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 月刊メールマガジン『日本のふるさと「信州通信」』（長野県東京事務所発） 

 ９月号 ２０１６年８月３１日（水） 

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

 

 信州松本市上高地で開催された第１回「山の日」記念全国大会、リオオリンピック

の感動、連日の酷暑、そしてその後の台風ラッシュと今年の夏はとても印象深いもの

となりましたが、さあ明日からいよいよ９月！信州の“美しく美味しい”秋が始まり

ます！ 

今年の秋、信州ではＧ７サミットを締めくくる「Ｇ７長野県・軽井沢交通大臣会合」

が開催されたり、まだまだ目が離せませんね。実りの秋、スポーツの秋、そして心満

ちる信州の秋。盛りだくさんの旬の情報をどうぞお楽しみください！ 

 

【１】長野県のトピックス －「Ｇ７長野県・軽井沢交通大臣会合」開催！－ 

【２】阿部知事からのメッセージ －子どもの貧困対策「教育県から学習県へ」－ 

【３】信州だより －実り・食欲の秋到来！信州を旅して・食べて・体験しよう！－ 

【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース －今月のおすすめ地酒・ワイン－ 

【５】首都圏で行われるイベント情報 

【６】首都圏で頑張る県職員ご紹介 －Ｖol.４－ 

【７】信州スポーツ情報 

【編集後記】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【１】長野県のトピックス 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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

「Ｇ７長野県・軽井沢交通大臣会合」いよいよ開催！ 

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

９月２３日（金）の歓迎夕食会を皮切りに、９月２４日（土）～２５日（日）に「Ｇ

７長野県・軽井沢交通大臣会合」がいよいよ開催され、世界が抱える交通の課題と未

来についての議論が行われます！ 

同時に、長野県の魅力を世界に発信する絶好の機会ですね。是非ご注目ください！ 

≪開催内容≫ 

日 程：９月２４日（土）～２５日（日） 

※歓迎夕食会を９月２３日（金）に開催 

場 所：長野県北佐久郡軽井沢町 軽井沢プリンスホテル 

議 題：［１］交通インフラ整備と老朽化への対応のための基本的戦略 

［２］自動車及び道路に関する最新技術の開発・普及 



参加予定国：日本、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、英国、米国、ＥＵ 

 

≪Ｇ７長野県・軽井沢交通大臣会合 直前イベント≫ 

話題のしまじろうカー（テスラ）など次世代モビリティが続々集結！間近に迫った

Ｇ７交通大臣会合を盛り上げましょう。 

日 時：９月４日（日）１０時～１６時 

会 場：軽井沢町風越公園アイスパーク 屋外スケートリンク他 

詳細情報はこちらをご覧ください。 

【Ｇ７交通大臣会合長野県推進協議会公式 Web サイト】http://g7kotsu.nagano.jp 

 

～お願い～ 

会合期間前後は厳重な警備が予想され、軽井沢町にお越しの方々や近隣住民の方々

には、ご不便をおかけする可能性もございます。 

会合を円滑に実施するため、できるだけ公共交通機関を利用するなど、流入交通の

抑制にご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

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

長野県東京事務所のホームページをリニューアルしました！ 

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

８月から長野県東京事務所のホームページをリニューアルしました。 

もっと皆様に長野県を知っていただくため、長野県の魅力や首都圏で役立つ情報な

どを盛り込んだ様々なコーナーを新設しました。是非ご利用ください！ 

 注目は「長野県内ふるさと納税情報一覧」。県や県内７７市町村のふるさと納税に関

するサイトが一目でご覧いただけます。どの地域を応援しようか迷っちゃいますね。

是非ご利用ください。 

○新設コーナー 

「長野県の紹介」（長野県ってこんな県） 

「観光・物産・イベント」（長野県の魅力満載情報） 

「首都圏ながの情報」（首都圏にお越しになった時に役立つ情報） 

「移住・職員採用情報」（長野県に住みたい・働きたい方への大切な情報） 

「各種情報」 

○注目コーナー 

 「県・市町村の皆様、こんなときに長野県東京事務所にご相談を！」 

「企業誘致－日本の真ん中信州－」 

「長野県内ふるさと納税情報一覧」 など 

【東京事務所ホームページ】http://www.pref.nagano.lg.jp/tokyojimu/index.html 

 

http://g7kotsu.nagano.jp/
http://www.pref.nagano.lg.jp/tokyojimu/index.html


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】阿部知事からのメッセージ 

 －子どもの貧困対策「教育県から学習県へ」－ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 先日、ＹＡＨＯＯ！ＪＡＰＡＮニュースにおいて、湯浅誠さん（社会活動家・法政

大学教授）による阿部長野県知事へのインタビューが配信されました。 

 一昨年、長野県は都道府県レベルでは初となる「長野県の未来を担う子どもの支援

に関する条例」を制定し、重層的かつ総合的な子ども支援を位置付けるとともに、子

どもを支援する者の支援を盛り込みました。 

昨年度には「子どもの声アンケート」を実施し、その結果も踏まえて「長野県子ど

もの貧困対策推進計画」を策定しました。 

 一人ひとりの県民が中心となって自ら学んでいくことができる環境づくりに取り組

む長野県の意気込みと実践をどうぞご覧ください。 

【「教育県から学習県へ」】 

http://bylines.news.yahoo.co.jp/yuasamakoto/20160729-00060495/ 

【参考】 

長野県の未来を担う子どもの支援に関する条例 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-shien/shienjyourei/shien-jyourei.html 

長野県子どもの貧困対策推進計画 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/hinkon_keikaku.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】信州だより 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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

 実り＆食欲の秋到来！信州を旅して・食べて・体験しよう！ 

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

☆ くだもの狩り・収穫体験 ☆ 

≪信州塩尻 ぶどうまつり２０１６≫ 

 巨峰、ナイアガラ、コンコード、デラウェアなど多品種のぶどう狩りが楽しめます。 

期間：８月下旬～１０月下旬 

会場：塩尻市内各農園 

【信州塩尻 ぶどうまつり２０１６】 

http://www.city.shiojiri.nagano.jp/event/kanko/bodoumatsuri.html 

 

≪山ノ内町 りんご狩り≫ 

 つがる、ジョナ、秋映、シナノスイート、ふじなどのりんご狩りが楽しめます。 

http://bylines.news.yahoo.co.jp/yuasamakoto/20160729-00060495/
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-shien/shienjyourei/shien-jyourei.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/hinkon_keikaku.html
http://www.city.shiojiri.nagano.jp/event/kanko/bodoumatsuri.html


期間：９月中旬～１１月中旬 ９時～１７時 

会場：町内の契約農園 

【りんご狩り（山ノ内町）】 

http://www.info-yamanouchi.net/fruits/item.php?spotid=240 

 

≪安曇野市 「ぶどうジャム作り」＆「もぎ取り」体験≫ 

 「ナガノパープル」などの高価なぶどうを使い、ジャム作りを体験します。 

期間：９月１８日（日） １０時～１３時 

会場：安曇野みさと温泉 ファインビュー室山 

【「ぶどうジャム作り」＆「もぎ取り」体験】 

http://www.azumino-e-tabi.net/modules/xpressme/?page_id=11856 

 

≪松川町 １日ツアー「シードル・りんごワインとりんご狩り」≫ 

 町内６農家オリジナルのシードル・りんごワインとりんご狩りを楽しみませんか？ 

期間：９月２２日（木）～２５日（日）の各１日 10 時 45 分頃～15 時 30 分頃 

会場：町内の各りんご農園 

【「シードル・りんごワインとりんご狩り」】 

http://www.matsukawa-town.jp/cms-sypher/www/common/detail.jsp?id=5731 

 

≪箕輪町 農業体験～秋やさいの収穫と赤そば畑で大収穫祭！～≫ 

 大根や白菜の収穫体験後、地元の旬野菜や特製釜炊きごはんなどを囲んで交流会が

楽しめます。町内の温泉「ながたの湯」もお楽しみいただけます！ 

期間：９月２５日（日） ～１３時００分 

会場：箕輪町長岡地区（集合場所：交流施設ぷらプラ） 

【秋やさいの収穫と赤そば畑で大収穫祭！】 

http://minowa-gt.jp/experience/ 

 

○ 収穫祭や食のイベント ○ 

≪東御ワインフェスタ（東御市）≫ 

 恒例の大人気ワイン祭り。地元産ワインや地ビール、地域食材が大集合します。 

期間：９月３日（土） １２時～１９時 

会場：ＪＡ信州うえだ東御支所広場 

【東御ワインフェスタ】 

https://love-wine.jp/event/nagano/tomi-winefesta/ 

 

≪第２５回 巨峰の王国まつり（東御市）≫ 

 巨峰の直売の他、地元農産物、特産品の販売や各種イベントや抽選会があります。 

http://www.info-yamanouchi.net/fruits/item.php?spotid=240
http://www.azumino-e-tabi.net/modules/xpressme/?page_id=11856
http://www.matsukawa-town.jp/cms-sypher/www/common/detail.jsp?id=5731
http://minowa-gt.jp/experience/
https://love-wine.jp/event/nagano/tomi-winefesta/


期間：９月１７日（土）～１８日（日） ９時～15 時 30 分（最終日は 15 時まで） 

会場：東御中央公園一帯 

【第２５回 巨峰の王国まつり】 

http://www.city.tomi.nagano.jp/kanko_info/event/002043.html 

 

≪栂池パノラマウェイ ツガバル♪（小谷村）≫ 

 栂池雪の広場に Bar がオープン。大自然の中でパーティや女子会はいかが？ 

期間：９月３０日（金）まで 昼の部 11 時 30 分～、夜の部 18 時 30 分～ 

会場：栂池雪の広場 

【栂池パノラマウェイ ツガバル♪】 

http://www.nsd-hakuba.jp/ 

 

≪赤そばの里 赤そば花まつり（箕輪町）≫ 

 4.2ha の広大な敷地に、赤いじゅうたんのように赤そばの花が咲き誇ります。 

期間：９月２４日（土）～２５日（日） ※ 赤そばの里オープンは 9 月 17 日（土） 

会場：箕輪町上古田 赤そばの里 

【赤そばの里 赤そば花まつり】 

http://www.town.minowa.nagano.jp/data/open/cnt/3/492/1/map.pdf 

 

≪信州小諸ふーどまつり（小諸市）≫ 

 例年、買い物や食べ歩き、各種ステージイベントに大勢の人で賑わいます。 

期間：１０月２日（日） １０時～１５時 

会場：小諸駅前相生町通り、藤村プロムナード、ほんまち町屋館 ほか 

【信州小諸ふーどまつり】 

http://www.kcci.komoro.org/ 

 

△ おもしろ体験・ツアー △ 

≪信州須坂 大人の社会見学ツアー≫ 

 普段なかなか入れない公共施設や工場などで非日常的な体験をお楽しみください。 

期間：Ａコース：１０月１日（土） ９時～13 時 30 分 

Ｂコース：１０月６日（木） ９時～14 時 30 分 

会場：須坂市内 

【信州須坂 大人の社会見学ツアー】 

http://www.suzaka-kankokyokai.jp/event/18.html 

http://www.suzaka-kankokyokai.jp/event/46.html 

 

 

http://www.city.tomi.nagano.jp/kanko_info/event/002043.html
http://www.nsd-hakuba.jp/
http://www.town.minowa.nagano.jp/data/open/cnt/3/492/1/map.pdf
http://www.kcci.komoro.org/
http://www.suzaka-kankokyokai.jp/event/18.html
http://www.suzaka-kankokyokai.jp/event/46.html


≪八方うさぎ平 天空牧場（白馬村）≫ 

 標高 1400 のうさぎ平で動物とのふれあい体験や乳製品の手づくり体験です。 

期間：１０月２３日（日）まで毎日開催！ ９時～１６時 

会場：白馬八方尾根 うさぎ平 

【八方うさぎ平 天空牧場】 

http://www.nsd-hakuba.jp/pdf/happo_bokujo.pdf 

 

≪白馬岩岳「おら」のそば打ち道場（白馬村）≫ 

 Ｍｙ箸作りとＭｙ蕎麦打ちを体験し、山々を眺めながら手作り蕎麦をいただきます。 

期 間：９月１７日（土）～１９日（日・祝）、１０月１日（土）～１１月６日（日） 

時 間：１０時～１１時３０分、１１時３０分～１３時、１３時～１４時３０分 

会 場：白馬岩岳 山頂レストラン「カフェレストラン スカイアーク」 

【白馬岩岳「おら」のそば打ち道場】 

http://www.nsd-hakuba.jp/green/iwatake/event.html 

 

≪東信州中山道「宿場でお宝探し」≫ 

 ７つの宿場でお宝（名所）を探し出して、東信州中山道限定「酒桝」を GET しよう！ 

期間：９月１日（木）～１１月６日（日）  

会場：沓掛宿、追分宿、岩村田宿、塩名田宿、望月宿、芦田宿、和田宿 

【東信州中山道「宿場でお宝探し」】http://www.higashi-shinshu-nakasendo.com/ 

 

□ 伝統的なお祭り・フェスティバル □ 

≪穂高神社 御船祭り（安曇野市）≫※長野県無形民俗文化財です。 

 お船の起源は、穂高神社の祭神が安曇族の祖神（おやがみ）の海神であることなど

にあると言われています。船型の山車に穂高人形を飾った大小５艘のお船は、境内を

練り、神前を曳きまわるうちに激しくぶつかり合うクライマックスを迎えます。 

期 間：９月２６日（月）２０時～、 ９月２７日（火）１５時～ 

会 場：穂高神社 

【穂高神社】http://www.hotakajinja.com/ofunematuri.html 

 

≪いいやま花フェスタ～寺町花街道～≫ 

 寺のまち“いいやま”を代表する「雁木通り」において、地元の花の展示や伝統工

芸品体験、和洋菓子の販売、イベントなどが行われます。 

期間：１０月１日（土）１０時～、 １０月２日（日）１５時３０分～  

会場：飯山市街地 愛宕町「雁木通り」 

【いいやま花フェスタ～寺町花街道～】 

http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/machizukuri/machinami/oshirase.htm/

http://www.nsd-hakuba.jp/pdf/happo_bokujo.pdf
http://www.nsd-hakuba.jp/green/iwatake/event.html
http://www.higashi-shinshu-nakasendo.com/
http://www.hotakajinja.com/ofunematuri.html
http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/machizukuri/machinami/oshirase.htm/38206


38206 

 

≪第 61 回 松代藩真田十万石まつり（長野市）≫ 

 最大の見所は、武士や姫様に扮した総勢２５０人余りが町内を練り歩く「真田十万

石行列」。真田宝物館などでは「信州松代真田大博覧会 2016」も開催中です。 

期間：１０月８日（土）～９日（日）  

会場：松代城跡および松代町内 

【第６１回松代藩真田十万石まつり】 

http://matsushiro-fes.com/sanada/ 

 

＊この他、県内のイベント情報をこちらでご覧いただけます。 

【さわやか信州旅．Net】http://www.nagano-tabi.net/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ ショップ（１階）◇ 

～９月のテーマ「実りの秋への序章」～ 

○銀座ＮＡＧＡＮＯオリジナル『信州ドレッシング』９月上旬販売開始決定！ 

味は「信州味噌」「杏子」「とまと」「野沢菜とわさび」「市田柿」の５種類。いずれ

も信州を代表する食材を贅沢に使用した「おいしい信州ふーど（風土）」認定のオリジ

ナル商品です。様々なお料理で、それぞれの個性豊かな味わいをお楽しみください！ 

『信州味噌』 

信州味噌と国産生姜、長野県生まれの「えのき氷」を使用したコクのあるドレ

ッシング。サラダのほか、焼肉などにもお薦めです。 

『杏子』 

長野県千曲市産「あんず」をふんだんに使ったフルーティーな一品。 

カルパッチョやヨーグルトにもよく合います。 

『とまと』 

信州産トマトで作ったピューレを使用し、ハーブとマヨネーズで仕上げたクリ

ーミーな一品。ピザソースやそうめんつゆとしてもお使いください。 

『野沢菜とわさび』 

信州を代表する「野沢菜」と「わさび」に加え、「えのき氷」も使用したまさに

信州を丸ごと詰め込んだドレッシング。パンチの効いた辛味が冷奴や冷しゃぶ

にもぴったり。 

『市田柿』 

南信州の特産「市田柿」を贅沢に使用した、やさしい甘味がするソースタイプ

http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/machizukuri/machinami/oshirase.htm/38206
http://matsushiro-fes.com/sanada/
http://www.nagano-tabi.net/


のドレッシング。白身魚フライやバニラアイスのソースとしてもどうぞ。 

 

 ※「おいしい信州ふーど（風土）」とは、「プレミアム」「オリジナル」「ヘリテイジ」

の３つの基準で厳選した信州産農畜水産物の統一ブランドです。 

 

【今月おすすめ地酒】 

○お待たせしました～！９月９日（金）信州の「ひやおろし」が一斉解禁！ 

３０蔵を越える酒蔵「ひやおろし」が銀座ＮＡＧＡＮＯに大集合します。 

「ひやおろし」とは、冬にしぼられた新酒を貯蔵し、暑い夏が過ぎるまで蔵の中

で冷やして熟成させ、秋の気配が漂い始めた９月頃から販売する季節限定のお酒の

こと。熟成によりお酒の角がとれ、落ち着いた甘味と酸味が特徴です。 

 

  併せて９月１７日（土）には、銀座 NAGANO２階イベントスペースにおいて、「銀

座ＮＡＧＡＮＯひやおろし祭り！」を開催します。銀座 NAGANO で扱うひやおろし

全てを試飲でき、気に入ったお酒はその場でご購入いただけます。（数量限定） 

  詳しくは、https://www.ginza-nagano.jp/event/11807.html をご覧ください。 

 

【今月のおすすめワイン】 

○ヴィラデストワイナリー 

「ヴィニュロンズリザーブ シャルドネ 2015」 5,140 円（税込み） 

 「プリマベーラ シャルドネ 2015」 3,090 円（税込み）  

今年５月に開催された伊勢志摩サミットのワーキングディナーで供され、その後完

売となっていた「ヴィニュロンズリザーブ シャルドネ」。いよいよ新ヴィンテージで

のリリースです。また同時に、バランスがよく食事に合わせやすい「プリマベーラ シ

ャルドネ」も発売開始します。 

この機会に、日本が誇るＮＡＧＡＮＯワインの実力をご自身の五感でお楽しみくだ

さい。 

 

◇ イベントスペース（２階）◇ 

○９月１２日（月）は、「ＧＩＮＺＡ ｄｅ マルシェ」！ 

 ６月～９月まで“毎月第２月曜日”は、信州の生産者がつくるこだわりの超！新鮮

野菜や果物を、銀座ＮＡＧＡＮＯの２階で販売します。 

マルシェ最終月となる９月の目玉は「ぶどう」。他県の追随を許さない光輝く「シ

ャインマスカット」「ナガノパープル」が登場します。どちらも皮ごと「パリッ」と

食べられるみずみずしい食感と、爽やかな甘味がやみつきになること間違いなし。 

どうぞお見逃しなく！ 

 

https://www.ginza-nagano.jp/event/11807.html


○「The Flat Head から世界に発信」現代アーティスト小松美羽さん登場！ 

 ９月１８日（日）１１時～１３時３０分【無料・予約制】 

 Made in NAGANO にこだわる長野発のアメカジブランド「The Flat Head」の小林昌

良社長を招き、ものづくりへのこだわりについてお話しいただきます。 

  同社がこの度特別に制作する記念のＴシャツは、９月２４日～２５日に軽井沢で

開催される「長野県・軽井沢Ｇ７交通大臣会合」において、各国から訪れる交通・

運輸大臣や来賓の方々にお贈りする長野県を代表するお土産として選ばれました。 

当日は、この記念Ｔシャツをデザインした坂城町出身の現代アーティスト、小松

美羽さんも来場される予定です。 

 

イベントの予約は、銀座ＮＡＧＡＮＯの Web サイトで受付中。 

 この他にも、日替わりで信州を体感できる楽しいイベントを開催しておりますので、

是非お立ち寄りください。 

【銀座ＮＡＧＡＮＯ】http://www.ginza-nagano.jp/ 
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【５】首都圏で行われるイベント情報 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 首都圏で信州の魅力をお伝えするイベントが開催されます。是非お出かけください。 

 

≪第２回八ヶ岳南麓フェア≫ 

 八ヶ岳南麓の３市町村（富士見町・原村［長野県］、北杜市［山梨県］）で「八ヶ岳

観光圏」エリアの魅力をお届けする“第２回八ヶ岳南麓フェア”を開催します。 

 それぞれの市町村の観光ＰＲのほか、 

・“富士見町特産の赤いルバーブ商品”や“手作りプレミアムチーズ”等の特産品販売 

・八ヶ岳天空大使「伸太郎」のライブ 

・七年に一度開催される「御柱祭」のご神木で、御柱の焼印などが入ったオリジナル

の木札が作れちゃう体験コーナー  

など盛りだくさんのイベントをご用意しています！  

「アルクマ」をはじめ、ゆるキャラ達も大集合！ 

アンケートにお答えいただくとガラポン抽選会で素敵な商品のプレゼントもあり

ますよ。皆様お誘い合わせのうえ、是非お越しください！ 

日時：９月２日（金）１０時～１８時（特産品販売は２１時まで） 

９月３日（土）１０時～１８時 

 場所：多摩市 グリナード永山２Ｆ（正面入口広場・つばさ広場） 

【第２回八ヶ岳南麓フェア】 

http://www.town.fujimi.lg.jp/life/1/ 

 

http://www.ginza-nagano.jp/
http://www.town.fujimi.lg.jp/life/1/


≪信州なかのフェアｉｎ横浜≫ 

長野県中野市の魅力をたっぷりお伝えする「信州なかのフェアｉｎ横浜」を今年も

開催します。 

豊かな北信州の自然の映像や観光ＰＲのほか、 

・“中野市生まれ”で信州リンゴ３兄弟の一つでもある「秋映」など自慢の個性たっぷ

り！こだわりリンゴなどの紹介と販売 

・日本一の生産量を誇り食感・香りが抜群のエノキタケをはじめとする高品質のキノ

コや農産加工品などの作り手自らによる紹介と販売 

・信州の日本酒文化を発信する「サケフェチ」による地酒と地元料理の提供 

・伝統文化の「土びな」の絵付けやＶＲ（ヴァーチャルリアリティ）体験コーナー 

など盛りだくさんの企画をご用意しています！ 

先着３００名様にはきのこをプレゼント！お急ぎくださいね。 

日時：９月２９日（木） １１時から１５時 

場所：横浜産貿ホール マリネリア 

※入場料無料、物産販売、試食あり 

【信州なかのフェア】http://www.city.nakano.nagano.jp/urenou/2016082900037/ 
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【６】首都圏で頑張る県職員ご紹介 Ｖol.４ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ６・７月号で首都圏の省庁や民間企業に勤務する県職員２５名のプロフィールをご

紹介させていただきました。前月号からは各職員が携わっている仕事の内容や自己Ｐ

Ｒをご紹介しています。首都圏で勤務する各職員の意気込みや思いをご覧ください。 

 

【渡辺 寛子：総務省】 

今年４月から総務省自治行政局行政課に派遣になり、国地方係争処理委員会の事務

局や大都市制度に関する調査等の業務を行っています。担当業務を通じて、立場が違

えば視点も違うということを実感し、様々な考え方に触れる良い機会をいただけたな

と思っています。 

１年間しっかりと学び、有意義な研修生活にできるようがんばります。 

 

【中島 智章：環境省】 

昨年４月から水・大気環境局水環境課に勤務しています。新しい仲間にも恵まれ、

地方自治体とは違った視点から水環境行政に携わることができ、貴重な経験をさせて

いただいています。信州の山々からは遠ざかってしまいましたが、この機会にお江戸

の文化を吸収すべく、様々な場に積極的に足を運びたいと思っています。 

 

http://www.city.nakano.nagano.jp/urenou/2016082900037/


【山口  剛：横浜市】 

今年４月から横浜市都市整備局都市デザイン室にお世話になっています。 

大都市ですが東京とは異なる情緒を有したお洒落な横浜市で、ヨコハマ愛に溢れた

職員のレベルの高さに圧倒されながら、日々様々な経験をさせていただいております。 

多くの方々と交流し、先進的な取り組みを学んで視野を広げていきたいと思っていま

す。 

 

【滝澤 正崇：三井物産株式会社】 

農薬を輸入し、国内農薬メーカーに販売する業務を担当しています。 

英語や中国語などが飛び交う環境の中、農薬試験を目的に各地の農業試験場を訪問

したり、アメリカに出張して現地営業マンや農家から販売拡大に繋がる情報を集めた

りもしています。 

引き続き多くの貴重な経験、交流を通じ、視野を広げていきたいと思います。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【７】信州スポーツ情報 
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------------------------------------------------------------ 

 リオデジャネイロオリンピックで長野ゆかりの選手が大活躍！ 

３名の選手が銅メダルに輝く！！ 

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

感動と興奮の中、２１日に閉幕したリオデジャネイロオリンピックでは長野県ゆか

りの選手が皆大活躍。３名の選手は銅メダルに輝きました！ 

出場された皆さん、お疲れ様でした。そして、感動をありがとうございました。 

 

＜銅メダリストの皆さん＞ 

荒井 広宙 選手（競技：陸上、種目：５０ｋｍ競歩）         

箱山 愛香 選手（競技：水泳・シンクロナイズドスイミング） 

奥原 希望 選手（競技：バドミントン・女子シングルス） 

 

＜出場選手の競技結果＞ 

○陸上 

藤沢  勇 選手（種目：２０ｋｍ競歩、競技結果：２１位） 

川元  奨 選手（種目：８００ｍ、競技結果：予選５組４位） 

大迫  傑 選手（種目：１万ｍ・５千ｍ、競技結果：１万ｍ １７位 

・５千ｍ ２８位（予選２組１６位）） 

○バレーボール 



田代 佳奈美 選手（競技結果：ベスト８） 

○馬術・総合馬術個人 

大岩 義明 選手（競技結果：２０位） 

○カヌー・スラロームカヤックシングル 

矢澤 一輝 選手（競技結果：準決勝１１位） 

矢澤 亜季 選手（競技結果：予選２０位） 

 

【リオオリンピック競技結果】 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/sports-ka/rio2016.html 

 

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

 長野県ゆかりの選手がリオデジャネイロパラリンピックに出場します！ 

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

９月７日（水）～１８日（日）に開催されるリオデジャネイロパラリンピックに、

長野県ゆかりの選手３名が出場されます。好成績を期待して、皆さんの応援をお願い

します！ガンバレ長野！！ 

 

○陸上 

樋口 政幸 選手（種目：車いす（Ｔ５４）８００ｍ、１５００ｍ、５０００ｍ 

所属：プ－マジャパン、出身等：安曇野市在住（新潟県出身）） 

堀越 信司 選手（種目：視覚障がいフルマラソン、所属：ＮＴＴ西日本、 

出身：長野市） 

○車椅子バスケットボール 

藤澤  潔 選手（所属：株式会社ソーゴー、出身：長野市豊野町） 

【リオパラリンピック出場選手】 

http://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/sports/navi/riopara20

16.html 

 

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

 夏の甲子園 惜しかった～！奮戦、“佐久長聖高校” 

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

８月７日（日）から４９校が参加して開催された第９８回全国高校野球選手権大会。

長野県代表として出場した「佐久長聖高校」は、開会式直後の第１試合で「鳴門高校

（徳島県）」と対戦しました。序盤に３点を失ったものの、７回表には２点目を奪い１

点差に詰め寄りましたが、惜しくも逆転勝利はならず２対３で２回戦進出はできませ

んでした。（対戦相手の鳴門高校は、ベスト８まで勝ち進みました） 

この夏、熱い感動を届けてくれた選手の皆さんにエールを送りましょう！ 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/sports-ka/rio2016.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/sports/navi/riopara2016.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/sports/navi/riopara2016.html


 

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

 先月の信州スポーツ情報（結果） 

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

≪行け行け！Ｊ２松本山雅ＦＣ≫ 

 第３０節まで終了 １６勝９分５敗 ＜２２チーム中２位＞ 

 チームの状態は好調で、２５節（７月２４日）から６戦負けなしで順位は現在２位

をキープしています。Ｊ１昇格に向けて今後の試合にますます期待が膨らみます！  

［第９６回天皇杯全日本サッカー選手権大会 情報］ 

１回戦（８月２８日） 松本山雅（Ｊ２）６－０徳山大学（山口県代表） 

＊２回戦は９月３日にＨｏｎｄａＦＣ（静岡県代表）との対戦です。 

皆さん応援をお願いします。 

【松本山雅ＦＣ】http://www.yamaga-fc.com/ 

 

≪頑張れ！Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ≫ 

 第２０節まで終了 ９勝６分５敗 ＜１６チーム中５位＞ 

 ７日の藤枝ＭＹＦＣとの対戦では、先制点を決める好調な滑り出しでしたが、後半

はペースダウンし惜しくも２－３の逆転負けでした。次回はホームで９月１１日（日）

にガンバ大阪Ｕ―２３との対戦です。皆さんの熱い応援をお願いします。 

［第９６回天皇杯全日本サッカー選手権大会 情報］ 

１回戦（８月２７日） ＡＣ長野（長野県代表）５－０北陸大学（石川県代表）  

＊２回戦は９月３日に名古屋グランパス（Ｊ１）との対戦です。 

【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/ 

 

≪ここから踏ん張れ！なでしこ１部 ＡＣ長野パルセイロ・レディース≫ 

なでしこリーグカップ１部 予選リーグＢグループ第１０節まで終了  

４勝１分３敗＜５チーム中３位＞ 

 カップ戦予選リーグの最終戦は浦和との対戦で２－２の引き分け。２位を争ってい

た浦和と勝ち点では同順位だったものの、惜しくも得失点で２点及ばず３位でカップ

戦を終了しました。 

９月１０日からリーグ戦が再開します。現在２位のリーグ戦では、今後の力闘に期

待するところです。 

【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/ 

 

≪まだまだ行けるぞ！信濃グランセローズ≫ 

後期３６試合中３０試合終了 １１勝３分１６敗＜西地区４チーム中３位＞ 

 ８月に入り巨人３軍との２連戦は９得点を挙げての２連勝と好調な滑り出しだった

http://parceiro.co.jp/
http://parceiro.co.jp/


ものの、その後は、わずか１点差で敗れる試合が続くなど順位は３位と苦戦中です。 

残すところ６試合、首位奪回を目指して奮闘を期待するところです。 

【信濃グランセローズ】http://www.grandserows.co.jp/ 
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【編集後記】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 この夏は、熱戦が繰り広げられた「夏の甲子園」や「リオオリンピック」で大変盛

り上がりましたね。私もオリンピック選手の皆さんを応援し続け、ちょっと寝不足気

味の日々が続いてしまいました。９月７日から始まるパラリンピックにも長野県から

３名の選手が出場します。寝不足覚悟でまた応援するつもりです。みんなで「限界を

越えるスポーツ」パラリンピックを応援しましょう！ 

 信州では９月に入り実りの秋を迎えます。“りんごやぶどう”など旬の果物が美味し

い季節がやってきました！是非信州で一足早い秋の訪れを感じながら、秋の味覚をお

楽しみください！ 

 

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

▽△▽ イベント満載！今年の信州 ▽△▽ 

☆プレ信州デスティネーションキャンペーン（７月～） 

☆Ｇ７長野県・軽井沢交通大臣会合（９月） 

☆第７２回国民体育大会冬季大会（１月） 

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

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

★ しあわせ信州創造プラン ～ 長野県総合５か年計画 ～ 推進中です！ 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/shisaku/5kanen/shiawase.html 

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

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

★ 信州ブランド戦略「キャッチフレーズ・ロゴマーク」を御活用ください。 

http://www.pref.nagano.lg.jp/brand/sangyo/brand/shinshu/logo-02.html 

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

http://www.grandserows.co.jp/

