
 月刊メールマガジン『日本のふるさと「信州通信」』４月号をお届けします。 

 

○ このメールは、長野県東京事務所の職員が名刺交換させていただいた皆様や、配 

信登録された皆様方に送信しています。（本メールはＢｃｃで送付しています。） 

 

■------------------------------------------------------------------------■ 

 日本のふるさと「信州通信」（長野県東京事務所発） 

 ４月号 ２０１６年４月２６日（火） 

■------------------------------------------------------------------------■ 

【今月のトピックス】 

○ 「第６７回全国植樹祭」開催間近！～植樹の参加者募集中～ 

○ 諏訪大社「御柱祭」の里曳き始まる！ 
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【１】トピックス 
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--------------------------------------------------------------- 

 「第６７回全国植樹祭」開催間近！～植樹の参加者募集中～ 

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

 「第６７回全国植樹祭」が開催まで１か月となりました。式典は、天皇・皇后両陛

下のご臨席を賜り、６月５日（日）に長野市「エムウェーブ」で開催されます。 

これに合わせて、県下１０会場で一般の方にも実際に苗木を植えていただく「植樹」

を５月２１日から６月５日に行います。 

自然に触れ合うことができる植樹に参加してみてはいかがでしょうか。 

参加者を随時募集していますので、各会場窓口へお申込みください。 

 

〈開催会場〉 

５月２１日（土）菜の花公園周辺（飯山市）、漆畑地区（南木曽町） 

５月２２日（日）およりての森（松川町） 

５月２７日（金）あづみ野池田クラフトパーク（池田町） 

５月２８日（土）小海町総合グラウンド（小海町）、湊地区＜本沢川上流＞（岡谷市） 

 ６月 ５日（日）茶臼山自然植物園（長野市）、自然運動公園（上田市）、 

アルプス公園（松本市）、鳩吹公園（伊那市） 

 

【第 67 回全国植樹祭ながの 2016: http://zensyoku-nagano.com/】 

 

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

 諏訪大社「御柱祭」の里曳き始まる！ 

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

 七年に一度の諏訪大社「御柱祭」が４月２日（土）から６月１５日（水）まで開催

されています。 

 御柱祭は、伝統ある諏訪大社の神事で、御柱を山から里へ曳き出す「山出し」が４

月に、神社まで道中を曳き、御柱を各社殿四隅に建てる「里曳き」、「宝殿遷座祭」が

５月～６月に行われます。 



 

 ４月の「山出し」では、特に、若衆と呼ばれる地元の男性が直径１ｍにもなる巨木

の御柱に跨り急坂を下る瞬間は緊張感と熱気に包まれ、期間中の６日間で８３万６千

人もの方にお越しいただきました。 

これから５月に行われる「里曳き」は、御柱行列と合わせて騎馬行列や長持ち、花

笠踊り、龍神の舞などが繰り出す華やかなお祭りで、「山出し」とは違った雰囲気をお

楽しみいただけますので、お出かけされてはいかがでしょうか 

 

<諏訪大社上社（本宮・前宮）御柱祭> 

・里曳き（建御柱） ５月 ３日（火）～５日（木） 

・宝殿遷座祭    ６月１５日（水） 

<諏訪大社下社（秋宮・春宮）御柱祭> 

・宝殿遷座祭    ５月１３日（金） 

・里曳き（建御柱） ５月１４日（土）～１６日（月） 

【御柱祭：http://www.onbashira.jp/】 
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【２】首都圏で行われるイベント情報 
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  首都圏で信州の魅力をお伝えする物産展やイベントが開催されますので、是非お

出かけください。 

 

○ 「２０１６長野の酒メッセ」 

開催日時：５月１１日（水） 午後５時～８時 

会  場：品川プリンスホテル アネックスタワ－５Ｆ プリンスホール 

 （前売券 2,000 円、当日券 2,500 円）    
 

東京での開催は 13 回目。今回初出展の酒元も含め長野県内の酒造メーカー約60社

の500種類にのぼる清酒の試飲・展示や「長野県原産地呼称管理制度」認定酒きき酒

会などが行われます。この機会に「信州の酒」をお楽しみください。 

 

【長野県酒造組合：http://www.nagano-sake.or.jp/topics/】 

 

○ 『第１回「山の日」記念大会』関連イベント 

「みどりとふれあうフェスティバル」にブースを出展し、８月１１日（木・祝日）

に松本市「上高地」で開催する『第１回「山の日」記念全国大会』のＰＲを行いま

す。 

 

～「みどりとふれあうフェスティバル」開催日程～ 

日時：５月１４日（土）（午前１１時～午後６時） 

～１５日（日）（午前１０時～午後５時） 

会場：日比谷公園 

 

【みどりの感謝祭 http://midorinokanshasai.com/】 



【第 1 回「山の日」記念全国大会 http://811yamanohi.org/】 

 

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

 銀座ＮＡＧＡＮＯからのお知らせ 

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

［５月のおすすめ情報］ 

～時を超えて愛され続ける信州の農民芸術～ 

  大鹿歌舞伎・東御市祢津の歌舞伎舞台・上田発祥の農民美術 

 

［ＴＯＰＩＣＳ］ 

 ～信州の魅力発信！『撮るしん。』写真パネル展開催～ 

  ＮＨＫ長野放送局に投稿された約 6,000 点の中から、ＨＰ投票をもとに選ばれ

た珠玉の３１枚をパネルで展示。信州の美しく感動的な瞬間を銀座でご覧くだ

さい。［展示期間：４月２９日（金）～６月４日（土）］ 

 

［ＥＶＥＮＴ ＧＵＩＤＥ］ 

  ～信州辰野ほたる祭りがやって来る！［５月８日（日）］～ 

日本一のゲンジボタルが乱舞する信州辰野ほたる祭りの雰囲気そのままに、地

元の母さん達による“ほたるの里の郷土料理”や、辰野の地酒「夜明け前」の各

種銘柄の呑み比べをお楽しみいただけます。 

        【５月のイベントガイドについては、こちらをご覧ください： 

http://www.ginza-nagano.jp/img/tsunagu/201605.pdf#page=4 】 

 

   この他にも、盛りだくさんの楽しいイベントをご用意しておりますので、是非

お立ち寄りください。 

【銀座ＮＡＧＡＮＯ：http://www.ginza-nagano.jp/】 
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【３】信州だより 
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------------------------------------------- 

御代田町でクラインガルテン利用者募集中！ 

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

～信州みよたクラインガルテン大星の杜（おおぼしのもり）・面替（おもがえ）～ 

 

御代田町では、都市部から週末などに気軽に訪れ、ウラベと呼ばれる休憩小屋に滞

在して、食事や宿泊をしながら野菜や花の栽培ができる滞在型農園「クラインガルテ

ン」の利用者を募集しています。 

御代田町は、軽井沢町などに接した自然環境豊かな町です。 

上信越自動車道や北陸新幹線を利用した首都圏からのアクセスも良好で、年間を通

じて冷涼で晴天率が高く、夏の爽やかさと雄大な浅間山を望む眺望が最大の魅力です。 

土と風と水に親しみながら、地域住民の方々との交流も体験できます。 



心安らぐ自然に囲まれて、楽しい農業体験をしてみませんか。 

 

【御代田町クラインガルテン： 

http://www.town.miyota.nagano.jp/category/nougyo/2649.html】 

 

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

信州産アスパラガスの出荷が本格的に開始！ 

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

信州の厳しい冬を耐え、春に新緑の若茎を芽吹かせる「アスパラガス」は、長野県

の春野菜の代表格として、全国第３位の収穫量を誇っています。 

既に、南信地方（飯田市・伊那市など）の暖かい地域のハウス栽培から出荷が始ま

っており、５月に入ると北信地方（飯山市など）の露地栽培の出荷が始まります。 

今年は春から暖かく、また雨も定期的に降っているので、出荷は例年より早めに進

んでいます。 

長野県では、ＪＡグループと協力して、多くの消費者の皆様に新鮮な「アスパラガ

ス」をお届けするため、日々取り組んでいるところです。 

春先の「アスパラガス」は甘みが強く、滋味に富む格別の味です。お近くのスーパ

ーや小売店などで信州産の「アスパラガス」を見かけましたら、ぜひお買い求めくだ

さい。 

 

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

花だより 

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

○第３３回いいやま菜の花まつり 

 期間：４月下旬～５月中旬（菜の花シーズン） 

 会場：飯山市菜の花公園 

 主なイベント：第１５回朧月夜音楽祭[５月４日（水）] 

菜の花商店街[５月３日（火）～５月５日（木）] 

野だて［５月３日（火）～５月４日（水）］ 

餅つき大会［５月３日（火）・５月５日（木）］ 

【いいやま菜の花まつり実行委員会： 

http://www.city.iiyama.nagano.jp/nanohana/index.htm】 

 

○阿智村花桃まつり 

 期間：４月下旬～５月中旬（開花期間中） 

 会場：月川温泉郷花桃の里（メイン会場）、清内路、昼神温泉、駒場市の沢     

【昼神温泉ガイドセンター：http://hirugamionsen.jp/about/hanamomo.html】 

 

○岡谷市鶴峯公園つつじ祭り 

 期間：５月７日（土）～５月１５日（日） 

 会場：岡谷市鶴峯公園 

【岡谷市観光情報サイト：http://www.kanko-okaya.jp/】 

 

＊県内のイベント情報をこちらでご覧いただけます。 

【さわやか信州旅．net：http://www.nagano-tabi.net/】 



 

 

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

観光ルート開通情報 

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

雪深い長野県では、冬期間閉鎖となる道路が５８路線８５区間４８０．９ｋｍにも

及びます。これらの道路は、まだ残雪が残る中除雪作業を行い、３月下旬から６月上

旬にかけて開通します。 

“雪の大谷”として知られる「立山黒部アルペンルート」や、“雪の回廊”の「志

賀草津高原ルート」は、まさに開通したばかりです。“雪の壁”の中、ドライブやウォ

ーキングを楽しんでみてはいかがでしょうか。 

＊工事や災害などのため通行ができない場合もありますので、お出かけの前に道路交

通情報をご確認ください。 

 

【観光ルート開通情報： 

http://www.nagano-tabi.net/modules/node/content0003.html】 

【道路情報広場 NAGANO： 

http://www.pref.nagano.lg.jp/michikanri/infra/doro/joho/hiroba/index.html】 

 

 

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

 今月の信州のスポーツ情報 

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

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

“御嶽海”西前頭８枚目！！ 

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

 平成２８年５月８日に初日を迎える大相撲夏場所の番付が４月２５日に発表となり、

上松町出身の御嶽海（出羽海部屋）は、自己最高位の西前頭８枚目としました！初の

１桁番付となり、次は３役を目指してますますの活躍に期待が膨らみます。 

 

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

J2 松本山雅 FC 

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

 第 9 節まで終了 4 勝 3 分 2 敗 ＜22 チーム中 4 位＞ 

 今月に入り 3 連勝中とチームの状態は上昇中です。次節、29 日は愛媛ＦＣとアウェ

－での対戦となりますが、勝利に向けて皆さんの応援をお願いします。 

【松本山雅 FC：http://www.yamaga-fc.com/】 

 

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

J3 AC 長野パルセイロ 

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

 第 6 節まで終了 4 勝 1 分 1 敗 ＜16 チーム中 1 位＞ 



 暫定 1 位につけ、好調な状態をキープしています。J2 昇格に向け、さらなる活躍を

期待するところです。 

【AC 長野パルセイロ：http://parceiro.co.jp/】 

 

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

なでしこ 1 部 AC 長野パルセイロ・レディース 

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

 第 5 節まで終了 3 勝 0 分 2 敗 ＜10 チーム中 5 位＞ 

 地元サポーターが見守る中、ホームは 3 連勝、これまでの得点数はリーグトップの

15 得点と、本来の攻撃力が復活です。 

【AC 長野パルセイロ：http://parceiro.co.jp/】 

 

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

 信州ブレイブウォリアーズ 

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

 2015－2016 シーズン全 52 試合終了 27 勝 25 敗 ＜東地区 12 チーム中 7 位＞ 

 東地区７位でプレイオフ進出が決定しました！30 日のファーストラウンドの相手

は「仙台 89ERS」です。熱い応援をお願いします。 

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

 

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

 信濃グランセローズ 

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

 前期 9 試合終了 3 勝 1 分 5 敗 ＜西地区 4 チーム中 3 位＞ 

今季から就任した本西新監督のもと、苦戦を強いられてのスタートとなっています。

福井ミラクルエレファンツ戦での逆転勝利のように、チーム一丸となった快進撃を期

待します。 

【信濃グランセローズ：http://www.grandserows.co.jp/】 
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【４】東京事務所のメンバ－ご紹介 
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 今年度の東京事務所のメンバーをご紹介します。 

 

所長   ☆熊谷 晃 （出身地：飯田市） 

次長   ☆武井 和則（出身地：千曲市） 

課長    瀧澤 修一（出身地：長野市 担当：経済産業省、中小企業庁、企業誘致） 

〃     甘利 善一（出身地：長野市 担当：文部科学省、宮内庁） 

〃    ☆西川 勉 （出身地：上田市 担当：総務省、消防庁） 

課長補佐  大池 英樹（出身地：松本市 担当：農林水産省、林野庁、会計検査院） 

〃   ☆増田 謙二（出身地：塩尻市 担当：内閣官房、内閣府、財務省、法務省） 

  〃    市川ユミ子（出身地：中野市 担当：厚生労働省、環境省） 

  〃    塚田 英樹（出身地：長野市 担当：国土交通省、観光庁、復興庁） 



主査   ☆浦澤 仁 （出身地：千曲市 担当：外務省、総務省） 

（市町村交流職員） 

主査   ☆磯貝 勝昭（出身地：佐久市 担当：企業誘致、経済産業省、国土交通省） 

☆印は、４月から新しく加わったメンバーです。 
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編集後記 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

春らんまんの桜の季節から初夏を思わせる新緑がのぞく季節となりました。 

 長野県内では、５月初めまで春を感じる菜の花や花桃をお楽しみいただけるほか、

各地で様々なイベントが行われていますので、是非お出かけください。 

東京事務所は４月から６人の新メンバ－も加わり、「信州通信」をはじめとして長

野県の情報をお伝えし、また、長野県と東京の架け橋となれますよう取り組んでまい

りますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

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

▽△▽ イベント満載！今年の信州 ▽△▽ 

第 67 回全国植樹祭ながの 2016 http://zensyoku-nagano.com/ 

☆信州デスティネーションキャンペーン（７月～）☆国際フラワーフォーラム 2016（７月） 

 ☆第１回「山の日」記念全国大会（８月） ☆Ｇ７ 長野県・軽井沢交通大臣会合（９月） 

 ☆第 72 回国民体育大会冬季大会（１月）

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

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

★ しあわせ信州創造プラン ～ 長野県総合５か年計画 ～ 推進中です！ 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/shisaku/5kanen/shiawase.html 

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

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

★ 信州ブランド戦略「キャッチフレーズ・ロゴマーク」を御活用ください。 

http://www.pref.nagano.lg.jp/brand/sangyo/brand/shinshu/logo-02.html 

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

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

◎ 「信州通信」が不要な方は、お手数ですがこのメールに返信し、配信停止を希望 

と御連絡ください。 

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


