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

 長野県東京事務所発『信州通信』 １１月号 ２０１９年１１月６日（水） 

～台風第 19 号による災害の復旧・復興に取り組んでまいります～ 

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

【１】台風 19 号による災害へのご支援に対する御礼とお願い 

【２】長野県の観光地がんばってます！ 

【３】長野県のトピックス・イベント情報 

【４】信州スポーツ情報 

 ※「発見！信州ゆかりのお店ｉｎ東京」はお休みいたします 
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【１】台風 19 号による災害へのご支援に対する御礼とお願い 

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

 この度の台風 19 号及びその後の大雨により、全国各地で大きな被害が発生しました。 

この災害で亡くなられた方々のご冥福をお祈りしますとともに、被災された方々に心 

よりお見舞い申し上げます。 

 

 長野県においても千曲川の堤防決壊などにより住宅、河川や道路、農地及び工場に大き

な被害が生じ、現在も、多くの方々が避難所での生活を余儀なくされるなど、長野県史上

有数の規模の災害となりました。 

 災害発生からこれまでの間、国をはじめ、自衛隊、他の自治体による力強いご協力、そ

して全国の皆さまからのボランティアや義援金など、温かなご支援をいただいております

ことに、心より感謝申し上げます。 

 

 長野県及び被災市町村では、被災された皆さまに寄り添いながら、一刻も早い復旧・復

興に向けて取り組んでまいりますので、引き続き、ご支援・ご協力をいただけますよう、

よろしくお願いいたします。 

 

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

災害義援金・災害支援ふるさと納税について 

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

＜災害義援金＞ 

 被災し、お困りの皆さまが一日も早く元の生活を取り戻すため、義援金へのさらなるご

協力をお願いいたします。 

 受付期間：令和元年 10 月 16 日（水）から令和２年３月 31 日（火）まで 

 受付方法：銀行振込または下記に設置の義援金箱へお願いいたします 



     （義援金箱設置場所） 

銀座ＮＡＧＡＮＯ（都内）、長野県庁、長野県合同庁舎、名古屋事務所、 

大阪事務所 

 

 上記のほか、日本赤十字社長野県支部、社会福祉法人長野県共同募金会においても受け

付けております。 

 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/bosai/2019typhoon19.html#kihu 

 

 お問い合わせ先：長野県会計局会計課 026-235-7351 

 

＜災害支援ふるさと納税＞ 

 次の自治体で災害支援寄附のお願いをしています。 

 小諸市、佐久市、佐久穂町、御代田町、立科町、上田市、東御市、長和町、 

麻績村、長野市、須坂市、千曲市、小布施町、中野市、飯山市、長野県 

 

 次の寄附金受付けサイトをご利用ください。 

「ふるさとチョイス」災害支援 

https://www.furusato-tax.jp/saigai/filter?category_id[]=1099&state_id=4&prefecture_id

=20 

 

「さとふる」災害支援 

https://www.satofull.jp/static/oenkifu/201910_typhoon_19.php 

 

 お問い合わせ先：長野県総務部税務課 026-235-7046 

 

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

災害ボランティア募集について 

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

 長野県内はこれから寒さに向かいますが、復旧に向け作業を行うボランティアの皆さま

の力をまだまだ必要としています。 

 災害ボランティアの募集の詳細は長野県社会福祉協議会の下記ＵＲＬから、各自治体の

ボランティア募集情報をご覧ください。 

 

長野県社会福祉協議会ホームページＵＲＬ https://nagano.shienp.net/ 

 



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

銀座ＮＡＧＡＮＯから 

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

 台風 19 号の豪雨災害に対しまして、皆様よりたくさんのお見舞いの言葉や応援メッセー

ジを頂戴しております。 

 被災地もまだ復興途中であり、これらの地域の農産物や商品を選んでお届けすることは

難しいかもしれませんが、多くの人に長野県の産品を買っていただくこと、そしてファン

になっていただくことも被災地支援のひとつの形だと私たちは考えています。 

 首都圏の皆様方から頂戴した元気を現地の方々へお届けし、銀座から被災地を支援でき

るよう銀座ＮＡＧＡＮＯも頑張りますので、これからも応援をお願いいたします！ 

 

 被災された方々を支援するため、長野県では義援金を受付けています。銀座ＮＡＧＡＮ

Ｏにも義援金箱を設置しておりますので、皆さまのご支援をお願いいたします。 

  

 【銀座ＮＡＧＡＮＯ】https://www.ginza-nagano.jp/ 
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【２】長野県内の観光地がんばってます！ 

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

 台風第 19 号により長野県内では大きな被害が発生しましたが、観光地は一部を除き通常

通り営業しており、公共交通機関も復旧が進み、概ね問題なくお越しいただけます。 

 これからは平地部の紅葉が見ごろを迎え、温泉や秋の味覚などいろいろお楽しみいただ

ける季節を迎えます。 

 

 紅葉が終わるといよいよウィンターシーズン到来！ 

 スキー・スノーボードやスノーシューなどのアクティビティ、雪化粧をした信州の雄大

な自然などをお楽しみください。皆さまのご来県をお待ちしています。 

 

長野県内観光地へのアクセス、営業状況は長野県公式観光サイト「Ｇｏ ＮＡＧＡＮＯ」

の下記ＵＲＬからご確認ください。 

https://www.go-nagano.net/ 

 

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

【３】トピックス・イベント情報 

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



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

 SHIOJIRI GRAND WINE PARTY TOKYO 2019 （ホテル雅叙園東京）開催迫る！ 

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

 『信州通信 ９月号』でお知らせしました「SHIOJIRI GRAND WINE PARTY TOKYO 2019」（塩

尻市など主催）の開催がいよいよ迫ってきました。 

チケットは銀座ＮＡＧＡＮＯ及び「ｅ＋（イープラス）」で好評発売中です。前売り販売

のみですのでお早めに！ 

  

＜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存分に味わえます。 

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 

銀座ＮＡＧＡＮＯ（ＴＥＬ：03-6274-6015）及び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/ 

 

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

 一人多役ってなんだ！ 

「あれやこれもやる 北信州のライフスタイル説明会」を開催します 

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

 豊かな自然に恵まれた北信州で、自然や人とつながりながら「あれやこれも」やる「一

人多役」型のライフスタイルを提案するセミナーを開催します。 

 日時：11 月 17 日（日） 11 時～17 時 

 会場：東京交通会館３階 グリーンルーム（千代田区有楽町２－１０－１） 

 内容：北信州の暮らし・仕事紹介、パネルディスカッション、 

    地元企業による働く場のご提案、北信州地域の魅力紹介と暮らしのご相談など 

 申込等：事前申し込み不要、参加無料です 

 

 詳しくは長野県北信地域振興局の下記ＵＲＬをご覧ください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/hokuchi/hokuchi-somu/presrelease/pres-index.html 
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【４】信州スポーツ情報（11 月４日までの結果） 

～皆様の応援をお願いします！～ 

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

≪Ｊ１松本山雅ＦＣ≫ 第 30 節まで終了  ６勝 12 分 12 敗＜18 チーム中 17 位＞   

次戦は 11 月 10 日（日） アウェーでサガン鳥栖と対戦 勝てば降格圏脱出の大一番！ 

【松本山雅ＦＣ】https://www.yamaga-fc.com/  

 

≪Ｊ３ＡＣ長野パルセイロ≫ 第 34 節まで終了  ８勝 10 分 11 敗＜18 チーム中 12 位＞ 

 次戦は 11 月 10 日（日） アウェー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≫ 

４勝３分 11 敗の 10 チーム中９位で全日程終了。来シーズンの躍進を期待！ 

【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≫  

 22 節まで終了  ０勝３分 19 敗＜12 チーム中 12 位＞ 

 次戦は 11 月９日（土） 名古屋で名古屋オーシャンズと対戦 

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

 

≪Ｂリーグ 信州ブレイブウォリアーズ≫ 

2019-2020 シーズン 11 勝２敗 ＜Ｂ２中地区６チーム中１位＞ 

 次戦は 11 月８日(金)、 アウェーでライジングゼファー福岡と対戦。 

【信州ブレイブウォリアーズ】http://www.b-warriors.net/  

 

≪Ｖリーグ ＶＣ長野トライデンツ≫ 

2019-2020 レギュラーラウンド ０勝３敗 ＜10 チーム中 10 位＞ 

 次戦は 11 月９日(土)、墨田区総合体育館でサントリーサンバーズと対戦。 

【ＶＣ長野トライデンツ】https://vcnagano.jp/ 

 

≪御嶽海（上松町出身）≫ 

 大相撲 11 月場所（11 月 10 日初日）の新番付が発表され、秋場所優勝の御嶽海は東関脇。

これで 17 場所連続の三役在位となります。二場所連続優勝での大関昇進を期待！ 

 



 信州通信 11 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。 

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

 

 


