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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２月号 令和４年２月８日配信
～ 菜の花に まぶれて来たり 猫の恋 ～

Λ Λ

‰‰‰‰‰ ‰‰‰ ‰‰‰‰‰ ‰‰‰ ‰‰‰‰‰ ‰‰（ `ω´）

‰‰‰

まだまだ寒い日が続きますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
令和４年もはや２月、全国ではまん延防止等重点措置の適用になった地域が多くあり、再
び新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっている状況です。
２月の代表的な行事に節分があります。この節分は平安時代の「追儺（ついな）
」と呼ば
れる宮中行事が転じたものとされています。
「追儺」は「おにやらい」とも呼ばれ、４つの
目を持つ面をつけた「方相氏（ほうそうし）
」と呼ばれる人が疫鬼を宮中から追い出す儀式
です。
いつの時代も目に見えない疫病に人々が悩まされ、平穏を祈っていたことがうかがい知
れます。
新型コロナウイルスはもちろん、インフルエンザや風邪が流行しやすい冬を健康的に乗
り切るためには、
「冷え」は天敵です。
凍てつく時期のおうち時間に信州の名物防寒具「なぎそねこ」がおすすめです。薄い布団
を背負うようなデザインとなっており、うしろから背中をじんわりとあたためてくれる感
じです。また、分厚い袖がないのでご自宅での作業を邪魔しないのも「なぎそねこ」の良い
ところです。
ぜひお試しください（＾＾）
https://nagiso.jp/nagisoneko/（南木曾町観光協会
それでは信州通信２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
【２】 銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース

【３】 信州スポーツ情報

なぎそねこ販売店 紹介 HP ）

※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

★☆★☆★ 佐久地域振興局企画振興課からのお知らせ ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
２月 26 日（土）に 佐久地域テレワークセミナー を オンラインで開催します！
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
２月 26 日（土）に、佐久地域での二地域居住、テレワーク、ワーケーションに興味のある
方や企業様に向けて、佐久地域のテレワークにスポットを当てたセミナーをオンラインで
開催します。
佐久地域における「信州リゾートテレワーク」や「社会福祉型テレワーク」を実践する市町
等によるプレゼンテーションや佐久地域で実際にテレワーク・ワーケーションに関わる
方々をゲストにお招きしてお話しいただくトークセッションを予定しています。
Zoom によるオンライン開催のため、場所を選ばず、どなたでも自由にご参加いただけます。
佐久地域でのテレワーク・ワーケーションに興味のある方や企業のご担当者様、ぜひご参加
ください！
【セミナー概要】
日時 ： 令和４年２月 26 日（土） 13:00～14：30（最長 15 時まで）
定員 ： 100 組 （事前申し込み制）
●イベントの詳細・お申し込みはコチラ
⇒ https://www.rakuen-shinsyu.jp/modules/event/page/1692
●お問い合わせ先
佐久地域振興局企画振興課
TEL 0267-63-3132

メール sakuchi-kikaku@pref.nagano.lg.jp
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【２】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
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◇バルコーナー休止のお知らせ◇
１月 21 日（金）から東京都にまん延防止等重点措置が適用されたため、銀座ＮＡＧＡＮ
Ｏのバルコーナーの営業を休止いたします。
なお、店舗の営業については引き続き営業時間を短縮して営業しております。
-------------------------------------------------------------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、休止させていただきます。
-------------------------------------------------------------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
りますのでどうぞよろしくお願いいたします。
◆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。
100 種類以上の商品を２階のイベントスペースに展開しますので、この機会に是非、
お買い求めください。
〔開催期間〕２月４日(金)～
/／
★ 新商品入荷のお知らせ ―――――――――――――――――
銀座ＮＡＧＡＮＯに新たにお目見えした商品。その一部をご紹介します。
○信州飴・伝統飴
長野県の飯田地域の菓子文化とともに受け継がれている「手づくり飴」が入荷しました。
ほろり食感が特徴で口どけがよく、素材そのもののまろやかな味、10 種類が楽しめま
す。
【信州飴】赤ワイン、りんご、ブルーベリー、赤石銘茶、塩とまと、みそ
【伝統飴】白はっか、黒玉、きな粉玉、上ニッキ
◇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。
○２月 20 日（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
「キウイフルーツとグラニースミスの MIX ジャム」
（予定）
○２月 26 日（土）11:30～13:00

小出陽子先生の信州「粉もん」づくり講座
「フライパンひとつで簡単こねつけ＆こねつけ風おやきを作りましょう！」
※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。
（新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、イベントが中止となる場合があり
ます。
）
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/2022/02

【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４年２月８日現在のものです。
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≪大相撲 御嶽海関（上松町出身）≫
☆☆☆大関昇進おめでとう☆☆☆
初場所千秋楽を 13 勝２敗で締めくくり、見事優勝を果たした御嶽海関。
大関昇進が決まりました。長野県勢では 227 年前の伝説的力士・雷電以来の快挙だそうで
す。次の３月場所も、アグレッシブな取り口や圧倒的相撲センスで観戦者を楽しませてくれ
ることを期待します‼！
≪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（16 勝 17 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 23 敗）
次戦は２月 19 日（土）にアウェーで堺ブレイザーズと対戦
【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/
◆・◆・◆・ 北京 2022 冬季オリンピック開幕！！

・◆・◆・◆

２月４日（金）に北京 2022 冬季オリンピックが開幕！！
長野県関係の選手も 22 名選出されていることから、地元から熱い応援で選手に勇気と力
を与えましょう！
なお、長野県関係選手及びその試合情報はこちらをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/sports-ka/olympics/beijing-2022.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令和４年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２月号をご覧頂きありがとうございました。
１月から放送が開始された NHK 大河ドラマ「鎌倉殿の 13 人」には、長野県ゆかりの武将・
木曽義仲も登場します。
義仲は「旭将軍義仲」として長野県歌「信濃の国」の歌詞に名前が登場するほど、長野県
民にとってなじみのある武将です。
幼少期に父を戦で失った義仲は、信濃国の木曽地域の豪族で乳母父である中原兼遠にか
くまわれて育ち、平家討伐の際は、上田市丸子地域で挙兵したことが伝わっています。現在
も長野県内には義仲にゆかりのある史跡が多く残っています。
頼朝のライバルとして登場する木曽義仲と義仲のパートナーである巴御前にもご注目い
ただき、今年の大河ドラマ「鎌倉殿の 13 人」を楽しんでいただければと思います。
まだまだ寒い日が続きますが、ご自愛のほどお過ごしください。
来月号の購読も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。
--------------------------------------------------------------------------------

