■-------------------------------------------------------------------------------------------------------■
長野県東京事務所発『信州通信』８月号
～今月のお店は

２０１９年８月１日（木）

つけ麺の「大勝軒」（代々木上原）～

■-------------------------------------------------------------------------------------------------------■
梅雨が明け、いよいよ真夏の暑さがやってきました。
夏休みに帰省される方も多いと思いますので、地元の夏祭りや花火、浴衣でのお出かけな
ど、夏ならではの風物詩をお楽しみください。
暑さに負けず、信州通信８月号をお届けします。
【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
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【１】発見！信州ゆかりのお店 in 東京（代々木上原 大勝軒）
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夏の暑い時期は、アツアツのスープの入ったラーメンよりも、麺がヒンヤリとした「つけ
麺」の方がさっぱりと食べられて好みという方も多いのではないでしょうか。そんなつけ麺
が、実は長野県ゆかりの食べ物であることをご存じでしたか？
今月号は、代々木上原「大勝軒」のつけ麺のルーツやお店と長野県との関わりについてご
紹介します。
代々木上原「大勝軒」は、「丸長のれん会」という団体の一員ですが、この「丸長」は、
戦後間もない昭和 20 年代に、長野県山ノ内町出身の蕎麦職人であった青木勝治氏、
保一氏、
甲七郎氏、山上信成氏、坂口正安氏の５名が共同で荻窪に開店したラーメン店の名前（丸長
の「長」は長野の長）で、「丸長」から「丸信」
、「栄楽」
、「栄龍軒」、「大勝軒」としてそれ
ぞれ独立し、このうち坂口氏が創業したお店が「大勝軒」です。暖簾分けした店も含めて 39
店舗が「丸長のれん会」として現在も結束を保っているそうです。
戦後の混乱期でも比較的に入手が容易だった「小麦粉（メリケン粉）
」を素材とした中華
麺で商売しようということで、長野で蕎麦職人であったことも活かして中華蕎麦のお店を
スタートしたとのこと。ラーメンのスープに鰹節を初めて使用したのも「丸長」とのことで
す。
中華麺を茹でる際に余った麺を濃い目のつけ汁につけて食べていた「賄い」がつけ麺のル
ーツであり、代々木上原「大勝軒」の支店である中野「大勝軒」で昭和 30 年の夏からメニ

ューに追加されたものとのことです。
今回おうかがいした代々木上原「大勝軒」は、つけ麺等の麺類が中心で、つけ汁を濁らな
いよう煮立たせずに炊いたスープで割って飲むと、じんわりとした滋味深さを感じられて
最高です。この他、様々な中華メニューを楽しむことができ、夜の宴会も可能ですので、是
非足を運んでいただき、つけ麺の歴史に思いをはせながら、いただいてみてはいかがでしょ
うか。
＜代々木上原「大勝軒」＞
東京都渋谷区上原 1-17-11
電

話：03-3467-1479

アクセス：小田急線・東京メトロ千代田線「代々木上原」駅南口から約 100m
営業時間：11：00～22：00 毎週水曜日定休
主なメニュー：スペシャルつけそば（760 円）
、ワンタンメン（660 円）、
五目ラーメン（730 円）、ニラレバ炒め（660 円）

全て税抜き価格

お知らせ：「丸長のれん会」監修で、八幡屋礒五郎からつけ麺の味をさらに引き立てる辛
味「オリジナル七味缶」を発売予定。詳細は、下記までお問合わせください。
Ｈ

Ｐ：http://www.taishoken.co.jp/index.html

※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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------------------------------------------------------☆☆☆長野県職員（社会人経験者）を募集します！☆☆☆
------------------------------------------------------長野県では、社会人としての豊富な経験・実績を活かし、即戦力として県の施策推進のた
めに活躍していただける人材を募集します。
意欲あふれる多くの方からのご応募をお待ちしています。
募集職種：行政（地域活力創造枠、一般枠）、社会福祉、心理、機械、農業、水産、総合土
木、林業、建築、化学、薬剤師、保健師、管理栄養士
募集期間：令和元年（2019 年）７月 23 日（火）～８月 19 日（月）17 時
受験資格等：【年齢】昭和 35 年（1960 年）４月２日以降に生まれた方
【資格等】選考区分に応じた資格・免許及び活動実績・職務経験を有する方

等

受験案内の入手方法：
◇配布場所…県庁受付、地域振興局、東京事務所、銀座 NAGANO 等
◇ダウンロード…県ホームページから
※詳細は県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/jinji/kensei/soshiki/soshiki/kencho/jinji/2019shak
aijin2.html
お問合せ先：長野県総務部人事課（026-235-7032）
☆------------------------------------------------------------------------------------------今年で生誕１０周年！！
長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」の応援をお願いします！
-------------------------------------------------------------------------------------------☆
≪「ゆるキャラ(R)グランプリ 2019」８月１日投票開始！
「アルクマ応援隊」も募集中です≫
『長野県 PR キャラクター「アルクマ」』が、「ゆるキャラ(R)グランプリ 2019」にエント
リーしています。８月１日から投票が始まりましたので、皆様の力で「アルクマ」を大きく
育ててください。
◇投票期間：８月１日(木)10 時から 10 月 25 日(金)18 時まで
◇投票方法：投票は１アドレスにつき１日１回可能です。ご家族・ご友人にもお声掛けくだ
さい！投票を行うために、最初だけ簡単なＩＤ登録が必要です。
※ＩＤ登録の方法や投票方法については、こちらをご覧ください。
http://www.yurugp.jp/vote/method.php
また、ＳＮＳによるアルクマへの投票の呼びかけなど、積極的にアルクマを応援していた
だく「アルクマ」応援隊も募集しています（８月 31 日（土）まで）。
※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/190530press.html
≪今年の「ゆるキャラ(R)グランプリ」は長野県開催！≫
今年の決戦投票は、11 月２日（土）
、３日（日）に「ゆるキャラ(R)グランプリ 2019in し
あわせ信州ＮＡＧＡＮＯ」として長野県で開催されます（会場：オリンピック記念アリーナ・
エムウェーブ）。イベントの詳細については、改めてお知らせします。
≪アルクマデビュー１０周年！≫
平成２１年８月に誕生した「アルクマ」は、今年で生誕１０周年を迎えます！
１０周年限定のタキシードを着たアルクマの登場や、斑尾高原で開催する「生誕１０周年

感謝祭（９/８）」、アルクマの新しい「かぶりものアイディア」の募集など、楽しい企画が
予定されていますので、是非ご参加ください。
※詳細は、アルクマカンパニーの HP をご覧ください。
http://arukuma.jp/anniversary
☆-------------------------------------------------------------------------------------------------------クラウドファンディング型のふるさと信州寄付金（第二弾）を募集します！
～「新美術館

みんなのアートプロジェクト」～

-------------------------------------------------------------------------------------------------------☆
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
ング型ふるさと信州寄付金の第二弾を８月２日（金）から開始します。
＜誰もがアートを身近に感じる新美術館を作りたい！＞
長野県信濃美術館は、令和３年度の開館を目指し、現在建替工事を行っています。
新美術館の無料ゾーンには、あらゆる感覚を使って鑑賞する「触れる美術作品」や、
大壁面に投影する「映像作品」を展示し、子どもや障がいのある方も含め、誰もが美術を身
近に感じていただける美術館を目指します。皆さまのご支援をお願いします。
目標金額：２,０００万円
【寄付の方法等】
１

募集期間
令和元年８月２日（金）から令和２年３月３１日（火）まで

２

寄付方法
次の寄付募集サイト（外部サイト）において、寄付を受け付けます。
https://www.furussto-tsx.jp/gcf/590
※サイトの開始は８月２日（金）１４時からになります。
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://nsgsno.tsx-furussto.jp/）をご参照ください。

３

特典
地場産品等の返礼品はありませんが、寄付者銘板への掲載や委託制作者（作家）
の解説付き見学会へのご招待（予定）などのお礼をいたします。

☆---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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）の募集期間を延長します！
～「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」～

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆
信州通信６月号で紹介しました、クラウドファンディング型ふるさと信州寄付金
（４月２６日（金）募集開始）について、募集期間を１０月２３日（水）まで延長しました。
引き続き「高校生の留学支援の夢を、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！＞
目標金額：３００万円
達成状況：
（令和元年７月２４日１２時現在）１，４５３，０００円 （達成率４８．４％）
【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！
＞
目標金額：１５０万円
達成状況：（令和元年７月２４日１２時現在）３９８，１００円（達成率２６．５％）
各プロジェクトの詳細及び寄付の方法は長野県ホームページの下記ＵＲＬをご覧くださ
い。
https://www.pref.nsgsno.lg.jp/zeimu/hsppyou/hsppyou/20190724.html
☆------------------------------------------------------------------------------------------------------------------「車山高原の環境を知ろう！！体験しよう！エコ観光ツアーin 車山」を開催します
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆
エコツーリズムの一環として、車山高原を訪れた方々が、ＥＶについての学習や実験、外
来植物の刈取りなどを体験できる参加型のイベントを開催します。
車山高原の環境・観光資源を維持するために取り組んでみたい方、お子様の夏休みの自由
研究テーマをお探しのご家族など、お気軽にご参加ください。
◇日

時：令和元年８月１０日（土）９：３０～１１：３５（受付開始９：００）

◇場

所：車山高原スキー場（茅野市北山３４１３）

◇募集人数：５０名（無料・先着順）
◇申込期限：令和元年８月５日（月）
◇申込・問い合わせ先：車山高原観光協会（TEL：0266-68-2626）
※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/ontai/happyou/190718press.html
☆----------------------------------------------------------------------------------------------------

「長野県・山梨県

夏のぐるぐるグルメフェア～中央道・
長野道グルメキャンペーン～」開催中

----------------------------------------------------------------------------------------------------☆
現在、
「発酵食品を使用したメニュー」の提供や、
「発酵食品」を販売するフェアを開催中
です。
抽選で賞品が当たるスタンプラリーも実施していますので、中央道・長野道をご利用の際
には、サービスエリア・パーキングエリア（※）に是非お立ち寄りください。
日

時：６月１日～８月 31 日

場

所：中央自動車道・長野自動車道のサービスエリア・パーキングエリアの
レストラン及びフードコート

主

催：中日本エクシス株式会社八王子支店（長野県後援）

※フェアを実施してるＳＡ・ＰＡなど、詳しい情報は「ネクスコ中日本のホームページ」
をご覧ください。https://ssps.c-nexco.co.jp/specisl?id=1254
☆--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------全国初となる広域型ＵＤＣ（Urban Design Center）「信州地域デザインセンター」設立
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆
長野県では、市街地の活性化や快適な生活空間の創造など実効あるまちづくりを推進す
るため、８月７日（水）に公・民・学が連携したプラットフォーム「信州地域デザインセン
ター（ＵＤＣ信州）」を設立します。
オフィスは長野市中央通りに開設し、市町村のまちづくり支援や県内のまちづくり情報
の発信をしていきます。
※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/19071910tharukuma.html
※ＵＤＣについて（ＵＤＣイニシアチブＨＰ）
https://udc-initiative.com/
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【３】信州イベント情報
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---------------信州の夏祭り
---------------（大町市）≪第４１回大町やまびこまつり≫
日

時：８月３日(土) １５時～２１時(予定)

会

場：大町市街地中央通り

（小諸市）≪こもろ市民まつり「ドカンショ」≫
日

時：８月３日(土) １８時～２１時(予定)

会

場：小諸駅周辺市街地

http://www.kcci.komoro.org/
（松本市）≪第４５回

松本ぼんぼん≫

日

時：８月３日(土) １７時５０分～２０時３０分

会

場：松本市街地中心部歩行者天国内

https://migoro.mcci.or.jp/
（伊那市）≪第６２回伊那まつり≫
日時・会場：８月３日(土) １６時～２０時〔伊那市生涯学習センター「いなっせ」周辺〕
８月４日(日) １５時３０分～２１時〔伊那市役所周辺〕
※４日は無料シャトルバス運行
http://www.inacity.jp/
（飯山市）≪いいやま灯篭まつり≫
日

時：８月１１日(日)

会

場：飯山市中心市街地

１６時～２１時

http://www.city.iiyama.nagano.jp
（天龍村）≪第３４回ふるさと夏まつり≫
日

時：８月１５日(木) １７時３０分～２１時３０分

会

場：天龍村村営駐車場（平岡駅前）

http://www.vill-tenryu.jp/
-------------花火大会
-------------（安曇野市）≪第１３回安曇野花火≫
「令和に刻む

新しい安曇野の夏」をテーマに、約 12,000 発の花火が次々に打ち上げら

れ、犀川の川面を幻想的に照らします。
日

時：８月１４日(水) １９時～２０時３０分(予定)

会

場：安曇野市 明科御宝田遊水池周辺

入場料：一般有料席あり
https://azumino-hanabi.com/

（大町市）≪木崎湖灯籠流しと花火大会≫
盆供養や安全祈願などの願いを込めて流される色とりどりの灯籠や、鮮やかなスターマ
インなどの花火が湖面を飾ります。
日

時：８月１５日(木) 湖上慰霊祭１９時～／灯籠流し１９時３０分～
／花火大会２０時～

会

場：木崎湖畔

http://kanko-omachi.gr.jp/
（高森町）≪市田灯ろう流し

大煙火大会≫

地元の小中学校や自治会、新盆を迎えた家々から集められた灯ろうが天竜川の河面を飾
ります。同時に打ち上げられる花火は、飯田下伊那地域最大級の規模です。
日

時：８月１８日(日) １９時～２１時

会

場：下市田ダサラ明神橋周辺

http://www.town.nagano-takamori.lg.jp
（大町市）≪竈神社

例大祭≫

伝統の竈神社例大祭の前夜祭では奉納花火大会が開催され、スターマインを間近でみる
ことができます。
日

時：９月７日(土) １９時～
９月８日(日) １１時～

会

場：大町市

２０時１０分～

スターマイン打ち上げ

例大祭

竈神社

----------------イベント情報
----------------≪湯田中温泉夏祭り・渋温泉夏まつりイベント（山ノ内町）≫
湯田中、渋の両温泉街でカラオケや盆踊りなど手作りの参加型イベントと温泉情緒をお
楽しみください。
日時：湯田中温泉

７月２７日（土）～８月１８日（日）１９時３０分～２１時３０分

（会場：長野電鉄・湯田中駅前特設会場）
渋温泉

８月

1 日（木）～８月２４日（土）１９時３０分～２２時

（会場：渋温泉街）
入場料：無料
内

容：盆踊り、カラオケ大会、露店等

≪第６６回高ボッチ高原観光草競馬大会（塩尻市）≫
日本一標高の高い競馬場で行われる草競馬大会。県内外から 70 頭あまりの競走馬やポニ

ーが集まり、レースが繰り広げられます。
塩尻駅から会場までを結ぶ無料シャトルバスも運行。
日

時：８月４日(日) ８時３０分～１４時３０分

会

場：高ボッチ高原

草競馬場

入場料：無料
内

容：◇動物ふれあいコーナー、ちびっこ馬車

など

https://tokimeguri.jp/
≪小諸市動物園

夏の風物詩

流しアジ・ＮＩＧＨＴ ＺＯＯ ２０１９（小諸市）≫

８月の毎週土・日には夏の風物詩となっている「流しアジ」を開催。ペンギンたちが流し
そうめんのように流れるアジを華麗にキャッチします。
ＮＩＧＨＴ ＺＯＯでは、飼育されているフクロウやムササビなど、夜行性動物たちの観
察、シカ谷の散策をお楽しみいただけます。
日

時：流しアジ

８月の毎週土・日

ＮＩＧＨＴ

ＺＯＯ

１１時５０分～１２時

８月８日（木）、９日（金）、１０日（土）

１８時３０分～２０時３０分（受付は１８時～１８時３０分）
会

場：小諸市動物園

入場料：大人 300 円

小・中学生 100 円（小学生未満無料）

https://www.city.komoro.lg.jp/
≪サマーイルミネーション（安曇野市）≫
青と白を基調にした装飾で夏の北アルプス、安曇野の風景を表現。夏のイルミネーション
をお楽しみください。
日

時：８月９日(金)～１８日(日) １８時～２１時(点灯時間)

会

場：国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区 ガイドセンター・あづみの学校周辺
※駐車場 1,000 台(無料)

入場料：大人 450 円

６５歳以上 210 円

中学生以下無料

http://www.azumino-koen.jp/
≪２０１９志賀高原カレッジコンサート（山ノ内町）≫
音楽合宿に訪れた学生等の成果発表の場として毎年開催。標高 1,500 メートルの大自然
の涼風を満喫しながら、学生の皆さんの洗練された清々しい演奏をお楽しみいただけます。
日

時：８月１０日(土)～３１日(土)の間で計６公演

会

場：志賀高原総合会館 98（蓮池）

入場料：無料
http://www.town.yamanouchi.nagano.jp

≪サマーナイト ＺＯＯ ｉｎ 茶臼山（長野市）≫
期間限定２１時までの夜間開園！普段は見られない、動物たちの夜の様子をお楽しみく
ださい。浴衣や甚平で来園された先着 1,200 名の方にオリジナルうちわをプレゼント
日

時：８月１０日(土)～１６日（金） ９時３０分～２１時

会

場：茶臼山動物園

入場料：大人 600 円 小中学生 100 円

※当日の再入園はできません

園内通路は暗くなりますので懐中電灯をお持ちください。
http://www.chausuyama.com
≪真田邸庭園ライトアップ「幻奏」
（長野市）≫
江戸末期の貴重な御殿建築として国の史跡に指定されている真田邸。幻想的な光で色鮮
やかにライトアップされた庭園を、優雅な音楽とともにお楽しみください。
日

時：８月１０日(土)～1５日(木) １９時～２１時
※ライトアップ開館は１８時３０分から、入館は２０時３０分まで

会

場：真田邸（松代町）

入場料(真田邸入館料)：一般 200 円(団体 160 円) 小・中学生 80 円(団体 60 円)
http://www.city.nagano.nagano.jp/site/kanko-nagano/
≪第４５回木曽音楽祭（木曽町）≫
木曽駒高原の冷涼な風と美しい自然の中で、妙なる調べに耳を傾けてみてはいかがでし
ょうか
日

時：８月２２日(木)～２５日(日)

会

場：木曽文化公園文化ホール(前夜祭コンサートは木曽町中学校体育館)

入場料：◇前夜祭コンサート(自由席)：大人 1,000 円／小中学生 無料
<２２日(木)１８時～>
◇フェスティヴァルコンサート(全席指定)：
大人 4,000 円／学生（２５歳以下）1,000 円
<２３日(金)１８時～、２４日(土)１６時～、２５日(日)１４時～>
※フェスティヴァルコンサート通し券：11,000 円(前夜祭コンサートチケット付
き)
https://www.town-kiso.com/manabu/event/100210/
≪藤村忌（小諸市）≫
小諸は文豪・島崎藤村の第２の出発点となった町。
藤村の命日８月２２日には、毎年文学愛好者の皆様が藤村記念館前に集い、その遺徳を偲
びます。
日

時：８月２２日(木) ９時３０分～１１時頃

会

場：小諸市立藤村記念館(小諸城址 懐古園内) ※雨天の場合：さわやかふれあい会館

入場料(懐古園入園料)：共通券(大人 500 円 小人 200 円)
散策券(大人 300 円 小人 100 円)
http://www.city.komoro.lg.jp/institution/2014022504864
≪第３４回

大芝高原まつり（南箕輪村）≫

湖上ステージや各種出店など、多彩な催しで１日お楽しみいただけます。まつりの最後に
は約８００発の花火が打ち上げられます。
日

時：８月２４日(土) １０時～２１時頃

会

場：南箕輪村

※雨天の場合は２５日（日）

大芝高原

入場料：無料
https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/soshiki/sangyou/34th-oshibafes.html
≪北アルプス「三蔵」呑み歩き（大町市）≫
大町市本通り周辺を歩きながら三つの地酒蔵のおいしいお酒を呑み比べる、日本酒好き
にはたまらないイベント。
当日限定の特別サービスが登場することも。大勢の皆様のご参加をお待ちしています！
日

時：９月７日(土) １５時～１９時

会

場：大町市・本通り周辺
(株)薄井商店「白馬錦」／市野屋「金蘭黒部」／北安醸造(株)「北安大國」
※当日限定無料シャトルバス運行(大町温泉郷観光協会⇔塩の道ちょうじや）

参加費：2,000 円（参加証として「酒器(利き猪口)」をお渡しします）
http://alps3kura.jp/
≪木曽路

鳥居峠・馬籠峠ウォーキング

ヘルスツーリズムモニタツアー（木曽町）≫

生活習慣が気になる働き盛りの方などを対象に、心と身体の健康増進を目的としたアク
ティビティモニターツアーの参加者を募集しています。
内

容：９月７日（土）１３時 ＪＲ奈良井駅前集合
鳥居峠を散策し藪原宿からバスで宿泊施設（木曽駒高原ホテル）へ
９月８日（日）

バスで妻籠宿へ移動し馬籠峠を散策（昼食付き）

１６時 ＪＲ中津川駅解散
参加費：9,800 円
申込方法：木曽おんたけ観光局へ電話または観光局ｗｅｂサイトから申込
（定員２０名に達し次第受付終了）
問合せ：木曽おんたけ観光局

０２６４－２５－６０００

https://visitkiso.com/information/32/detail/

≪ながのとびっくラン in わかほ（長野市）≫
８回目を迎える長野市若穂地区のマラソン大会。
「とぶ」は甲信地方の方言で「走る」、
「駆ける」、
「とびっくら」は「かけっこ」のこと。
みなさんもさわやかな秋の若穂を駆け抜けましょう！
エントリーは８月３１日（土)まで。定員になり次第締め切りとなります。
日

時：１１月１０日(日) ９時スタート

会

場：若穂中央公園 多目的グラウンド<スタート・フィニッシュ>

参加費：◇ハーフ(高校生、一般)：5,000 円
◇10km（高校生、一般）：3,000 円
◇３km（高校生、一般）：3,000 円
◇３km（小・中学生）：1,500 円
◇1.5km（大人と小学生３年生以下）：2,500 円
http://tobicrun.jp/
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【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇ショップ（１階）◇
ようやく梅雨明けして、いっそう蒸し暑い毎日になりましたね。
銀座ＮＡＧＡＮＯのフルーツリレーは、いよいよワッサーとプルーンが登場。フルーツの
爽やかな甘さで、お口のなかにすがすがしい夏の味わいが広がります。
また、夏バテ防止に「長いも」は、いかがでしょうか。
お持ち帰りに便利なサイズにカットしてパウチした、松代産長いも（600ｇ）400 円（税
抜）のほか、信州産長いもを使った商品が入荷しています。
ぜひ店頭で手に取ってご覧ください。
・ながいもカレー〔（株）吉岡〕

520 円（税抜）

信州産長いもを「角切り」と「すりおろし」で加えたカレー。小麦粉を使わず、グルテン
フリーで仕上げています。
・信州そばとろろ〔（株）吉岡〕

420 円（税抜）

・とろろなめたけ（醤油・うめ（115ｇ）
・キムチ（120ｇ））
〔（株）吉岡〕 各 420 円（税抜）
【８月のお酒イベント紹介】
■第 1 回

日本酒唎き酒世界選手権大会

今回は銀座ＮＡＧＡＮＯを飛び出して、松本市で初めて開催される注目のイベントをご
紹介。

８月 31 日（土）、
「第 1 回

日本酒唎き酒世界選手権大会」が松本市の信毎メディアガー

デンで開催されます。
お酒のプロ・アマ問わず参加できる唎酒選手権は世界初開催！

普段お酒博士を自認し

ている方はもちろん、「面白そう」という動機だけでも大丈夫！
詳しくは大会のホームページをご覧ください。
http://www.kashiyo.com/kikisake/
大会に参加したついでに、松本観光をするのもいいのでは!? 皆様ぜひお越しください。
◇イベントスペース（２階）◇
■信州で働こう！ 薬学生就職支援セミナー in Tokyo
開催日

８月 31 日（土）13:00～16:00

参加費無料

長野県内の主要病院から現役の薬剤師や採用担当者が参加し、ブース形式で就活や仕事
の話にとどまらず、信州 Life についても自由に情報交換できる場です。
長野県出身の方も、長野県に興味のある方も、ぜひお気軽にご参加ください。
予約不要、服装自由、履歴書等の書類も不要です。
※当日受付時にお名前、学校名、学年、ご連絡先の情報をいただく予定です
お問い合わせ

「信州で働こう！薬学生就職支援セミナー」事務局
（長野市民病院総務課内

担当：福島）

TEL：0120-511-990
E-mail：career@hospital.nagano.nagano.jp
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/
【８月のイベントカレンダー】https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2019/08
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【５】信州スポーツ情報（７月２８日までの結果）
～皆様の応援をお願いします！～
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
≪飯山高校が夏の甲子園へ！

第１０１回全国高等学校野球選手権長野大会≫

７月２１日（日）に行われた長野大会決勝で、飯山高校が延長１０回サヨナラ勝ちで初優
勝し、春夏を通じて初の甲子園出場を決めました。

全国高等学校野球選手権大会は、８月６日（火）に甲子園で開幕します。
皆さまの応援をお願いいたします。
≪御嶽海（上松町出身）≫

大相撲名古屋場所

９勝６敗

東関脇で堅実に勝ち越しを決め番付を維持。来場所の二けた勝ち星を期待
≪Ｊ１松本山雅ＦＣ≫

第２０節まで終了

次戦は８月４日（日）

４勝６分１０敗＜１８チーム中１６位＞

アウェーで川崎フロンターレと対戦

【松本山雅ＦＣ】https://www.yamaga-fc.com/
≪Ｊ３ＡＣ長野パルセイロ≫
次戦は８月４日（日）

第１８節まで終了

４勝６分８敗＜１８チーム中１６位＞

ホームでギラヴァンツ北九州と対戦

【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≫
１１節まで終了

０勝１分１０敗＜１２チーム中１２位＞

次戦は８月４日（日）

浦安でバルドラール浦安と対戦

【ボアルース長野フットサルクラブ】http://bosluz-nsgsno.com/
≪信濃グランセローズ≫
次戦は８月２日（金）

後期

１７試合終了

１３勝４敗＜西地区５チーム中２位＞

しんきん諏訪スタジアムで福井ミラクルエレファンツと対戦

【信濃グランセローズ】https://www.grsndserows.co.jp/
≪２０１９ＦＩＭ

世界耐久選手権最終戦“コカ・コーラ”鈴鹿８時間耐久ロードレース第

４２回大会≫
７月号で紹介した「信州活性化プロジェクト・チーム長野」が出場し、７月２８日（日）
の本戦で見事完走を果たしました。健闘に拍手！
【鈴鹿８耐】https://www.suzukacircuit.jp/8tai/
信州通信８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
----------------------------------------------------------------------------

