30 日にトルコと対戦。結果は 67－55 で勝利。見事グループ２位で準々決勝進
出を決めました。
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【４】信州スポーツ情報
※情報は令和３年８月 31 日現在のものです。
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≪大相撲 御嶽海関（上松町出身）≫
先場所を勝ち越しで締めくくった御嶽海関。９月 12 日（日）から開催される９月場所に
は東の関脇で臨みます。
好きな食べ物は「寿司」
（出羽海部屋公式 HP より）という御嶽海関。しっかり食べて体を
作っていただき、二ケタの勝ち越しを期待しましょう。
≪Ｊ２ 松本山雅ＦＣ≫
2021 明治安田生命Ｊ２リーグ第 27 節まで終了
現在第 18 位（６勝７分 13 敗）
次回試合は９月４日（土）にホームでジュビロ磐田と対戦
【松本山雅ＦＣ】https://www.yamaga-fc.com/
≪Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ≫
2021 明治安田生命Ｊ３リーグ第 16 節まで終了
現在第６位（６勝６分３敗）
次回試合は９月５日（日）ホームでいわてグルージャ盛岡と対戦
【ＡＣ長野パルセイロ】https://parceiro.co.jp/
≪ＡＣ長野パルセイロレディース≫
2021 シーズンから日本女子プロサッカーリーグ（WE）に参戦。

初戦は９月 12 日（日）にアルビレックス新潟レディースと対戦
【ＡＣ長野パルセイロレディース】https://parceiro.co.jp/
≪信濃グランセローズ≫
ルートイン BC リーグ 2021 公式戦
現在中地区第２位（29 勝７分 17 敗）
次回は９月１日（水）ホーム（長野県営球場）で福島レッドホープスと対戦
【信濃グランセローズ】https://www.grandserows.co.jp/
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信州通信９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。
じりじりと焼きつけるような８月が終わり、明日から９月になります。９月といえば
お月見を連想する方も多いのではないのでしょうか。国立天文台によると、今年の中秋の
名月は９月 21 日（火）になるそうで晴れれば大きく見ごたえのある月を見ることができ
るかもしれませんね。中秋の名月にちなみ、今回は信州の月の名勝をご紹介します。
〇千曲市 姨捨の棚田〇
姨捨は古来より月の名所として知られ、多くの歌人が「月」の歌を古今和歌集に残して
おり、また大和物語にも姨捨が舞台の有名な説話が残っています。あの松尾芭蕉も姨捨ま
で来て月を見に訪れたそうですよ。江戸時代には棚田の開発が進み、そちらへも注目がさ
れるようになりました。現在も多くの人が姨捨の「田毎の月」に魅了されています。
〇松本市 国宝松本城〇
国宝松本城の「月見櫓」は、城主・松平直政が３代将軍家光を迎えるために増築したも
のといわれています。当時は一国一城令というとても厳しいお触れがあった中で増築が
行われたようですが「月の美しさをぜひ将軍にご覧いただきたい」という城主の粋な心遣
いがこの月見櫓の存在から見て取れます。
緊急事態宣言の期間延長や対象地域拡大でご自宅過ごされる時間がまだまだ多い状況か
と思われますが、首都圏には季節の変わり目が近付いています。人によっては秋の花粉症の
影響を受ける方もいるようです。新型コロナもさることながら、酷暑の疲れが出やすい時期
かと思いますので、体調の無理をせずご自愛ください。
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/sogokeikak
u/2018keikaku.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。
--------------------------------------------------------------------------------

