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長野県東京事務所発『信州通信』１月号
～今月のお店は

２０１９年１２月２７日（金）

草津亭（浅草）～

■-------------------------------------------------------------------------------------------------------■
早いもので、2019 年も年の瀬を迎えました。
長野県では 10 月の台風 19 号災害からの復旧・復興に向け取組を進めています。
被災直後からボランティアや義援金など多くの皆さまからお寄せいただいたご支援に
より、人の繋がりの温かさと勇気をいただきました。本当にありがとうございました。
皆さまにとって、来る 2020 年がよい年となることを祈りつつ、信州通信１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（浅草 草津亭）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

歴史と人情が息づく街 浅草
平日の昼間も観光客で賑わうメイン通りから少し離れた静かな佇まいの一角に
「草津亭」という江戸料理のルーツ＜江戸饗応料理＞の伝統を受け継ぐお店があります。
明治５年創業のこの老舗割烹は、初代 藤谷甚四郎氏が長野県の善光寺参りをされた
際、仁王門（におうもん）三面大黒天が夢枕に立たれ、
「草津温泉の湯の花を持参し
温泉を開業せよ、必ず繁盛する」とのお告げにより温泉割烹を始めたのが店名の由来と
のこと。
『草津』は群馬県草津の湯からですが、善光寺参りのお告げがきっかけで開業、
150 年前から信州にご縁のあるお店です。
どんなお店も「まず行ってみる

食べてみる」を信条にしている私は、今回ランチ昼

御膳を堪能。
「大変おいしゅうございます」というセリフで知られた女性料理記者もいま
したが、一つ一つの食材が丁寧に調理され、見た目も美しいお料理は本当においしゅうござ
いました。特に甘めの卵焼きは絶品。
現在の草津亭の売りや試みを伺ったところ、昼夜の会席・宴はもちろん、
① 四季折々の味覚を二段の豪華な折詰にしたり、美しい箱庭に見立て 12 仕切りにした
ものなど各種高級お弁当の提供
② お客様が座席に着いた時最初に出す「座つき菓子」の伝統や懐かしい味を活かし、現代
の菓子業者とコラボして創り上げた様々なお菓子の高齢者介護施設への提供といった
新展開を図っているとのことでした。

信州とのご縁から、お店では「御湖鶴（諏訪市）」や「北光正宗（飯山市）」など長野県
の名酒を味わうことも・・・
食とともに花街の「遊び」を楽しむこともできるお座敷、おしゃれなカウンター席も備え
た異次元空間を、商談や特別な食事会などで是非利用されてみてはいかがでしょう？
【草津亭】
住

所：東京都台東区浅草 3-18-10

ＴＥＬ：03-6458-1932 （銀座線
営業時間：昼
夜

田原町駅から徒歩１０分）

11 時 30 分～14 時
17 時～22 時

定休日：日曜日・月曜日
＜昼＞

昼御膳

2,800 円

海鮮ばらちらし

1,800 円

昼会席

8,000 円

＜夜＞

華

5,000 円～寿 20,000 円

＝税ｻｰﾋﾞｽ料別＝

【各種お弁当(要予約)】
ＴＥＬ：03-3873-0141

彩 １,188 円～浅草十二ケ月 2,700 円

(各種あります)

ＨＰ：https://asakusa-kusatsutei.com/
※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】トピックス・イベント情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆--------------------------------------------------------------------------がんばろう信州！観光キャンペーン開催中
---------------------------------------------------------------------------☆
台風 19 号災害からの復旧・復興に向けて、長野県にお寄せいただいた応援や支援に
感謝を込めて、信州・長野県の冬を満喫いただける観光キャンペーンを開催中です。
県内外の皆さまと「ONE NAGANO」を合言葉に、観光・物産両面から長野県の復興に取り
組んでまいります。
この機会に、ぜひ長野県にお越しください。
【ふっこう割キャンペーン】
ふっこう割が適用された旅行商品について、旅行代金・宿泊料金を最大 5,000 円割
引！＜年末年始（12 月 28 日から１月４日までの宿泊分）は対象外＞
◆割引額
5,000 円（旅行代金・宿泊料金 10,000 円以上）

3,000 円（旅行代金・宿泊料金

6,000 円以上 10,000 円未満）

※「ふっこう割」適用商品の発売期間は旅行会社、予約サイト、宿泊施設ごとに
異なります。詳しくは専用サイトでご確認ください。
（https://www.fukkouwari-nagano.com/）
※１人当たりの利用回数に制限はありません。
（割引予算限度内のキャンペーン）
※１室１名利用及びビジネス目的の利用は対象外となります。
ふっこう割キャンペーン問い合わせ先：03-5763-5902（長野県ふっこう割事業事務局）
（平日 10 時～17 時

受付）

【冬の宿泊キャンペーン】
長野県に宿泊された方に「銀座ＮＡＧＡＮＯ」セレクトの信州特産品が当たる冬の
宿泊キャンペーンを実施しています！
応募期間：令和元年 12 月 13 日（金）から令和２年２月 26 日（水）まで
応募資格：上記期間中に長野県の宿泊施設で１泊以上宿泊された県外在住の方
※応募方法や特産品の内容など詳細は下記ＵＲＬからご確認ください。
https://www.go-nagano.net/contents/onenagano/
冬の宿泊キャンペーン問い合わせ先：026-234-7165（（一社）長野県観光機構）
（平日８時 30 分～17 時 15 分

受付）

【都内でのイベント開催】
＜魅力発見！全国ご当地マラソンＰＲイベント＞
令和２年１月 10 日（金）～19 日（日）に東京ドームで開催
長野県関係では飯島町の「米俵マラソン大会」
、長野市の「ながのとびっくラン in
わかほ」が出展します。
イベントの詳細は下記ＵＲＬからご覧ください
https://www.tokyo-dome.co.jp/furusato/special/marathon/
＜豊洲市場おいしい土曜マルシェ＞
豊洲市場にて長野県観光情報の提供や被災地応援りんご、おやき、ワインなどの販
売を行います。
日時：令和２年１月 18 日（土）

10 時～15 時

場所：豊洲市場(江東区豊洲６丁目)６街区 屋外スペース
☆--------------------------------------------------------------------------信州で働こう！

即戦力人材マッチングイベント 2020 を開催します

---------------------------------------------------------------------------☆
長野県への移住・転職を希望される方を対象に、県内のキラリと光る優良企業 23 社との

マッチングイベントを開催します。
企業担当者とじっくり話のできる個別面談で、長野県で働くイメージを具体的に描くこ
とができます。
あなたも、雄大な自然に囲まれた健康長寿の長野県で働きませんか！
日時：令和２年２月１日（土）
会場：ビジョンセンター東京

13 時～17 時

八重洲南口６Ｆ

Vision Hall（中央区八重洲２－７－12）

申込：ＦＡＸ、メールまたは特設サイトから
イベントの詳細：下記特設サイトＵＲＬをご覧ください
https://nagano-matching.com/
参加予定企業：マルイチ産商／竹内製作所／エラン／三協精密／
チヨダエレクトリック／小諸村田製作所／コシナ／
長野オートメーション／シナノケンシ／上田日本無線／エグロ／
サンクゼール／新光電気工業／北川製菓／日野製薬／アズビル太信／
ミマキエンジニアリング／アルガオートサービス／協栄電気興業／
ＫＯＡ／ナガノトマト／東洋計器／キッセイコムテック
お問合せ先：長野県プロフェッショナル人材戦略拠点
TEL

026-238-2623

E-Mail

office@nagano-pro.com

☆-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------「NAGANO WINE FES in TOKYO 2020」を帝国ホテルで開催します！
～前売りチケット発売中～
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆
今回で７回目となる「NAGANO WINE FES in TOKYO」
県内約 30 社のワイナリーが一堂に会し、各ワイナリーのフラッグシップとなるワインの
試飲をお楽しみいただけます。
前売りチケットを 12 月７日（土）から販売しています。定員に達した場合、当日券の販
売はありませんので、お早めにお求めください。
この機会に NAGANO WINE の品質の高さや幅広さを味わってみてはいかがでしょうか。
日時：令和２年２月９日（日）16 時～18 時（一般のお客様向け）（受付 15 時 30 分～）
※11 時～14 時の間は事業者様向けの試飲会が行われます。こちらについては、
長野県産業労働部

日本酒・ワイン振興室へお問い合わせ下さい。

（TEL：026-235-7126 FAX：026-235-7197）
会場：帝国ホテル東京

本館中２階「光の間」（東京都千代田区内幸町１－１－１）

チケット販売：5,000 円（当日券 5,500 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）」 など
内容：NAGANO WINE の試飲、抽選会

など

定員：300 名
詳しくは、下記ホームページＵＲＬをご覧ください。
http://www.nagano-wine.jp/event/1404/
☆-----------------------------------------------------------------------学びの県づくりフォーラム Vol.5×地方創生フォーラム in 長野
「一緒に考えてみませんか？これからの地域の暮らしと学び合い」を長野市で開催します
------------------------------------------------------------------------☆
これまで経験したことのない人口減少やテクノロジーの急速な発達など、時代は大きな
転換点を迎えています。地域で心豊かに暮らし続けていくためにどんなことができるのか
考えるフォーラムを、県と（一財）地域活性化センターが共同で開催。
ジャーナリスト池上彰さん（松本市出身）の講演や、地域づくり実践者と池上さん、阿部
知事によるパネルディスカッションが行われます。
地域での暮らしや移住に関心のある方のご参加をお待ちしています。
日時：令和２年１月 25 日（土）
会場：ホテルメルパルク長野

13 時～16 時 30 分（開場 12 時 30 分）

ホール（長野市鶴賀高畑 752-8）

主なプログラム：
第１部

基調講演

「学ぶ喜び」

池上彰さん

第２部

パネルディスカッション「これからの地域の暮らしと学び合い」
池上彰さん
黒岩伸雄さん（NPO 法人ふるさと理事長）
櫻井記子さん（豊殿ふれあいサロン「hinata bocco とよさと」運営委員）
宮下祐介さん（若者コミュニティ Bridge 広報宣伝部長）
阿部守一

長野県知事

参加申込：事前申し込みが必要です（令和２年１月 10 日締切

先着 650 名）

下記ＵＲＬをご覧ください
https://www.jcrd.jp/seminar/forum/
入場料：無料（交流会（17 時～）参加を希望される方は事前申し込みの上、当日
4,000 円をご用意ください。パネリストの黒岩さん、櫻井さん、宮下さんが
参加予定です。）
問い合わせ先：一般財団法人地域活性化センター
情報・広報グループ地域づくり情報課

TEL:03-5202-6138 FAX:03-5202-0755
E-mail:jcrd-forum@jcrd.jp
☆-----------------------------------------------------------------------県内各地のサイクリングコースやイベント情報を発信！
「Japan Alps Cycling プロジェクト」

公式サイトを開設しました

------------------------------------------------------------------------☆
この度、長野県のサイクルツ－リズムを推進する「Japan Alps Cycling プロジェクト」
の公式サイトが開設されました。
三つの日本アルプスを戴き、川沿い、湖畔、山岳と風光明媚かつバラエティに富んだ、長
野県のサイクリングコースやイベントを順次紹介していきます。
下記ＵＲＬをご覧いただき、信州でのサイクリングをお楽しみください。
https://japanalpscycling.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）◇
■ツルヤ

×

銀座ＮＡＧＡＮＯ

コラボフェア

１月 17 日（金）～

信州産素材を使った多彩なオリジナル商品が揃うスーパーマーケットＴＳＵＲＵＹＡの
ラインナップが、再び銀座に登場！
新商品「アップルマンゴーバター」
（150g、379 円（税抜）
）のほか、
「ジャムのお茶（ゆず
茶／はちみつレモン茶）
」
（各 155g、279 円（税抜））、昨年も大人気だったドライフルーツや
ふりかけシリーズなど。
各アイテム数量限定の入荷なので、お早目にご来店ください。
◇イベントスペース（２階）◇
■信州蕎麦Ｗｅｅｋ2019-2020 〔第２弾〕
日替わりで県内各地のお蕎麦が楽しめる「信州蕎麦Ｗｅｅｋ」。第２弾は、以下の５種類
が登場します！
・１月 27 日（月）

タチアカネ蕎麦（青木村）

・１月 28 日（火）

十割粗挽き相木蕎麦（南相木村）

・１月 29 日（水）

下條おろし蕎麦（下條村）

・１月 30 日（木）

富倉蕎麦（飯山市）

・１月 31 日（金）

軽井沢そば（軽井沢町）

詳細（メニュー・料金）およびお申込みは、銀座ＮＡＧＡＮＯのＷｅｂサイトから。
https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2020/01
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/
【１月のイベントカレンダー】https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2020/01
台風 19 号で被災された方々を支援するため、長野県酒造組合では「がんばろう長野」キ
ャンペーンを実施しています。
「がんばろう長野」や「ONE NAGANO」などが描かれた「復興支援首掛けポップ」が付された
お酒をご購入いただくと、購入代金の一部が寄付される仕組み。台風 19 号で被災した県内
酒蔵も少なくない中、「お酒で笑顔になりながら復興支援を」と、酒蔵の皆さんが取り組ん
でいます。
長野の地酒を楽しく呑むことを通じて、長野県を応援してください。
長野県では、引続き義援金を受け付けています。銀座ＮＡＧＡＮＯにも義援金箱を設置し
ていますので、皆様のご支援をお願いいたします。
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【４】信州スポーツ情報（12 月 26 日までの結果）
～皆様の応援をお願いします！～
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≪Ｊ３ＡＣ長野パルセイロ≫
13 勝 10 分 11 敗＜18 チーム中９位＞で今季の全日程を終了
終盤５連勝の勢いで来季の躍進と目指せＪ２昇格！
【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≫
27 節まで終了

０勝４分 30 敗＜12 チーム中 12 位＞

次戦は１月５日（日）

塩釜でヴォスクオーレ仙台と対戦

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

≪信州ブレイブウォリアーズ≫
2019-2020 シーズン

21 勝５敗

＜Ｂ２中地区６チーム中１位＞

次戦は 12 月 28 日(土) ホームでＦイーグルス名古屋と対戦。
【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

２勝 14 敗

＜10 チーム中 10 位＞

次戦は１月 11 日(土) 熊本県立総合体育館で堺ブレイザーズと対戦。
【ＶＣ長野トライデンツ】https://vcnagano.jp/
≪御嶽海（上松町出身）≫
初場所の番付が発表され、御嶽海は西前頭２枚目と３年ぶりの三役陥落…
三役復帰と大関再挑戦のため、初場所での奮起を期待！
≪Ｊ１松本山雅ＦＣ≫
８年間指揮を執った反町康治監督が退任し、布啓一郎監督の就任が決定
Ｊ２で戦う来季、２度目の優勝とＪ１再昇格を目指し健闘を！
【松本山雅ＦＣ】https://www.yamaga-fc.com/
≪ＡＣ長野パルセイロ・レディース≫
2013 年から指揮を執った本田美登里監督が退任し、佐野佑樹監督が就任
１部への復帰に向け活躍を期待！
【ＡＣ長野パルセイロ】https://parceiro.co.jp/
信州通信１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。
----------------------------------------------------------------------------

