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            長野県東京事務所メールマガジン          

日本のふるさと 信州通信３月号 令和４年３月４日配信     

            ～ 山里や 雪間を急ぐ 菜の青み ～                                        
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草木凍てつく極寒の２月が終わり、いよいよ春めく３月がやってまいりました。 

 みなさまいかがお過ごしでしょうか。 

 だんだんと日がのびて春の香りがどことなく漂う季節は、今年の冬も乗り越えた！とい

う喜びで心も体も軽やかになります。春を喜ぶことで、人間も地球にいる生き物の一員だな

あと実感します。 

  

 ３月といえば、桃の節句です。信州では桃の開花は今しばらく．．．といったところです。 

 バラクーダが唄う日本全国酒飲み音頭では「３月はひな祭りで酒が飲めるぞ」という歌詞

があります。今月号は桃の節句を盛り上げるにふさわしい「信州の地酒」をお得にゲットす

るクーポンをご紹介します。 

 

３月は年度末でご多忙のことと思いますが、少しの息抜きにご覧いただければ幸いでご

ざいます（＾＾） 信州通信３月号、どうぞお楽しみください。 

 

△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△ 

本 日 の メ ニ ュ ー 

△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△ 

 

【１】 長野県からのお知らせ  

【２】 銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 

【３】 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 

 

 



 

■◆■＊■■＊■＊■◆■＊■■＊■＊■◆■＊■■＊■＊■◆■＊■■＊■＊■◆■ 

   デジタル人材応援イベント 【 シシコツコツ ～ ないものは、山でつくれる ～ 】 

                  ＹоｕＴｕｂｅ 公開動画のご案内 

■◆■＊■■＊■＊■◆■＊■■＊■＊■◆■＊■■＊■＊■◆■＊■■＊■＊■◆■ 

長野県では、信州 IT バレー構想の実現に資する人材の育成・誘致を目的とした令和 

３年度「デジタル人材育成・誘致事業 －ＮＡＧＡＮＯ ＦＬＥＤＧＥ－」の総括イベント

として、トークセッションや成果発表等を行う４日間のイベント「シシコツコツ」を開催し

ました。今回はＹоｕＴｕｂｅで公開している本イベントの開催動画のご紹介です。 

本イベントは、来年度も開催を予定しております。デジタル人材を目指す方、動画を 

ご覧になって興味を持たれた方のご参加をぜひともお待ちしております！ 

 

≪ＹоｕＴｕｂｅチャンネル ＮＡＧＡＮＯ ＮＩＣОＬＬＡＰ≫ 

https://www.youtube.com/channel/UCkM1iZaVSC3osUiti-IColg/about 

 

【動画の一例】 

●新産業をともにつくる～信州ＩＴバレー構想の現在地～（企業＆自治体向け） 

  https://www.youtube.com/watch?v=iEekpebs0aI 

・SUNDRED(株）留目真伸氏、（株）雪雲、（株）Ｐｕｂｌｉｎｋ 栫井誠一郎氏  他 

●プレセッション_コツコツが地域を変える～いま、長野の行政に起きていること～（自治

体向け） 

  https://youtu.be/QFyY4TxM-xA?t=60 ・長野県庁、塩尻市 

 

【イベント概要紹介ページ】 https://shishi-kotsukotsu.com/ 

 【県プレスリリース】  https://www.pref.nagano.lg.jp/dx-promo/happyou/220126-

2press.html 

【担当連絡先】  長野県企画振興部 ＤＸ推進課 

  TEL：026-235-7072 FAX：026-235-0517 

  MAIL： dx-promo@pref.nagano.lg.jp  

 

 

◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆ 

      第82回国民スポーツ大会・第27回全国障害者スポーツ大会の 

      愛称とスローガンが決定しました！ 

◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆ 
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  《愛称》 「信州やまなみ国スポ・全障スポ」 

 

  （趣旨） 日本の屋根と呼ばれ、多くの美しい山々を有する長野県。 

      大会に関わるすべての人が、信州の山脈のようにつらなり、手を取り

合い、未来へとつながる大会を目指します。 

 

  《スローガン》 「行こう。それぞれの頂へ。」  

 

  （趣旨） 頂点を目指すだけが大会の意味ではなく、それぞれにそれぞれが想う

ゴールがあります。選手や観戦する人、ボランティアなど、大会に関

わるすべての人が、自分の想い描く頂（いただき）を目指す様子をイ

メージしています。 

 

令和10年（2028年）に長野県で第82回国民スポーツ大会・第27回全国障害者スポーツ

大会が開催されます。（「国民体育大会」の名称は令和６年の第78回大会から「国民スポ

ーツ大会」に変更となります。） 

 

この度、昭和53年（1978年）の「やまびこ国体」「やまびこ大会」以来50年ぶりとなる

開催に向けて、両大会の愛称とスローガンを公募し決定しました。 

「信州やまなみ国スポ・全障スポ」開催に向け、応援をよろしくお願いします。 

 

●両大会の詳細及び準備状況はこちらをご覧ください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kokutai/82kokutai/top.html 

 

 

●●●〇●●〇●●〇●〇●●〇●●●〇●●〇●●〇●〇●●〇●●●〇●●〇 

        ～ 信州の地酒販売促進キャンペーン事業 ～ 

『信州の地酒おトクーポン（第 2弾）』の販売・利用が始まりました！ 

●●●〇●●〇●●〇●〇●●〇●●●〇●●〇●●〇●〇●●〇●●●〇●●〇 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う、飲食店等の営業時間の短縮や外出自粛によ 

る観光客の減少で小売酒販店が扱う業務用向けの酒類販売が落ち込んでいます。 

信州の地酒等の消費をさらに盛り上げていくため、「信州の地酒おトクーポン 

（第２弾）」の販売が県内の小売酒販店等で始まりました（販売・利用は７月末まで）。 

 3,000円で購入して 4,000円分利用できるというおトクなクーポンで、長野県 

内で製造されている日本酒、ワイン、クラフトビール、シードル、焼酎などの地 

酒をゲットできる大チャンスです。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kokutai/82kokutai/top.html


その他、これらの地酒を製造する県内の酒造事業者が作る甘酒、ジュース、酒粕 

などもクーポンの対象になりますので、どうぞこの機会をお見逃しなく！！ 

 

購入方法や取扱店舗等の詳細は公式ＨＰをご覧ください。 

 （県産業労働部 プレスリリース） 

https://www.pref.nagano.lg.jp/jizake/happyou/documents/20220216jizakepress.pdf  

（信州の地酒 おトクーポン第２弾 公式ＨＰ） 

 https://shinshu-jizake.jp/ 

 

  【 問合せ先 】 

  ●信州の地酒販売促進キャンペーン事務局 

  TEL：0570-064-538（受付時間 平日９：00～17：00）FAX：026-224-3728 

  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【２】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース   
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◆ショップニュース◆ 

 /／ 

★ 善光寺門前スイーツめぐり ―――――――――――――――――― 

  ４月３日から６月 29日まで開催される御開帳にちなみ、「善光寺門前スイーツ」が銀座

ＮＡＧＡＮＯに大集合。 

   ○りんご小径 〔二葉堂〕 

○玉だれ杏  〔長野風月堂〕 

○そばの華  〔卯月堂〕 

○みそチョコレート〔すや亀〕 

○アルクマ栗もなか〔栗庵風味堂〕 

○まほろばの月〔太平堂〕 

○ゆきげ杏  〔利久堂〕 

○長野アップルパイ〔りんごの木〕 

○りんご参道 〔旬彩華たむら〕 

 

 /／ 

★ 春の訪れ-美味しい"いちご" ――――――――――――――――― 

  日差しの暖かい日が増えてきた３月。 

  銀座ＮＡＧＡＮＯの"生食いちご"と"いちご商品"で春の訪れを感じてください。 

   ○生食用いちご：シナノベリー、淡雪 

   ○いちごジャム各種 

   ○いちごのドレッシング、シロップ など。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/jizake/happyou/documents/20220216jizakepress.pdf
https://shinshu-jizake.jp/


 

◇銀座の催しもの◇ 

 /／ 

☆ 美味しい銀座のグルメウィーク ―――――――――――――――― 

「美味しい銀座のグルメウィーク」を３月１日（火）～３月 31日（木）まで開催中です！ 

  イベント期間中、対象店舗で配布されている応募用紙にご記入いただき、ご応募いただ

いた方から抽選で豪華賞品が当たります。 

  応募用紙・応募ＢＯＸは銀座ＮＡＧＡＮＯの１階・２階に設置しておりますので、是非

ご応募ください。 

 

◆イベントのご案内◆ 

 信州の美味しい"素材"と"食文化"を楽しめるイベントを随時開催しています。 

ぜひ、ご参加ください。 

 

 ○３月 12日（土）11:00～13:30 

  小出陽子先生の信州「粉もん」づくり講座「信州の早春の風物詩「やしょうま」づくり」 

  ※リアルとオンライン、いずれかを選んでご参加いただけます。 

 

 ○３月 26日（土）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「いちごジャム」（予定） 

 

 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。 

新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、イベントが中止又は変更となる場合が

ありますので、最新の情報につきましてもホームページからご覧ください。 

 https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2022/03 

 

◆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：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】信州スポーツ情報 

※情報は令和４年３月４日現在のものです。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

≪大相撲 御嶽海関（上松町出身）≫  

https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2022/03
https://www.ginza-nagano.jp/


 ３月 13日（日）に初日を迎える春場所。 

県出身では江戸時代の伝説的強豪、雷電以来 227年ぶりに大関に就任した御嶽海関。 

新大関として、持ち味を生かし２連覇を目指してほしいですね。 

【日本相撲協会 公式ＨＰ】https://www.sumo.or.jp 

 

≪Ｊ３ 松本山雅ＦＣ≫ 

 2022明治安田生命 J３リーグが３月に開幕！ 

開幕戦は３月 13日（日）にアウェーでカマタマーレ讃岐と対戦 

【Ｊリーグ 公式ＨＰ】https://www.jleague.jp/ 

【松本山雅ＦＣ 公式ＨＰ】https://www.yamaga-fc.com/ 

 

≪Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ≫  

2022明治安田生命Ｊ３リーグが３月に開幕！ 

開幕戦は３月 13日（日）にアウェーでギラヴァンツ北九州と対戦 

【ＡＣ長野パルセイロ 公式ＨＰ】https://parceiro.co.jp/ 

 

≪ＡＣ長野パルセイロ・レディース≫  

2021-22 Yogibo ＷＥリーグ第 10節終了 

現在第６位（３勝２分４敗） 

次戦は３月５日（土）にアウェーで日テレ・東京ヴェルディベレーザと対戦 

【ＷＥリーグ 公式ＨＰ】https://www.weleague.jp/ 

【ＡＣ長野パルセイロ・レディース 公式ＨＰ】https://parceiro.co.jp/ 

 

≪信州ブレイブウォリアーズ≫ 

 Ｂ１リーグ 2021-2022シーズン第 21節終了 

現在西地区 第６位（17勝 18敗） 

次戦は３月４日（金）にアウェーで川崎ブレイブサンダースと対戦 

【Ｂリーグ 公式ＨＰ】https://www.bleague.jp/ 

【信州ブレイブウォリアーズ 公式ＨＰ】https://www.b-warriors.net/ 

 

≪ＶＣ長野トライデンツ≫ 

2021-2022 Ｖ１リーグレギュラーラウンド開幕！ 

現在 10位（1勝 27敗） 

次戦は３月５日（土）にホームでＪＴサンダーズ広島と対戦 

【Ｖリーグ 公式ＨＰ】https://www.vleague.jp/ 

【ＶＣ長野トライデンツ 公式ＨＰ】https://vcnagano.jp/ 

https://www.sumo.or.jp/
https://www.jleague.jp/
https://www.yamaga-fc.com/
https://parceiro.co.jp/
https://www.weleague.jp/
https://parceiro.co.jp/
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https://vcnagano.jp/


 

☆☆☆ ☆☆ ☆ ☆☆ 北京 2022冬季パラリンピック開幕！☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆☆ 

 

 ３月４日（金）にいよいよ北京 2022冬季パラリンピックが開幕します。 

 どの選手も血のにじむような努力を重ねてパラリンピックへの切符をつかんでいます。 

 寒さに負けず存分に力を発揮することを期待し、応援したいですね！ 

なお、県 HPでは長野県関係選手及びその試合情報を掲載しております。 

以下の URLからご覧ください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-

shien/kenko/shogai/sports/paralympics/beijing.html 

 

 

＼◇／◇＼◇／◇＼◇／◇＼◇／◇＼◇／◇＼◇／◇＼◇／◇＼◇／◇＼◇／◇＼◇／ 

           【災害支援寄付及び義援金の募集】 

長野県では「令和３年８月大雨災害」及び「令和３年長野県茅野市土石流災害」に対する

皆様の温かいご支援をお待ちしております 

／◆＼◆／◆＼◆／◆＼◆／◆＼◆／◆＼◆／◆＼◆／◆＼◆／◆＼◆／◆＼◆／◆＼ 

 この度の「令和３年８月大雨災害」及び９月に発生した「令和３年長野県茅野市土石流災

害」によって、長野県内各地で甚大な被害が発生しました。 

 長野県では、迅速な復旧・復興施策のためのふるさと納税による災害支援寄付及び被災さ

れた方々を支援するための義援金を３月 31日（木）まで募集しております。皆様の温かい

ご支援を心よりお待ちしております。 

 

 ○災害支援寄付についてはこちら 

【令和３年８月大雨・令和３年長野県茅野市土石流災害支援寄付】 

寄付受付サイト「ふるさとチョイス」 

https://www.furusato-tax.jp/saigai/detail/1191 

 

○義援金についてはこちら 

【令和３年８月大雨災害義援金の受付について】 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kaikei/202108gienkin02.html 

【令和３年長野県茅野市土石流災害義援金の受付について】 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kaikei/202109gienkin.html 

 

信州通信３月をお読みいただきありがとうございました。 

 

https://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/sports/paralympics/beijing.html
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https://www.pref.nagano.lg.jp/kaikei/202109gienkin.html


 新型コロナウイルス感染症の流行から２年以上が経過し、今では３回目のワクチン接種

の実施や経口薬の承認などが進んできました。２年前の混乱から良い方向に少しずつ向か

っています。 

 四季が時間の経過と共に移り変わってゆくように、物事も絶えず変化していきます。 

 年々、時間が経過するスピードは速く感じられ、また、起こる変化の度合いも激しさを増

しているように思います。 

長いようで短い人生を自分らしく生きていくためには、ただ苦しさに耐え忍ぶだけでは

なく、起こる変化に身を任せられる「豪胆さ」と厳しい状況のなかでも日々の生活に楽しみ

を見出せる「感受性」が大いに役立つのではないかな、とコロナ禍の２年を首都圏で過ごし

感じた次第です。 

  

 桜の季節までもう少しですね。 

皆さまにとって嬉しいことや楽しいことがたくさんありますようお祈り申し上げます。 

 

 長野県東京事務所では引き続き信州にご興味を持っていただけるように記事作成に尽力

してまいります！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。 

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