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

 長野県東京事務所発『信州通信』６月号 ２０１９年５月３１日（金） 

 ～今月のお店は新宿「玄海本店」～ 

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

 木々の緑が濃くなり、爽やかな初夏と思いきや、真夏の暑さが続いて、日ごとに猛暑の兆

しを感じるようになってまいりました。 

皆様、熱中症にならないよう、体調管理にご留意ください。 

暑い中ですが、気分は爽やかに、信州通信６月号をお届けします。 

 

【☆】祝！信州ブレイブウォリアーズ Ｂ２初優勝、ボアルース長野フットサルクラブ 

 ディビジョン２優勝 両チームに、スポーツ栄誉賞を贈呈 

【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 
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【☆】祝！信州ブレイブウォリアーズ Ｂ２初優勝、ボアルース長野フットサルクラブ 

 ディビジョン２優勝！ 両チームに、スポーツ栄誉賞を贈呈 
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 Ｂ２最高勝率でプレーオフに進出したプロバスケットボールチーム「信州ブレイブウォ

リアーズ」は、ホームに「群馬クレインサンダース」を迎えて行われた５月４日（土）、５

日（日）の決勝で連勝し、Ｂ２初優勝を決めました！ 

また、長野市をホームタウンとするフットサルクラブチーム「ボアルース長野フットサル

クラブ」は、１月に２０１８／２０１９ディビジョン２で優勝。２月には入れ替え戦を勝ち

抜き、今季のディビジョン１昇格を果たしました。 

輝かしい成績を収めた両チームに対して、５月１０日（金）、１６日（木）に、阿部知事

からスポーツ栄誉賞を贈呈し、その栄誉を称えました。 

 引き続き、両チームに大きな声援をお願いします。 
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【１】発見！信州ゆかりのお店 in 東京（玄海本店） 
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 今月号の信州ゆかりの店は新宿の「玄海本店」です。 

 「玄海」といえば九州の郷土料理「水たき」の老舗ですが、信州ともゆかりが深いお店で

す。 



 次号にわたり、玄海の歴史や信州とのご縁などについて紹介します。 

 

 昭和３年 11 月に創業者 矢野廣雄氏が、九州・甘木（現 福岡県浅倉市）から上京し、品

川に最初の店を構えたのが「玄海本店」の始まりです。 

 昭和 41 年に現在の本店ビルを新設、昭和 53 年には二代目社長の矢野雄一氏が、亀戸に

支店を初出店。平成８年には新宿高島屋にも出店しました。  

 平成 24 年に創業家三代目の矢野賀也氏が代表取締役社長となり、「ビジョン 2028」を掲

げ創業 100 年の一世紀企業に向け邁進中です。 

 

 お店は歴史と格式を感じさせる落ち着いた造りで、着物姿での丁寧な接客からも伝統と

おもてなしの気持ちが伝わってきます。 

２階から３階にかけて座敷や広間があり、少人数の会食から団体での宴席まで利用でき

ます。 

 メニューは、福島県と宮城県の県境で飼育される、銘柄鶏にこだわった水たきをメインに、

季節の野菜を使った旬のお料理、鶏のお造りなどが付いた、昼、夜のコースが用意されてい

ます。 

 また、玄海本店となりの「げんかい食堂」では、水たきはもちろん、ランチタイムには親

子丼や焼鳥重、釜めしなど、気軽に玄海伝統の味を楽しむことができます。 

 

 矢野社長の「鶏を一番美味しく食べることができるのは『水たき』。シンプルだが、素材

の鮮度・品質のごまかしが効かないため、基本を大事にしながら、水たきの新しい理（こと

わり）を作り上げていきたい。お客様の人生の節目や思い出の場所・思い出の味として大切

な場所であり続けたい。」との言葉から、老舗の伝統を守り続ける使命感や水たきに対する

熱意が伝わってきます。 

 

 ハレの日には、素材からこだわり抜いた「玄海」の水たきを味わってみてはいかがでしょ

うか。 

 次号では、お店と長野県とのご縁について紹介します。 

 

 ＝ 玄海本店 ＝ 

  東京都新宿区新宿５－５－１ 玄海ビル 

  ＴＥＬ：０１２０－３１０－１９５ 

  交通手段：丸の内線「新宿御苑駅」 １番出口から徒歩５分 

       副都心線・丸の内線・都営新宿線「新宿三丁目駅」 

       Ｃ７出口から徒歩８分 

       ＪＲ新宿駅 東口から徒歩 20 分 

 



 ＝ げんかい食堂 ＝ 

  東京都新宿区新宿５－５－１ 玄海ビル１Ｆ 

  ＴＥＬ：０３－３３５６－００３６ 

 

 ＝ 新宿高島屋店 ＝ 

東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-24-2 新宿タカシマヤタイムズスクエア 14F 

  ＴＥＬ：０３－５３１６－１８７７ 

 

【メニューのご紹介（ホームページから）】 

 ＜玄海本店＞ 

  ランチ限定コース   5,400 円 

  コース料理      8,640 円から  など 

 

 ＜げんかい食堂＞ 

  コース料理 5,000 円 

 （ランチ） 

  親子丼 1,000 円、焼鳥重 1,000 円、あつあつ鳥飯 1,000 円、 

鳥五目釜めし御膳 2,000 円 など 

 

玄海ホームページ：http://genkai-group.jp/ 

 

※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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☆---------------------------------------------------------------------------- 

信州花フェスタ来場者 50 万人達成！ 

----------------------------------------------------------------------------☆ 

 ４月２５日（木）に開幕した「信州花フェスタ 2019～北アルプスの贈りもの～」 

連日、たくさんの皆さまにご来場をいただき、５月２６日（日）には、メイン会場、サブ

会場の合計来場者数５０万人を達成しました。 

みなさまのご来場に感謝申し上げます。 

 信州花フェスタは６月１６日（日）まで開催されています。今後も多彩なイベントが予定

されていますので、是非お出かけください。 

 



※イベントの申込方法や詳細は、信州花フェスタ 2019 公式ホームページをご覧ください。 

【https://shinshu-hanafesta2019.jp/】 

 

☆------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

国際フラワーフォーラム２０１９ “信州花の祭典”を開催します 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------☆ 

 信州花フェスタ２０１９に併せて、「国際フラワーフォーラム２０１９」を開催し、長野

県産花きの魅力発信、花のある暮らしを提案します。 

 フラワーファッションショーや高校生花いけバトルのほか、体験教室（要事前申込）など

も行いますので、是非ご参加ください。 

 

 日時：令和元年６月１４日（金） １３時～１７時 

令和元年６月１５日（土）  ９時３０分～１７時 

 会場：松本平広域公園やまびこドーム 

 

 詳細は国際フラワーフォーラム公式ホームページ（下記ＵＲＬ）をご覧ください 

https://www.pref.nagano.lg.jp/enchiku/sangyo/nogyo/engei-suisan/kaki/flower-

forum2019.html 

 

☆------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

「しあわせ信州やまほいくセミナー」、「山村留学合同説明会」を開催します 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------☆ 

６月９日（日）に銀座ＮＡＧＡＮＯで「しあわせ信州やまほいくセミナー」、「山村留学合

同説明会」を開催します。 

 

【しあわせ信州やまほいくセミナー】 

 信州の豊かな自然環境や地域資源を活用した保育・幼児教育を推進する「信州やまほいく

（信州型自然保育）認定制度や認定園の取組について紹介します。 

 

 日時：令和元年６月９日（日） １１時～１３時 

 会場：銀座ＮＡＧＡＮＯ ２階イベントスペース 

定員：４０名（先着順） 

 参加費：無料（要事前申込。締切 ６月８日（金）） 

 申込方法：銀座ＮＡＧＡＮＯ公式ホームページ申込フォームから申込ください 

 申込フォームＵＲＬ：https://www.ginza-nagano.jp/event/34380.html  

  

信州型自然保育の情報は自然保育ポータルサイトに掲載されていますので、こちらもご



覧ください。 

http://www.shizenhoiku.jp/ 

 

【山村留学合同説明会】 

都市部の子どもたちが、自然豊かな農山村地域の農家や共同宿泊施設等で生活し、地元の

学校に通いながら自然体験活動や生活体験をする「山村留学」の説明会を開催します。 

信州の豊かな自然環境の中で、仲間や地元の方々とのかかわりを通して、健やかな心身と

豊かな人間性を育みませんか。 

予約は不要です。お気軽にご参加ください。 

 

日時：令和元年６月９日（日） １４時～１６時 

会場：銀座ＮＡＧＡＮＯ ２階イベントスペース 

内容：受入団体によるプレゼンテーション、受入団体との個別相談 

 

山村留学については、長野県ホームページの下記ＵＲＬに掲載されておりますので、こち

らもご覧ください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/shinko/kensei/soshiki/soshiki/kencho/shinko/sansonryuga

ku.html 

 

☆-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

クラウドファンディング型のふるさと信州寄付金（第一弾）を募集しています！ 

～「信州つばさプロジェクト」・「信州アート・サンタプロジェクト」～ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆ 

長野県では、寄付金の使い道を明確化（プロジェクト化）して寄付を募る、クラウドファ

ンディング型のふるさと信州寄付金の募集を４月２６日（金）から開始しました。 

「高校生に留学の夢を、児童養護施設の子ども達にアートのプレゼントを」の思いに賛同

される皆さまのご支援をお願いいたします。 

 

【信州つばさプロジェクト】 

＜長野県の高校生にウィーンで音楽を学ぶ短期留学プログラムを提供したい！＞ 

 全県から１５名の参加者を募り、オーストリア・ウィーンでの１週間の音楽留学の費用等

を支援し、プロの演奏家によるレッスンや、現地での演奏会などを体験できる留学プログラ

ムを提供します。 

  高校生が本場で一流の音楽に触れて学び、やがては世界を舞台に活躍する人材となるこ

とを期待しています。 

 目標金額：３００万円 

 



【信州アート・サンタプロジェクト】 

＜県内全ての児童養護施設の子ども達が、心から親しみ、楽しめるアートを贈り届けたい！

＞ 

 保護者がいないことなどの事情により、児童養護施設で暮らす県内約５００名の子ども

達に、コンサートやミュージカルへの招待など、心から親しみ、楽しめるアートのプレゼン

トを贈り届けます。 

目標金額：１５０万円 

 

【寄付の方法等】 

１ 募集期間 平成３１年４月２６日（金）から令和元年７月２４日（水）までの９０日間 

２ 寄付方法 次の寄付募集サイト（外部サイト）において、寄付を受け付けています。 

  ○信州つばさプロジェクト募集サイト 

https://www.furusato-tax.jp/gcf/523 

  ○信州アート・サンタプロジェクト募集サイト 

https://www.furusato-tax.jp/gcf/524 

３ その他 

（１）地場産品等の返礼品はありませんが、帰国後の演奏会へのご招待や子どもたちからの

御礼のメッセージなど、プロジェクトの成果を感じていただけるお礼をいたします。 

（２）各サイトにおいて、クレジットカード決済により、１件２，０００円以上からご寄付

いただけます。それ以外の方法を希望される場合は、書面によるご寄付のお申出により、

受け付けいたします。詳しくは、ふるさと信州寄付金ホームページ（http://nagano.tax-

furusato.jp/）をご参照ください。 

 

☆------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

「２０１９信州めぐりフリーパス」で信州の旅をお得にお楽しみください 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------☆ 

ＥＴＣ限定の企画割引「２０１９信州めぐりフリーパス」が実施されます。 

フリーパスをご利用いただくと、連続する２日間または３日間、出発エリアからの１往復

と長野県内の周遊エリアの高速道路が定額で乗り放題となります。 

また、長野県内の観光施設の入場料割引やサービスエリア、パーキングエリアでご利用い

ただける優待などの特典が付いています。高速道路を利用しての信州旅行の際には、是非、

ご利用ください。 

 

実施期間：令和元年５月８日（水）～１１月２５日（月） 

（ただし、８月９日（金）～８月１９日（月）を除く） 

対象車種：ＥＴＣ利用の普通車・軽自動車等（二輪車含む） 

設定プラン：首都圏出発プラン（２日間 普通車： 8,500 円 軽自動車等：6,500 円） 



（３日間 普通車： 9,500 円 軽自動車等：7,500 円） 

      このほか、名古屋出発プラン、静岡出発プラン、長野県内周遊プランもありま

す。 

申込方法：ＮＥＸＣＯ中日本公式Ｗｅｂサイト「２０１９信州めぐりフリーパス」から事前

申し込み。 

https://hayatabi.c-nexco.co.jp/drive/detail.html?id=88 

 

「２０１９信州めぐりフリーパス」の詳細は、長野県プレスリリースをご覧ください 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoshin/happyou/190419press.html 

 

☆----------------------------------------------------------------------- 

長野県移住大相談会 

∽∽∽ 「信州で暮らす、働くフェア」開催 ∽∽∽ 

-----------------------------------------------------------------------☆ 

長野県が行う最大規模の「移住相談会」を今年度も東京で開催！ 

先輩移住者等によるメインセミナーやトークライブのほか、市町村や就業分野別の相談コ

ーナーなどを設け、様々なご相談に対応します。関心のある方は、是非ご参加ください。 

 

詳細は次号で紹介します。 

 

日 時：７月６日(土) １１時～１７時（最終入場 １６時） 

会 場：東京交通会館１２階 カトレアサロンＡ 

    ※キッズスペースあり 

入場料：入場無料、予約不要 

 

お問合せ先：長野県 信州暮らし推進課（電話 026-235-7024） 
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【３】信州イベント情報 

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

≪第５２回木曽漆器祭・奈良井宿場祭（塩尻市）≫ 

木曽漆器の主要産地「木曽平沢」では約８０店舗が「大漆器市」を開催。また、中山道の宿

場「奈良井宿」では、時代絵巻を思わせる「お茶壺道中」が行われます。 

日時：６月７日（金)～６月９日（日）  ９時～１７時 

会場：塩尻市楢川地区（贄川・木曽平沢・奈良井） 

入場料：無料 

http://shikki-shukuba.shiojiri.com/ 



 

≪木崎湖湖水開き 地引き網とトレッキング（大町市）≫ 

ウィンドサーフィンなどウォータースポーツのフィールドとして注目を集める木崎湖で、

地引き網、湖畔トレッキングなどを楽しめます。 

日時：６月１６日（日） 受付：８時～８時３０分 解散：１３時２０分予定 

会場：木崎湖周辺（木崎湖キャンプ場集合・解散） 

参加費：中学生以上 1,000 円 小学生 500 円 （いずれも保険料含） 

http://www.kanko-omachi.gr.jp/ 

 

≪黒部ダム観光放水（大町市）≫ 

186m の高さから吹き上げる放水は大迫力。晴れた日には放水にきれいな虹がかかります。

期間：６月２６日（水）～ ７月３１日（水） ６時～１７時３０分 

８月 １日（木）～ ９月１０日（火） ６時３０分～１７時 

９月１１日（水）～１０月１５日（火） ７時～１６時３０分 

会場：黒部ダム 

交通費：扇沢駅⇔黒部ダム 往復 大人 2,570 円 子ども 1,290 円 

http://www.kurobe-dam.com/ 

 

≪高遠「しんわの丘ローズガーデン」バラ祭り（伊那市）≫ 

高台から眼下に街並み、遠くに中央アルプスを望む公園に、赤・黄・白・ピンクなど、約２

７０種類、約３，０００株のバラが植栽され、長い期間、開花が楽しめます。 

日時：６月１日（土）～２３日（日） ９時～１６時まで 

入場料：大人３００円 団体（１５名以上）／２００円 小中学生 １５０円 

会場：高遠「しんわの丘ローズガーデン」 

http://takato-rose.org/ 

 

≪第２２回安曇野玉ねぎ祭り（安曇野市）≫ 

北アルプスの清冽な水と安曇野の豊かな大地で育った甘く新鮮な玉ねぎを、市内１９か所

の会場で直売するとともに、収穫体験も楽しめます。 

日時：６月１５日（土)～１６日（日） ８時～１７時 

会場：安曇野市内１９か所（会場案内 安曇野市役所本庁舎東口） 

   ※収穫体験はハサミ持参、農作業のできる服装、履物でお越しください 

参加費：直売（２０ｋｇ）、収穫体験とも１袋 ２，０００円 

http://www.city.azumino.nagano.jp 

 

≪峰の原高原 フラワーウォーク（須坂市）≫ 

各ペンションオーナーが心を込めて手作りしたオープンガーデンをご案内します。 



ペンション村のレストラン「高原食堂」でのランチもお楽しみに。 

日時：６月１６日（日) ９時１５分～１２時 （集合は９時） 

   ※参加申込締め切り ６月１３日（木）定員に達し次第締め切りとなります 

会場：峰の原高原こもれびホール（集合場所） 

http://www.suzaka-kankokyokai.jp 

 

≪ランドネピクニック２０１９ｉｎまつもと（松本市）≫ 

北アルプスをはじめ、名だたる峰々を感じながら、山歩きからピクニックまで様々なアウト

ドアに触れられるステージイベントやワークショップ、お買い物ブースを楽しめます。 

日時：６月２２日（土)～２３日（日）  １０時～１７時（２３日は１６時まで） 

会場：あがたの森公園 平和ひろば 

入場料：無料 

http://sharethemt.com/randonneepicnic2019/ 

 

≪第６１回 長衛祭（伊那市）≫ 

南アルプスの開拓者「竹澤長衛」翁の遺徳を偲んで、「甲斐駒ケ岳」記念登山等を行います。 

日時：６月２９日（土)～３０日（日）  １０時３０分～ 

参加費：大人 ２，０００円 子ども １，０００円（バス、宿泊代は別途必要） 

    ※事前申込が必要です 

会場：山梨県南アルプス市 南アルプス国立公園北沢峠 長衛小屋前 

http://www.inacity. jp/  
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【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 
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◇ショップ（１階）◇ 

 皆様に毎年ご好評いただいている、あんずの季節がいよいよやってきました。 

 生食用のあんずを始め、ジャムなどの加工品やあんずを使ったお菓子など、五十数種類の

アイテムが登場！（時期により商品の入れ替わりがあります）。 

 そのなかから、３商品をご紹介します。 

・横島物産「杏ワイン（180ml）」540 円（税抜） 

 あんずを使った、やや辛口のフルーティな白ワイン。生あんずの酵母を使用しています。 

・大渡製菓舗「おさるのかごや杏生どら」250 円（税抜） 

 あんずのシロップ漬けをクリームとしっとりした皮でサンド。あんずの里、松代より新登

場です。 

・自然王国「あんずバター」600 円（税抜） 

 千曲市産のあんずを、砂糖を使わずにぶどう果汁だけで煮詰め、バターとミックスしまし



た。 

 店頭で、ぜひ手に取ってご覧ください。 

 

【６月のお酒イベント紹介】 

■銀座ＮＡＧＡＮＯ日本酒講座 超番外編 

 第 1 回日本酒唎き酒世界選手権事前講習！～チャンピオンへの道～ 

  開催日 ６月 22 日（土） 

  時間  11:30～12:15／13:00～13:45／14:30～15:15／16:00～16:45 

  定員  各 15 名（申込先着順） ※20 歳以上 

  参加費 1,000 円 

 

 2019 年 8 月 31 日（土）に松本市で開催される日本酒唎き酒世界選手権の事前学習をする

超番外編の講座。本番と同じルールで唎き酒をしていただきます。 

 お酒をどのくらい唎き分けできるか、自分の鼻と舌を信じてチャレンジしてみてくださ

い。当日は酒蔵さんもお招きするので、「コツ」などを伝授してもらいましょう。 

 各回成績トップの中からお一人に景品（お酒）をご用意していますのでお楽しみに！ 

 ※今回の講座は唎酒の練習のためお料理の提供はございません 

 

 お問い合わせ  銀座ＮＡＧＡＮＯ（TEL 03-6274-6015） 

 

◇イベントスペース（２階）◇ 

■爽快!!! スパークリング バー 

  開催日 ６月 19 日（水） 

  時間  17:00～19:00（時間内入退場自由） 

  〔当日受付あり〕20 歳以上 

 普段バルカウンターでは提供していない高価なスパークリングワインや希少なシードル

など、全てグラスでご提供します。 

 ドリンクに合わせた簡単なおつまみもご用意。 

 梅雨の時期、スパークリングワイン＆シードルですっきり爽快な夜を楽しみましょう。 

  ・1 グラス 500 円～ 

  ・おつまみ 300 円～ 

 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/ 



 【６月のイベントカレンダー】https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2019/06 
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【５】信州スポーツ情報（５月２６日までの結果） 

～皆様の応援をお願いします！～ 
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≪御嶽海（上松町出身）≫ 大相撲夏場所（西小結） ９勝６敗 

 千秋楽では優勝した朝乃山に勝利。来場所は関脇復帰が濃厚か。 

 

≪Ｊ１松本山雅ＦＣ≫ 第１３節まで終了  ４勝３分６敗＜１８チーム中１２位＞   

次戦は６月１日（土） ホームで清水エスパルスと対戦 

【松本山雅ＦＣ】https://www.yamaga-fc.com/  

 

≪Ｊ３ＡＣ長野パルセイロ≫ 第９節まで終了 ３勝３分３敗＜１８チーム中１０位＞ 

 次戦は６月２日（日） ホームでカターレ富山と対戦 

【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≫第９節まで終了 ２勝４敗３分＜１０チーム中８位＞ 

 次戦は９月１日（日） アウェーでアルビレックス新潟レディースと対戦 

 ※６月７日から７月７日まで開催のＦＩＦＡ女子ワールドカップフランス２０１９日本

代表に、ＡＣ長野パルセイロ・レディースから横山久美選手が選出されました！ 

【ＡＣ長野パルセイロ】https://parceiro.co.jp/  

 

≪Ｆリーグ ディビジョン１・ボアルース長野フットサルクラブ≫  

 ５月２５日の開幕戦はバルドラール浦安とアウェーで対戦し２－５で敗れましたが、次

戦での初勝利を期待！ 

次戦は６月２日（日） アウェーで名古屋オーシャンと対戦 

【ボアルース長野フットサルクラブ】http://boaluz-nagano.com/ 

 

≪信濃グランセローズ≫ 前期２３試合終了 １３勝１０敗＜西地区５チーム中３位＞ 

 次戦は６月１日（土） 甲賀市民スタジアムでオセアン甲賀ユナイテッドＢＣと対戦 

【信濃グランセローズ】https://www.grandserows.co.jp/ 

 

 信州通信６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  

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

 


