■-------------------------------------------------------------------------------------------------------■
長野県東京事務所発『信州通信』９月号

２０１９年９月３日（火）

～今月のお店は 水天宮酒場「ゴチ」（日本橋人形町）～
■-------------------------------------------------------------------------------------------------------■
日中の暑さは相変わらず厳しいものの、気が付けば日没もずいぶん早くなり、秋の訪れ
を身近に感じるようになってきました。
東京オリンピック・パラリンピックまであと１年。そして、いよいよ９月 20 日にはラグ
ビーワールドカップ 2019 が開幕！
日本代表の活躍を祈りつつ、信州通信９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・イベント情報
【３】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
【４】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（日本橋人形町 水天宮酒場「ゴチ」）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まだまだ暑い日が続く中、気の置けない仲間とキンキンに冷えたビールで乾杯するのは
至福のひととき。
そんなひとときを過ごすのにおすすめしたいのが、自然と故郷に帰ってきたような雰囲
気にさせてくれるお店、水天宮酒場「ゴチ」です。
店主の杉山さんは松本市出身。４年前に「本当の信州を知ってほしい」をコンセプトに
現在の場所に出店されました。酒蔵の数が全国２位の信州の地酒から、おすすめのお酒を
常時１０種類以上月替りで提供しているほか、松本山雅のサポートショップになっている
ことから、山雅ビールもいただくことができます。
食材もできる限り自ら調達するなど信州にこだわっていて、信州野菜の焼き野菜サラダ
や山賊焼きなど、料理の価格も 1,000 円以下とお手頃になっています。
締めには松本の有名なそば店「榑木野」で店主オリジナルレシピにより打った信州そば
がおすすめです。
明るい店内は１階はテーブル席とカウンター席で約２０名、ロフトになっている２階に
テーブル席で１４名が利用できるようになっており、毎週木曜日は「信州の日」として、
信州にゆかりのある方は１０％ＯＦＦ、それ以外にも、女性の方は１０％ＯＦＦになるレ
ディースＤＡＹ（主に水曜日）などイベント満載のお店です。
是非一度足をお運びください。

～杉山さんから一言～
ただ今「ゴチ」ではスタッフを大募集中です。信州人はもちろん、信州が好きな方、信
州や松本山雅を東京で一緒に応援してくれる方、お待ちしています！！
＜水天宮酒場「ゴチ」＞
東京都中央区日本橋人形町 1-13-9
電話：03-3664-1139
交通手段：東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅より徒歩１分
日比谷線、浅草線 人形町駅より徒歩３分
地下鉄都営新宿線

浜町駅より徒歩 10 分

営業時間：17：30～23：30（土曜 23：00）
予

日・祝日定休

算： ２時間飲み放題 4,500 円～

https://r.gnavi.co.jp/2z5wc7100000/（ぐるなび）
https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13195551/（食べログ）
※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
☆------------------------------------------------------------------------------------------信州ゆかりの店を長野県東京事務所ホームページに掲載しました
-------------------------------------------------------------------------------------------☆
これまでメールマガジン「信州通信」で紹介した店舗などを、長野県東京事務所ホーム
ページに掲載しました。
都内で味わえる信州の味覚や信州の地酒・ワインをお楽しみいただけるお店など、こち
らの情報をチェックのうえ、是非お出かけください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/tokyojimu/info/yukari.html
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【２】トピックス・イベント情報
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☆------------------------------------------------------東山魁夷館がリニューアルオープンします！
-------------------------------------------------------☆
長野市の東山魁夷館が約２年半の改修工事を終え、10 月５日（土）にリニューア
ルオープンします。
（信濃美術館本館は 2021 年春オープン予定）

リニューアルオープン記念展では、長野県信濃町にある野尻湖を取材地とし、昭和
30 年度の芸術院賞を受賞した≪光昏≫（日本芸術院蔵）などを、当館が所蔵するスケ
ッチとともに展示し、作品完成までの軌跡をご覧いただけます。
長野県信濃美術館 東山魁夷館（長野市箱清水１－４－４

善光寺東隣）

◆ 記念展：10 月５日（土）～12 月３日（火）
開館時間：９時～17 時（入館は 16 時 30 分まで）
休館日 ：毎週水曜日
観覧料 ：大人 500 円 大学生 300 円 高校生以下無料
また、９月８日（日）～18 日（水）には、プレイベントとして、JR 長野駅直結の MIDORI
長野３Ｆ「りんごのひろば」で、東山魁夷の複製画を展示します。
詳しくは、長野県信濃美術館ホームページの下記ＵＲＬをご覧ください。
http://www.npsam.com/article/single/event/midori
☆-------------------------------------------------------------------------------------------------------長野県を自転車で盛り上げよう！
「Ｊａｐａｎ Ａｌｐｓ Ｃｙｃｌｉｎｇ プロジェクト」会員募集
-------------------------------------------------------------------------------------------------------☆
長野県のサイクルツーリズム推進のため、「Ｊａｐａｎ Ａｌｐｓ Ｃｙｃｌｉｎｇ プロ
ジェクト」がスタートしました。
サイクリングチームやイベント主催者など、自転車への熱い思いをお持ちの皆さまの会
員申込をお待ちしております。
詳しくは長野県ホームページの下記ＵＲＬをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoshin/happyou/20190802press.html
☆------------------------------------------------------------------------------------------------------「世界が恋するＮＡＧＡＮＯ ＷＩＮＥ」が国際線ファーストクラスで
皆さまの空の旅をおともします
-------------------------------------------------------------------------------------------------------☆
長野県では県産ワインの振興・普及に取り組んでいるところですが、この度、ＡＮＡ（全
日本空輸）の国際線ファーストクラスにて、マンズワイン（小諸ワイナリー）の「ソラリ
ス 信州 千曲川産メルロー 2016」が提供されることになりました。
提供期間：９月１日（日）～11 月 30 日（土）
提供路線：ＡＮＡ国際線ファーストクラス設定便全便

☆---------------------------------------------------------------------------------------------------------------「レストランひらまつレゼルヴ（港区西麻布）
」で東信地域の厳選食材を使用した
ランチ・ディナーイベントが開催されます
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆
2020 年夏に御代田町に開業が予定されている新しいホテルのオープンを控え、御代田町
をはじめ東信地域の厳選食材を使用したフランス料理フルコースを提供するイベントが開
催されます。
会

場：レストランひらまつレゼルヴ

予

約：レストランひらまつレゼルヴへ電話または下記ＵＲＬから申し込み
TEL 03-5766-6880

東京都港区西麻布４-３-７

https://www.hiramatsurestaurant.jp/hiramatsu-cave/

詳しくは御代田町ホームページの下記ＵＲＬをご覧ください。
https://www.town.miyota.nagano.jp/category/nougyo/147934.html
＜１日限定フルコース特別ディナー＞
日

時：９月 18 日(水) 18 時 30 分受付 19 時開始

料

金：お一人様 12,000 円（税別）

＜期間限定フルコース特別ランチ・ディナー＞
日

時：９月 19 日(木)～29 日（日）
ランチ 11 時 30 分～15 時 30 分

料

ディナー 17 時 30 分～23 時

金：お一人様 8,000 円（税別）

☆-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SHIOJIRI GRAND WINE PARTY TOKYO 2019 （ホテル雅叙園東京）のチケット販売開始
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆
11 月９日（土）に塩尻市などがホテル雅叙園東京（目黒区）で開催する「SHIOJIRI GRAND
WINE PARTY TOKYO 2019」のチケットを９月 20 日（金）から、下記開催 50 日前イベント及
びチケット販売サイト「ｅ＋（イープラス）
」で発売します。
＜開催 50 日前イベント＞
日時：９月 20 日（金） 11 時～18 時

９月 21 日（土）10 時～17 時

会場：中部地方インフォメーションプラザ in 京王新宿
新宿区西新宿一丁目南口地下街１号
入場：無料
内容：チケット特別販売（通常 5,000 円を 4,500 円）※枚数限定

塩尻産樽出しワイン振る舞い（無料）
、有料グラスワイン販売など
＜SHIOJIRI GRAND WINE PARTY TOKYO 2019＞
塩尻市のワイナリーが集結。塩尻産ワインの魅力を味わい尽くせます。
日時：11 月９日（土） 第一部

15 時～17 時

第二部

18 時～20 時（入替制）

会場：ホテル雅叙園東京（東京都目黒区下目黒 1-8-1 Tel. 03-3491-4111）
チケット販売：5,000 円（前売りのみ）
上記販売の他、チケット販売サイト「ｅ＋（イープラス）
」にて販売
内容：塩尻産ワインのテイスティング（60 銘柄予定）
、ワインセミナー・ワークショップ、
ハイクラスワインの有料試飲 など
定員：第一部、第二部各 750 名
詳しくは、下記ホームページＵＲＬをご覧ください。
http://shiojiri-gwp.jp/
☆------------------------------------------------------------------------------------------------------------信州・北アルプス山麓 ～私の一枚～

フォトコンテスト 2019 作品募集

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆
「北アルプス山麓育ちｉｎ首都圏」実行委員会では、北アルプス山麓地域の四季折々の
写真を広く募集しています。
世界に誇れる豊かな自然に恵まれた魅力を全国に発信していきます。
募集期間：７月７日（日）～12 月 13 日（金）
対象写真：北アルプス山麓地域（大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村）で
撮影された写真
詳細は長野県ホームページの下記ＵＲＬをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/hokuan/hokuan-shokanken/kanko/photocontest2019.html
☆----------------------------------------------------------------------------------------------------------浅間国際フォトフェスティバル 2019

PHOT MIYOTA が開催されます

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆
株式会社アマナと御代田町共同開催のフォトイベント。数百点の大型写真を屋内外に展
示し、期間中は写真教室などのイベントも多数開催されます。
日時：９月 14 日（土）～11 月 10 日（日）10 時～17 時（最終入場 16 時 30 分）
会場：御代田写真美術館予定地 （旧メルシャン軽井沢美術館）
北佐久郡御代田町大字馬瀬口 1794 番地１
入場料：1,500 円（町内在住者 1,000 円

中学生以下無料）

※一部無料でご覧いただけるエリアがあります。
詳しくは浅間国際フォトフェスティバル 2019 ホームページ下記ＵＲＬをご覧ください

https://asamaphotofes.jp/
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
このほか県内の各種イベント情報は「アルクマ便り」でご覧いただけます。
https://www.pref.nagano.lg.jp/tokyokanko/pressreleases/arukumatayori.html
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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【３】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
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◇ショップ（１階）◇
まだまだ暑い日が続きますが、銀座ＮＡＧＡＮＯには秋の味覚「栗」を使った商品が勢
ぞろい。
里の菓工房「栗あんぱん（194 円）」
「栗のテリーヌ（270 円）
」、大村屋「栗子餅（200 円）」
「木曽の華（１本 1,300 円）」を始め、栗商品を約 50 種類取り揃えています。
※価格は税込み
また、カルビー（株）と長野県とで共同開発したご当地ポテトチップス「山賊焼き味」
を９月 23 日から数量限定で販売します。
なくなり次第終了ですので、お早めにお買求めください。
【９月のお酒イベント紹介】
９月と言えば「ひやおろし」
長野県の酒蔵は、毎年９月９日「重陽の節句」をひやおろし一斉解禁日に定めています。
今年も銀座ＮＡＧＡＮＯでは 40 銘柄以上のひやおろしを揃え、皆様に秋酒の魅力をご提
供させて頂きます。９月 15 日（土）には「ひやおろしイベント」も銀座ＮＡＧＡＮＯで開
催。
季節を味わう贅沢を、ぜひ銀座ＮＡＧＡＮＯでお楽しみ下さい。
◇イベントスペース（２階）◇
■～行こう。戻ろう。信州へ。～長野県への U・I ターン転職セミナー
開催日 ９月 16 日（月）11:15～12:45

参加費無料

https://www.ginza-nagano.jp/event/36120.html
長野県で働く魅力、転職成功のポイント、長野と東京の働き方や生活スタイルの違いな
ど、コンサルタントが事例を交えてお話しします。
実際に長野県へ転職しキャリアを活かして働く人の体験、生の声をお聞きください。
定員 30 名（申込先着順）

お問い合わせ

イーキュア株式会社 TEL 0120-916-224

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/
【９月のイベントカレンダー】https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2019/09
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【４】信州スポーツ情報（９月１日までの結果）
～皆様の応援をお願いします！～
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≪信濃グランセローズ≫ 後期 31 試合終了

23 勝８敗＜祝！西地区後期優勝＞

８月 31 日（土）にチーム初の前後期優勝を果たしました。９月 14 日～16 日に通期の勝
率２位チームと対戦する、西地区チャンピオンシップで１勝または引き分けで通期の地区
優勝が決まります。
リーグ制覇に向け、皆さまの一層の応援をお願いします。
次戦は９月７日（土） 中野市営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/
≪Ｊ１松本山雅ＦＣ≫ 第 25 節まで終了

５勝９分 11 敗＜18 チーム中 17 位＞

次戦は９月 14 日（土） アウェーでヴィッセル神戸と対戦
【松本山雅ＦＣ】https://www.yamaga-fc.com/
≪Ｊ３ＡＣ長野パルセイロ≫

第 21 節まで終了

６勝６分９敗＜18 チーム中 15 位＞

次戦は９月８日（日） ホームで福島ユナイテッドＦＣ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 10 節まで終了 ２勝３分５敗＜10 チーム中８位＞
次戦は ９月７日（土）

ホームで浦和レッドダイヤモンズレディースと対戦。

【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≫
15 節まで終了

０勝３分 12 敗＜12 チーム中 12 位＞

次戦は９月７日（土） 町田でペスカドーラ町田と対戦
【ボアルース長野フットサルクラブ】http://boaluz-nagano.com/

≪御嶽海（上松町出身）≫
大相撲秋場所（９月８日初日）の新番付が発表され、御嶽海は東関脇で 16 場所連続の三
役在位となりました。力強い相撲で二桁白星を期待！
≪信州ブレイブウォリアーズ≫
2019－2020 シーズンは９月 20 日（金）に広島ドラゴンフライズを迎え長野市ホワイトリ
ングで開幕！Ｂ２連覇を目指し、好スタートを期待！
【信州ブレイブウォリアーズ】https://www.b-warriors.net/
信州通信９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
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。
----------------------------------------------------------------------------

