■-------------------------------------------------------------------------------------------------------■
長野県東京事務所発『信州通信』５月号

２０１９年４月２６日（金）

～いよいよ開幕！信州花フェスタ特集号…今月のお店は「信州おさけ村」～
■-------------------------------------------------------------------------------------------------------■
いよいよ平成から令和へ。
来る「令和」が希望にあふれる時代となることを祈りつつ、長野県東京事務所から「平成」
最後の信州通信をお届けします。
【１】発見！信州ゆかりのお店ｉｎ東京
【２】長野県のトピックス
【３】信州イベント情報
【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
【５】信州スポーツ情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【１】発見！信州ゆかりのお店 in 東京（地酒ミュージアム

信州おさけ村）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
仕事帰りにちょっと一杯！今月号は、そんな時におすすめな「地酒ミュージアム

信州お

さけ村」を紹介します。
酒蔵の数が全国トップクラスの長野県。東京でも信州のお酒を味わってほしいと、2005
（平成 17）年、新橋駅前ビル内に長野県酒類販売株式会社がオープンした「スタンドバー
兼直売所」が信州おさけ村です。
カウンターで 15 人程度が立ち飲みできる店内はサラリーマンなどで満席の時間帯も多く、
長野の日本酒や地ビール、ワイン、焼酎などをいただくことができます。なかでも日本酒は
100 種類くらい取り揃えられており、
「中野・飯山セット」や「松本セット」など、県内各地
の地酒 2～3 種類を同時に味わうことのできるセットメニューも用意されています。
また、信州サーモンやおたぐり、葉ワサビの風味漬け、行者にんにくなど、長野県関係者
にはなつかしいおつまみメニューも揃っています。
お店には直売所が併設されており、気に入ったお酒を購入することができますが、来店の
際に会員登録し（無料）
、「名誉村民」となった方は、買い物全品 5%割引という特典もあり
ます。
気軽に立ち寄り、信州蔵元が丹精込めて醸した「極上の一品」をお楽しみください！
地酒ミュージアム
住所：

信州おさけ村

港区新橋 2-20-15 新橋駅前ビル 1 号館１階

TEL：03-3572-5488

アクセス：JR・地下鉄「新橋駅」徒歩 1 分
営業時間：（平日） 11:00～21:30

（土曜日）11:00～18:30

定休日：日曜、祝祭日、第２・第３土曜日
階

港区新橋 2-20-15 新橋駅前ビル 1 号館１

TEL：03-3572-5488

（メニューのご紹介（税込））
日本酒（110ml、180ml）

350 円、550 円、750 円、1,100 円

県内各地の地酒セット

550 円、750 円

地ビール、ワイン、焼酎各種
おつまみ（1 品）120 円から
http://www.nagano-sake.com/vil/index.php
※信州ゆかりの飲食店情報がありましたら、専用アドレスにお寄せください！
【専用アドレス】mg-shinshu@pref.nagano.lg.jp
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【２】長野県のトピックス
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☆---------------------------------------------------------------------------４月 25 日開幕！！！
◇信州花フェスタ 2012～北アルプスの贈りもの～◇
今回はサブ会場・サテライト会場をご紹介します
----------------------------------------------------------------------------☆
３月号、４月号と開催直前情報をお届けしてきました「信州花フェスタ」が、
４月２５日に開幕しました！【開催期間：2012 年４月２５日～６月１６日】
フェアはメイン会場の長野県松本平広域公園（信州スカイパーク）と３カ所の
サブ会場、４カ所のサテライト会場の計８カ所で開催されます。
今回はサブ会場の見どころをご紹介します。
◆サブ会場の概要と主なイベント◆
＜国営アルプスあづみの公園［堀金・穂高地区］＞
～北アルプスを背景に繰り広げられる花の開花リレー～
アクセス：長野自動車道安曇野ＩＣから約２０分
入場料金：大人 450 円

シルバー 210 円

中学生以下 無料

☆主なイベント☆
＝＝現代美術家・フラワーアーティスト

柿崎順一展＝＝

期間：５月２４日（金）～６月２日（日）
内容：世界レベルで活躍している千曲市出身の柿崎順一による、コマクサ
15000 株を生けた直径８ｍのインスタレーション。未発表の映像作品

120 点以上を高画質４Ｋデジタルモニターにて展示
＝＝テレビでおなじみの有名講師による「花・緑の新発見講座」＝＝
【切るナビ園芸講座（要申込）】
期日：５月１８日（土）
内容：上条祐一郎氏（ＮＨＫ「趣味の園芸」講師）による信州の庭造りとお手入れ
の話
【初夏の園芸講習＆花・緑のトークショー（要申込）】
期日：６月１４日（金）、１５日（土）
内容：矢澤秀成氏（ＮＨＫ「趣味の園芸」講師）とゲスト講師による園芸講習とト
ークショー
ゲスト：１４日（金）清水まなぶ氏（長野市出身：シンガーソングライター）
１５日（土）草間祐輔氏（松本市出身：園芸ソムリエ）
＜長野県烏川渓谷緑地＞
～２０種類のカエデ探しを楽しむ森林散歩～
アクセス：長野自動車道安曇野ＩＣから約２０分
☆主なイベント☆
＝＝目からうろこの植物写真術（要申込）＝＝
期日：５月９日（木）、６月４日（火）
内容：人の「心」に響く植物写真の撮影講習
＜国営アルプスあづみの公園［大町・松川地区］＞
～宿根草の生命力を伝える木陰の庭

シェードガーデン～

アクセス：長野自動車道安曇野ＩＣから約４０分
入場料金：大人 450 円

シルバー 210 円

中学生以下 無料

☆主なイベント☆
＝＝ゲストと親しむ、北アルプスの麓に広がる「新緑の公園」（要申込）＝＝
期日：５月２８日（火）
内容：自然豊かな公園での新しい楽しみ方等のトークと散策
ゲスト：市毛良枝氏（俳優）
、神長幹雄氏（日本山岳会専務理事）
総合進行：扇田孝之氏（信州の山岳文化創生会議委員）
＝＝自分の絵が動き出す！動く花の絵体験＝＝
期日：５月２５日（土）、５月２６日（日）
内容：紙に描いた絵が映像になり、大型スクリーンで動く様子を鑑賞できる
お絵かき体験

《サテライト会場もご覧ください！》
松本市、大町市、塩尻市、安曇野市では、フェア開催期間中市内で様々なイベントを実施
しています！こちらも是非ご覧ください。
詳しくは各実行委員会にお問い合わせ願います。
松本市：松本市サテライト会場実行委員会（ＴＥＬ ０２６３－３４－３２５４）
大町市：信濃大町サテライト会場実行委員会（ＴＥＬ ０２６１－２２－０４２０）
塩尻市：塩尻市サテライト会場実行委員会（ＴＥＬ ０２６３－５２－０２８０）
安曇野市：信州花フェスタ安曇野市実行委員会（ＴＥＬ ０２６３－７１－２２４９）
※実行委員会はいずれも市役所内です。
※イベントの申込方法や詳細は、信州花フェスタ 2012 公式ホームページをご覧くだ
さい。
【https://shinshu-hanafesta2012.jp/】
☆---------------------------------------------------------------------------------------------◇信州花フェスタ 2012 関連キャンペーン実施中◇
----------------------------------------------------------------------------------------------☆
信州花フェスタ 2012 にあわせ、信州キャンペーン実行委員会（長野県観光機構などが参
加）では、次のキャンペーンを実施中。詳細は各ＵＲＬからご覧ください。
■長野県観光インスタアワード
https://www.shinshu-dc.net/special/15508.html
・応募期間

４月２５日～６月１６日

信州花フェスタ実行委員会との共同企画。２部門を設け、新緑の信州の
写真をインスタグラムで投稿いただくコンテストです。
■春の宿泊キャンペーン
・楽天

https://travel.rakuten.co.jp/movement/nagano/201204-2/

・じゃらん

https://www.jalan.net/jalan/doc/news/button/0200127701/

・るるぶ

https://travel.yahoo.co.jp/special/season/shinsyu/

☆------------------------------------------------------------------------------長野県観光・交通案内アプリ「信州ナビ」に新機能追加！
～より使いやすく、楽しいアプリになりました～
-------------------------------------------------------------------------------☆
目的地までの経路や施設情報の検索、モデルコースの案内などの機能を備えた、信州観

光の強い味方、長野県観光・交通案内アプリ「信州ナビ（外国語版：NAGANO NAVI、
６か国語対応）」が４月１７日（水）にアップデートされ、新機能が追加されました。
この春の大型連休、長野県にお出かけの際には、「信州ナビ」をご活用いただき、信州
観光をお楽しみください。
≪追加された主な機能≫
◆写真で探す
長野県観光公式インスタグラム「nagano_japan」で紹介した写真の場所へのルート
検索が簡単にできます
◆バスロケーションシステム
バスの時刻表やルートを調べる際に、走行中の路線バスの現在位置を確認できます
（長野・松本エリア）※一部未対応の路線があります
◆タクシー配車アプリとの連携
タクシールートを検索する際に、「JapanTaxi」アプリで配車ができるようアプリリ
ンクを表示しました。
詳しくは下記をご覧ください
○信州ナビについて
App Store または Google Play Store からダウンロードしてご利用いただけます。
アプリの利用料金は無料（通信にかかる費用は利用者負担）です。
http://www.nagano-tabi.net/modules/node/content0072.html
○今回の新機能追加について
既にダウンロードされている方は、アップデートにより新機能の利用が可能です。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kotsu/happyou/310417press.html
☆------------------------------------------------------------------------------------------------------「信州農業トップランナー動画」を公開しました
～しっかり稼げてかっこよく、県内外に感動を与える農業経営を魅せる～
-------------------------------------------------------------------------------------------------------☆
若者のあこがれとなるような魅力的な農業経営を展開している、長野県内の農業トップ
ランナー及び農業女子の動画を公開しています。
トップランナーが長野県農業の魅力を語る様子を下記 URL からご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/noson/sangyo/nogyo/shinki/nogyo/toprunner.html
☆----------------------------------------------------長野県営業本部が発足！（４月１日）
-----------------------------------------------------☆
長野県で生産されている、高品質な農産物や加工品、伝統工芸品等の県外販路開拓・拡

大に向けた営業活動・情報発信を行い、生産から販売まで一貫したマーケティング支援体
制を構築するとともに、営業活動と連動して長野県の魅力発信・プロモーションを展開し、
長野県の「稼ぐ力」と「ブランド力」の向上を図っていきます。
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【３】信州イベント情報
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≪五月人形

菖蒲の節句（須坂市）≫

高さ６m の 15 段に、250 体の勇ましい武者人形・若大将人形が立ち並ぶ様は迫力満点。
4 月 20 日(土)～5 月 6 日(月・祝)は、30 段の雛人形(須坂版画美術館)と五月人形(世界の民
俗人形博物館)が同時に楽しめます。
日時：４月２０日（土)～６月２３日（日）

2 時～17 時

会場：世界の民俗人形博物館
入場料：期間中共通入館券 500 円／中学生以下無料
http://www.culture-suzaka.or.jp/doll/
≪第３回

ながの獅子舞フェスティバル（長野市）≫

大迫力の勇敢な獅子たちの共演は圧巻。世代や地域を超えた交流の場となる「ながの獅子舞
フェスティバル」にぜひお出掛けください。
日時：５月３日（金・祝）

１０時～１６時まで

会場：善光寺表参道・長野駅善光寺口駅前広場
http://www.city.nagano.nagano.jp
≪第 18 回 善光寺花回廊

～ながの花フェスタ 2012～（長野市）≫

善光寺のお膝元で開催される花キャンパスやタペストリーガーデンをメインとした花の祭
典。今年のテーマは「花開く

新時代へ夢をのせて」

おもてなしの心を込めて、商店街もハンギングバスケット等で街を彩ります。
期間：５月３日（金・祝）～５日（日・祝）
会場：善光寺表参道・ごん堂広場・ながの東急百貨店前・長野駅駅前広場

ほか

http://www.nagano-saijiki.jp/hanakairou/
≪第５回

ＮＡＧＡＮＯ善光寺よさこい（長野市）≫

全国各地から集まった「よさこい愛好者」のパワー溢れるパフォーマンスをお楽しみくださ
い。
日時：５月４日（土）

１０時～１６時まで（雨天決行、荒天時中止）

会場：善光寺表参道・長野駅善光寺口駅前広場
https://nagano-zenkouji-yosakoi.jimdo.com/

≪第 15 回あづみの公園

早春賦音楽祭（安曇野市）≫

日本の春の代表的唱歌『早春賦』
。信州花フェスタ 2012 が開催されている国営アルプス
あづみの公園（堀金・穂高地区）を会場に、今年で 15 回目となる早春賦音楽祭を開催しま
す。日時：５月４日（土・祝) １０時～１６時

※公園開園時間

９時～１７時

会場：国営アルプスあづみの公園（堀金・穂高地区）
入場料：無料
http://www.azumino-koen.jp
≪名瀑 幻の滝「樽滝」春（木島平村）≫
年に 2 回しか姿を現さないことから幻の滝と呼ばれている「樽滝」が、今年の春も姿を現
します。高さ 50m の岩盤から流れ落ちる樽滝はとても美しく、たくさんの人で賑わいます。
日時：５月８日（水) ８時３０分～１６時
会場：木島平村内

国道 403 号線沿い

滝見橋周辺

※ お車でお越しの場合は路上駐車となりますので、係員の指示にしたがって下さい
http://kijimadaira.org
≪第 12 回いけだまち北アルプス展望ウォーク（池田町）≫
国宝仁科神明宮や池田八幡神社、県内でも珍しい相道寺道祖神、ユニークなかかしが出迎
えてくれる”かかし村”など見どころが盛りだくさん。

～信州花フェスタ 2012～を記念

して２日間限定の「HANA 御膳」を楽しめるランチコースも。
日時：５月１８日（土)～１９日（日）
参加費

●一般

８時～受付

２日間

事前申込 25000 円（当日 25500 円）

１日間

事前申込 15000 円（当日 15500 円）

●高校生以下

２日間

事前申込 15000 円（当日 15200 円）

１日間

事前申込

500 円（当日 700 円）

※ランチ付コース 25000 円（各日）
http://ikeda-kanko.jp
≪須坂アートパーク

森の中のクラフトフェア 2012（須坂市）≫

須坂市百々川沿いに広がる林の中で、木工・陶芸・ガラス工芸・織物など様々な分野のア
ーティストたちが独自の手作り作品を持ち寄り、展示・販売します。
日時：５月１８日（土) １０時～１７時、１９日（日）
会場：須坂アートパーク
入場料：300 円、中学生以下無料
http://www.culture-suzaka.or.jp/smcf/index.html

９時～１６時

≪信州安曇野「北アルプスパノラマ銀座」山岳フェスタ 2012（安曇野市）≫
北アルプスの魅力と安全登山を PR する山岳講座やアウトドアブランド展示販売等、多彩
な催しを企画しています。
日時：５月１８日（土)～１９日（日）

１０時～１７時

会場：安曇野スイス村サンモリッツ
http://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/32/35714.html
≪第４回 大雪渓酒まつり（池田町）≫
安曇野を代表する山の酒「大雪渓」の飲みくらべ、蔵出し即売会、ふるまい酒や大抽選会、
ワークショップ、お子さま向けイベントなど、ご家族で楽しんでいただけます。
日時：５月２５日（土) １０時～１６時
会場：大雪渓酒造株式会社

２６日（日）

１０時～１５時

蔵元直営店 「花紋大雪渓」

http://www.jizake.co.jp/
≪第 53 回貞逸祭・白馬連峰開山祭（白馬村）≫
地元ガイド「白馬山案内人組合」と行く白馬大雪渓記念トレッキング、１泊２日で白馬三
山を縦走する白馬三山縦走登山ツアー。今年は白馬山案内人組合創立 100 周年を記念し「白
馬岳山岳スキーツアー（山小屋泊１泊２日）」も同時開催します。
日時：５月２５日（土)貞逸祭・大雪渓トレッキングツアー

７時３０分～（受付）

２５日（土)～２６日（日） 白馬三山縦走登山ツアー１泊２日（中上級者向け）
２５日（土)～２６日（日） 12 名限定！白馬岳山岳スキーツアー（上級者向け）
会場：白馬村猿倉駐車場（白馬岳登山口）
参加費：○大雪渓トレッキングツアー

１名

15000 円（小学生以下無料）

○白馬三山縦走登山ツアー

１泊２日

245000 円

○12 名限定！白馬岳山岳スキーツアー

１泊２日

255500 円

http://www.info@po.vill.hakuba.nagano.jp
≪立山黒部アルペンルート

佐々成政武者行列（大町市）≫

戦国時代、徳川家康に援軍を求めて冬の立山を自ら越えたとされる、富山城主佐々成政の
武者行列を公募のエキストラにより再現します。
日時：６日１日（土）

１２時～

会場：室堂～黒部ダム～野口大姥堂～大町温泉郷
交通費：扇沢駅⇔室堂 25050 円、扇沢駅⇔黒部ダム 25570 円
https://www.omachi-promotion.com/
≪第 62 回針ノ木岳慎太郎祭（夏山開き）（大町市）≫
日本の近代登山の先駆者として語り継がれる百瀬慎太郎の業績を讃え、夏山シーズンの

開山祭を兼ねて針ノ木大雪渓で祭典、記念登山や植物観察を行います。
日時：６月２日（日）

祭典９時３０分～

※小雨決行

受付：アルペンルート扇沢駅前（車両ゲート寄り扇沢駅看板前）

７時～７時５５分

入場料：25000 円（保険料・記念バッジ・山の歌集・おしるこ含む）
http://www.kanko-omachi.gr.jp/
※この他、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】https://www.nagano-tabi.net/
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【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
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◇ショップ（１階）◇
『アルクマピンバッジ（くまモン Ver.2）

500 円（税込）』

長野県 PR キャラクター「アルクマ」と熊本県キャラクター「クマもん」の、かわいいピ
ンバッジ Ver.2（第二弾）が好評販売中です。
このピンバッジの売上金から、１個につき 100 円を「熊本地震義援金」として熊本県に寄
付いたします。
Ver.2 は限定 1,000 個です。お買求めの方はお早めにどうぞ。
いよいよ近づいてきました大型連休。行楽やお土産に最適な、ご当地お菓子がショップに
大集合します。
「巨峰ポッキー」や「信州限定コロン」など、銀座ＮＡＧＡＮＯに並ぶのはこの時期だけ
ですので、お見逃しなく。
【５月のお酒＆イベント紹介】
いよいよ令和元年ですね。
今回は銀座ＮＡＧＡＮＯを飛び出して、首都圏で年に一度開催される大事なイベントに
ついてご紹介させて頂きます。
2019 年 5 月 8 日（水）に「長野の酒メッセ in 東京 2019」が品川のグランドプリンスホテ
ル高輪 地下 1F プリンスルームで開催されます。
今回は長野県下の酒蔵 63 蔵が参加し、約 500 銘柄のお酒を楽しむことができます。
当日は各ブースとも長野から蔵元がでてきて今年の新酒をご紹介。
長野県内各地域の特性にふれながら色々なお酒を呑めちゃいます。
通な試し方は「酒造好適米別」。長野県には美山錦・ひとごこち・金紋錦に代表される酒
造好適米（お酒造りに適したお米）があります。
そのお米毎に各蔵元で試すのも面白いと思いますよ～。
一般の部は 16:30～20:00（最終入場 19:30）

参加費は 2,000 円。

当日受付でも入場できますが、前売券を買うとスムーズな入場ができるうえにお土産で
なめ茸がつきます。
詳しくは長野県酒造組合のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-sake.or.jp/topics/
当日は各蔵元のお酒をロビーで数量限定販売しています。お目当てのお酒があれば早め
にゲットしてくださいね。
◇イベントスペース（２階）◇
■信州「粉もん」づくり講座

「こねつけ３変化」

「こねつけ」とは、主に長野県北部で昔から食べられていた郷土食で、お釜の底に残った
ごはんも無駄にせずおいしく食べよう、という先人の知恵から生まれた食べ物です。
今回は「混ぜるこねつけ」
「包むこねつけ」
「おやきのこねつけ」と、３変化のこねつけを
作ってみましょう。
焼きチーズ、そぼろ葱味噌、春山菜の味噌風味のそれぞれの味もお楽しみに！
開催日

５月 25 日（土）

時間

11:00～13:00

定員

24 名（申込先着順）

参加費

2,500 円
※持ち物：エプロン、三角巾、タオル

お問い合わせ

銀座ＮＡＧＡＮＯ（TEL 03-6274-6015）

この他にも、信州を体感できる楽しいイベントを日替わりで開催しておりますので、ぜひ
お立ち寄りください。
イベントのご予約は、銀座ＮＡＧＡＮＯのＷＥＢサイトで受付中です。
【銀座ＮＡＧＡＮＯ】https://www.ginza-nagano.jp/
【５月のイベントカレンダー】https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2019/05
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【５】信州スポーツ情報（４月２１日までの結果）
～皆様の応援をお願いします！～
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≪信州ブレイブウォリアーズ≫

2018-2019 シーズン

Ｂ２中地区優勝！！！

４月６日（土）にホームで金沢武士団と対戦、８１―６２で勝利し中地区優勝を決めまし
た。
リーグ戦最終成績は４８勝１２敗と全リーグ中勝率１位で、４チーム（各地区１位及び各
地区２位のうち最高勝率チーム）で争われるプレーオフ全試合がホーム開催となります。

プレーオフ準決勝

ホームで島根スサノオマジックと対戦
４月２７日（土）、２８日（日）、２９日（月）
※２９日は１勝１敗の場合のみ開催

【信州ブレイブウォリアーズ】https://www.b-warriors.net/
≪Ｊ１松本山雅ＦＣ≫
次戦は４月２８日（日）

第８節まで終了

３勝２分３敗＜１８チーム中１０位＞

アウェーでＦＣ東京と対戦

【松本山雅ＦＣ】https://www.yamaga-fc.com/
≪Ｊ３ＡＣ長野パルセイロ≫
次戦は

４月２７日（土）

第６節まで終了

１勝３分２敗＜１８チーム中１４位＞

アウェーで藤枝ＭＹＦＣ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≫
次戦は

４月２７日（土）

第４節まで終了

１勝３敗＜10 チーム中８位＞

アウェーで伊賀フットボールクラブくノ一と対戦。

【ＡＣ長野パルセイロ】https://parceiro.co.jp/
≪信濃グランセローズ≫
次戦は

前期９試合終了

４月２９日（日）

４勝５敗＜西地区５チーム中４位＞

小松運動公園末広野球場で石川ミリオンスターズと対戦。

【信濃グランセローズ】https://www.grandserows.co.jp/
信州通信５月号を最後までご覧いただき、ありがとうございました。
---------------------------------------------------------------------------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
----------------------------------------------------------------------------

