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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  長野県東京事務所メールマガジン「信州通信」2 月号 令和 5 年 2 月 1 日配信 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 ついこの間新年を迎えたと思ったら、もう 2 月に突入です。早いものですね。 

 

先日の大寒波で、長野もかなり雪が降ったようですが、皆様がお住まいの地域は大 

丈夫でしたか？東京もかなりの強風が吹き、公共交通機関が大きく乱れました。 

 

とはいえ、やはり冬の冷え込みは東京の方が穏やかで、時たま長野のあの芯から凍

えるような寒さが恋しくなるようなタイミングもあります…が、天気予報で「マイナ

ス 15 度」といった段違いの数字を目の当たりにすると「いや、やっぱり東京の冷え込

みくらいがちょうどいいかな…」と思ったり…（笑） 

 

それでは、信州通信 2 月号をお送りします。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

   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 

 

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

【１】長野県からのお知らせ 

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

文化財・生涯学習課からのお知らせ------------------------------------------ 

 

「武田晴信書状」購入のため、ふるさと納税制度を活用した 

クラウドファンディングを実施中です。 

この書状を長野県民共有の財産とするため、皆様のご寄付をお願いします 

 

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

  

武田信玄（晴信）と上杉謙信の川中島合戦は、歴史ファンならずとも耳にされたこ 

とのある誰でもご存じの、信州の歴史を振り返るうえで欠くことができない史実です。 

この川中島合戦において、信玄（晴信）が発給し、川中島の戦いに関わる戦況の具 
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体的な経過を伝えるとともに、最前線で軍事活動を担う信濃武士の動向を伺うことが 

できる「武田晴信書状」が現存していることが明らかになりました。 

 

長野県ではこの大変貴重な文化財である「武田晴信書状」を購入し、長野県民共有 

の財産として長野県立歴史館で後世に渡って保存・研究・公開するため、クラウドフ 

ァンディングを実施中です！ 

 

長野県出身者、長野県ファンの皆様におかれましては、以下の URL から長野県立歴 

史館笹本正治特別館長からのメッセージをご覧いただき、是非このプロジェクトへの 

ご寄付をお願いいたします。 

https://www.furusato-tax.jp/gcf/2143 

 

１ プロジェクト名 

川中島合戦における武田信玄（晴信）書状購入プロジェクト 

２ 目標金額 

315 万円（2 月 1 日現在 寄付額 2,641,000 円 達成率 83.8%） 

３ 募集期間 

令和 5 年 3 月 15 日(水)まで 

４ 寄付金の方法 

次の寄付サイトで寄付を受け付けています。 

●インターネットで申出・・・「ふるさとチョイス」 

https://www.furusato-tax.jp/gcf/2143 

●郵送や FAX で申出 

「長野県『日本のふるさと信州』応援サイト」で寄付申出書をダウンロード 

https://nagano.tax-furusato.jp/ 

５ 寄付に対するお礼について 

品物としてのお礼はございませんが、寄付いただいた方々を対象とした購入史料 

の長野県立歴史館での特別公開や、オンラインによる解説会を予定しております。 

特別公開及びオンライン説明会については寄付いただいた方へ後日個別にご連 

 絡を差し上げます。 

 

◯お問い合わせ先 

長野県教育委員会事務局 文化財・生涯学習課 

TEL 026-235-7441 

FAX 026-235-7493 

E-mail bunsho@pref.nagano.lg.jp 

 

税務課・私学振興課・県民協働課・高校教育課からのお知らせ------------------ 

 

信州「学び」応援寄付金を募集しています 

https://www.furusato-tax.jp/gcf/2143
https://www.furusato-tax.jp/gcf/2143
https://nagano.tax-furusato.jp/
mailto:bunsho@pref.nagano.lg.jp
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------------------------------------------------------------------------- 

 

「母校や地元の学校を応援したい」「信州の特色ある学びの取組を応援したい」など、 

県内の学びを応援したい方々の意思を学校等につなぐため、ふるさと納税や長野県み 

らいベースを活用して、学校等を指定した寄付制度を創設しました。 

これにより、県立学校をはじめ、私立学校や特色ある学びの場の取組を支援し、学 

びの県づくりを推進していきます。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１ ふるさと納税で応援したい学校等を指定できます 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

長野県には、特色ある学びを展開する県立学校や私立学校のほか、自然体験を通じ 

て自ら学び成長しようとする力を育む「信州やまほいく」認定園が数多く存在してい 

ます。 

長野県のふるさと納税で、学校等を指定した寄付制度を創設し、1 月 4 日から寄付 

募集を始めました。皆様の温かなご支援をお願いいたします。 

 

【概要】 

・長野県のふるさと納税の寄付金の使途において、学校名等を指定した寄付が可能 

・寄付金は各学校等の教育環境の充実や奨学金等に活用 

・寄付者は税額控除を受けられるため少ない自己負担で学校等を応援することが可能 

 

○対象となる学校等 

・県立学校 

高等学校、特別支援学校、附属中学校、専修学校、大学 

・私立学校（登録制） 

小学校、義務教育学校、中学校、中等教育学校、高等学校、専修学校、短期大学、 

大学 

・信州やまほいく認定園（登録制）※公立を除く 

 保育所、幼稚園、認定こども園等 

 

○寄付の方法 

次の寄付募集サイトで寄付を受け付けています 

https://nagano.tax-furusato.jp/index.php?view=5234 

 

詳しくは、募集チラシをご覧ください。 

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

shin/kyoiku/gakko/shiritsu/annai/documents/kifukintirasi.pdf 

 

https://nagano.tax-furusato.jp/index.php?view=5234
https://www.pref.nagano.lg.jp/shigaku-shin/kyoiku/gakko/shiritsu/annai/documents/kifukintirasi.pdf
https://www.pref.nagano.lg.jp/shigaku-shin/kyoiku/gakko/shiritsu/annai/documents/kifukintirasi.pdf
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【お問い合わせ先】 

（寄付の受付・ふるさと納税について） 

ふるさと信州寄付金事務局（長野県総務部税務課内）担当：井出 

TEL：026-235-7046 

E-mail：zeimu@pref.nagano.lg.jp 

 

（対象となる学校等について） 

募集チラシに記載の各担当課にお問い合わせください。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

２ 長野県みらいベースを活用して寄付による「信州の特色ある学び」を応援できま

す 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

信州の豊かな自然環境の中で遊び、学びながら生き抜く力を育む「信州やまほい 

く」・「山村留学」や、一人ひとりの個性や特性に応じた学びの場である「フリースク 

ール」など、子どもたちの個性を大切にし、さらに伸ばす特色ある学びの取組が県内 

各地で行われています。 

長野県と（公財）長野県みらい基金では、このような取組を一層充実させるため、 

寄付募集サイト「長野県みらいベース」を活用して寄付を集める団体等を支援し、子 

どもたちが主体的に学び続けられる環境づくりを進めます。皆様の温かなご支援をお 

願いします。 

 

【概要】 

・認可外保育施設の信州やまほいく認定園、フリースクール、山村留学など学校以外 

の学びの場を指定した寄付が可能 

・寄付金は、それぞれの学びの場の設備やプログラムの充実等に活用 

・（公財）長野県みらい基金への寄付は、寄付金控除等の税制上の優遇措置が受けられ 

ます 

・募集期間は令和 5 年（2023 年）2 月 28 日（火）まで 

 

○寄付の方法 

公共的活動応援サイト長野県みらいベースで寄付を受け付けています 

https://www.mirai-kikin.or.jp/tokushokuaru-manabi/ 

 

【お問い合わせ先】 

公益財団法人長野県みらい基金 松本事務所 

TEL：0263-50-5535 

E-mail：info@mirai-kikin.or.jp 

 

 

mailto:zeimu@pref.nagano.lg.jp
https://www.mirai-kikin.or.jp/tokushokuaru-manabi/
mailto:info@mirai-kikin.or.jp
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】銀座 NAGANO 新着ニュース  ※令和 5 年 2 月 1 日時点の情報を掲載 

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

 

◆ショップニュース◆ 

 /／ 

★ TSURUYA×銀座 NAGANO ――――――――――――――――――― 

  毎回大好評!! 銀座 NAGANO に長野県のご当地スーパーマーケット「TSURUYA 

（ツルヤ）」のオリジナル商品が登場するツルヤコラボフェアを開催します。 

  おなじみの商品から新商品まで、ラインアップは 180 種類以上！ 

この機会に是非、お買い求めください。 

〔開催期間〕2 月 3 日(金)～12 日（日）まで 

〔場  所〕銀座 NAGANO 2 階イベントスペース 

 

 /／ 

★ つなぐ棚田遺産認定１周年記念「信州棚田魅力発信フェア」 ―――――――― 

  長野県には「つなぐ棚田遺産」に認定された 15 か所の棚田をはじめ、広い県土に 

多くの棚田があります。 

  銀座 NAGANO では、認定１周年を記念して、棚田米やお酒、棚田に関する商品を 

販売。また、信州の美しい棚田を紹介する写真展示などを行います。 

〔開催期間〕2 月 11 日(土)～26 日（日）まで 

〔場  所〕銀座 NAGANO  1 階特設コーナー 

 

/／ 

★ 甘～い幸せ チョコレートはいかがですか ―――――――――― 

  寒い冬にチョコレートと温かいドリンクでほっと一息。 

銀座 NAGANO では、チョコレートのお菓子も販売しています。２月の甘い祭典。 

バレンタインデー用にも♪ 是非ご賞味ください。 

  ○チョコレートボール〔軽井沢チョコレートファクトリー（軽井沢町）〕 

  ○軽井沢ラスク   〔軽井沢チョコレートファクトリー（軽井沢町）〕 

  ○ピジュトリー   〔開運堂（松本市）〕 

  ○サンタンショコラ 〔開運堂（松本市）〕 

  ○ゆずチョコレート 〔ゆず姫（泰阜村）〕 

  ○チョコレートサンド〔彩香（安曇野市）〕 

 

◇イベントのご案内◇ 

 /／ 

★ 信州の魅力や、美味しい"素材"と"食文化"を楽しめるイベント随時開催中です 

―――――― 
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 ○2 月 12 日（日）10:30～17:00【銀座 NAGANO５階で開催】 

「信州棚田魅力発信フェア」関連イベント "信州棚田のオーナー制度説明会"  

 ○２月 15 日（水）14:00～15:30 

沢屋×銀座 NAGANO のオンラインイベント 沢屋のジャム作り 出張レッスン 

「いちご」 

 

 /／ 

★ 空き家の出張相談会・移住相談 ―――――― 

空き家になっている長野県の実家にお悩み中の方にお勧めの相談会。 

空き家相談の他、移住相談会も随時実施中。長野県への移住の参考にしてください。 

 

  ○2 月 5 日（日）13:30～16:00 

   信州ながのとオンラインで縁結び！UIJ 歓迎企業説明会／就農セミナー 

  ○2 月 19 日（日）12:30～16:30 

長野県×箕輪町・池田町「農ある暮らしセミナー＆個別相談会」 

  ○2 月 23 日（木）14:00～16:30【銀座 NAGANO２階で開催】 

長野・伊那谷移住相談会「長野の南の方の暮らし方」 

  ○2 月 25 日（土）13:00～16:00 

空き家・空き地活用相談会（諏訪地域） 

 

 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/2023/02 

 

◆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。 

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

  １階ショップ：10 時 30 分から 19 時まで 

  １階バルカウンター：10 時 30 分から 18 時 45 分まで 

（ラストオーダー：18 時 15 分） 

   ※当面スタンディングスタイル（椅子の設置なし）となります。 

    ２階カフェ ：10 時 30 分から～17 時 30 分まで（ラストオーダー：17 時） 

   ※イベント開催時はテイクアウトのみ営業となります。 

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

 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 

https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2023/02
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まいります。 

 

【銀座】https://www.ginza-nagano.jp/ 

 

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

【３】信州スポーツ情報  ※情報は令和 5 年 1 月 31 日現在のものです。 

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

≪大相撲 御嶽海関（上松町出身）≫  

1 月場所 東前頭 2 枚目 

 7 勝 8 敗 

コロナ感染による休場も含めれば 5 場所連続負け越しとなってしまいました。 

【日本相撲協会 公式 HP】https://www.sumo.or.jp/ 

 

≪J3 松本山雅 FC≫ 

 2023 明治安田生命 J3 リーグの開幕までもう少し！ 

開幕戦は 3 月 4 日（土）にアウェーで奈良クラブと対戦 

【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≫  

2023 明治安田生命 J3 リーグの開幕までもう少し！ 

開幕戦は 3 月 4 日（土）にアウェーでテゲバジャーロ宮崎と対戦 

【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≫  

2022‐23 Yogibo WE リーグ第 8 節まで終了 

現在第 10 位（1 勝 1 分 5 敗） 

次戦は 3 月 4 日（土）ホームで大宮アルディージャ VENTUS と対戦 

【WE リーグ公式 HP】https://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 2022‐23 シーズン第 20 節まで終了 

現在中地区第 3 位（17 勝 17 敗） 

次戦は 2 月 4 日（土）ホームで川崎ブレイブサンダーズと対戦 

【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≫ 

2022-23 シーズン  

https://www.ginza-nagano.jp/
https://www.sumo.or.jp/
https://www.jleague.jp/
https://www.yamaga-fc.com/
https://parceiro.co.jp/
https://weleague.jp/
https://parceiro.co.jp/
https://www.bleague.jp/
https://www.b-warriors.net/
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現在第 10 位（1 勝 21 敗） 

次戦は 2 月 4 日（土）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/ 

 

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

 

 信州通信 2 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。 

 

 2023 年が早くも 1 か月終わってしまい、なんだかこのまま毎月同じようなことを言

ってまた 1 年が終わってしまいそうだなあ、なんて考えています。 

 東京に来て早 10 か月。異動がつきものの職場ですので、いずれは長野に戻ることに

なりますが、まだまだこちらでやりたいこと行きたいところが尽きません。 

 一日一日を大事に過ごしていきたいです。 

 

そんな思いもあり、最近は朝活に力を入れてみたりしています。 

近頃は早起きが習慣化できているため、せっかくならお休みの日は都内のおいしい

モーニングでも楽しんでみようかと考えた次第です。 

 

 冬の東京は長野ほどの冷え込みはないので、早朝の空気も凛とした気持ちの良いも

のに感じられます。そんな中で美味しい朝ごはんをいただいて、それでもまだ午前中

だと、とても得した気分です。そのままお買い物をしたり、美術館に行くこともあり

ます。 

 

 もし仮に「自分のご機嫌とり検定」があるならば、私は間違いなく 1 級ライセンス

を取れるだろうと自負していますが（どんな自負）、これからも自分が心地良い日々の

過ごし方を追求していきます。 

 

 それでは、来月号もご購読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/sogoke

ikaku/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。 

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

https://www.vleague.jp/
https://vcnagano.jp/
https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/sogokeikaku/2018keikaku.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/sogokeikaku/2018keikaku.html
mailto:mg-shinshu@pref.nagano.lg.jp

