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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） 

 １月号 ２０１６年１２月２８日（水） 

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

 2016 年も残すところわずかとなりましたが、皆様にとってこの１年はいかがでした

でしょうか。 

 信州のこの１年は、１月に NHK 大河ドラマ「真田丸」がスタートし、真田家ゆかり

の地“上田・松代”を中心に信州が大きな注目を集め、「諏訪大社御柱祭（４月）」「第

６７回全国植樹祭（６月）」「第１回「山の日」記念全国大会（８月）」「Ｇ７交通大臣

会合（９月）」と大きなイベントも続き大いに県内が沸いた１年となりました。 

 来たる 2017 年も目が離せませんよ！「真田丸」に続く NHK 大河ドラマ「おんな城主 

直虎」は、なんと“高森町”がゆかりの地なんです。ドラマ開始が楽しみですね。 

 さあ１月には、冬の国体「ながの銀嶺国体」が９年振りに長野県で開催されます。

この他各地で新年を祝い１年の無病息災などを願う伝統行事や一足早く春を感じるイ

ベントなどが開催されますので、どうぞお楽しみください！ 

 

【１】長野県のトピックス －「ながの銀嶺国体」開催！－ 

【２】首都圏で行われるイベント情報 

【３】信州だより  

【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース －今月のおすすめ地酒・ワイン－ 

【５】首都圏で頑張る県職員ご紹介 －Ｖol.８－ 

【６】信州スポーツ情報 

【編集後記】 
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【１】長野県のトピックス 
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----------------------------------------------------- 

「ながの銀嶺国体」いよいよ開催！ 

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

１月２７日（金）から「ながの銀嶺国体」がいよいよ始まります！ 

平成２０年に開催した「長野かがやき国体」以来９年ぶりの開催です。 

スケート競技会・アイスホッケー競技会は、１月２７日（金）から３１日（火）の

５日間、スキー競技会は２月１４日（火）から１７日（金）の４日間にわたり、１９

９８年の長野オリンピック・パラリンピックで使用した会場を中心に熱戦が繰り広げ

られます。 

本県選手団のスケート競技は、昨年度１１年振りとなる男女総合優勝を果たしてお

り、今大会では連覇がかかります。また、スキー競技は、昨年度２９年振りとなる女



子総合連覇を達成し、今回は３連覇がかかります。男女総合では２年ぶりの優勝を狙

います。 

全ての競技が観戦無料で、事前申込みなどの手続きも不要です。多くの皆様のご来

場とご声援をお待ちしています！ 

【ながの銀嶺国体】 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/sports-ka/72kai_toukikokutai.html 

 

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

来年の大河も信州に注目！ 

ＮＨＫ大河ドラマ「おんな城主 直虎」放送スタート！ 

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

「真田丸」に引き続き、来年も信州の“熱い”一年が始まります！ 

平成２９年１月８日（日）から放送が始まるＮＨＫ大河ドラマ「おんな城主 直虎」。 

実は、主人公「直虎」の“いいなずけ「直親」” （幼名「亀之丞」）は、９歳から

２０歳まで長野県の高森町にある“松源寺”で過ごしました。 

高森町は干し柿の高級ブランド「市田柿」発祥の地として知られていますが、来年

は「直虎ゆかりの地」としてもスポットライトを浴びそうですよ！ 

是非、大河ドラマの世界を楽しみながら、ゆかりの地“信州”へお出かけください。 

※ドラマの詳細は下記サイトまで。 

【おんな城主 直虎】http://www.nhk.or.jp/naotora/ 

 

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

「ライフスタイルデザイン国際会議」まもなく開催！ 

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

“しあわせ”をブランド戦略のコンセプトに掲げる長野県がこれからのライフスタ

イルを世界の皆さんと考える国際会議を開催しちゃいます！ 

 テーマは「人生１００年時代への新しい生き方～from NAGANO」です。 

 信州人が築いてきた何気なく、そして素敵なライフスタイルの中にこれからの社会

が抱える課題への答えを見つけだせるかもしれませんね。 

 詳細は年明け早々にお知らせする予定です。ご期待くださいね！ 

日時：２月５日(日)１３時～１７時００分 

会場：メルパルクＮＡＧＡＮＯ ※入場無料 

内容：・パネルディスカッション（２部構成） 

・基調講演 ほか 

※詳細は今後、楽園信州ＨＰ（http://www.rakuen-shinsyu.jp/）等でお知らせする予

定です。 

 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/sports-ka/72kai_toukikokutai.html
http://www.nhk.or.jp/naotora/


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

 国の施策及び予算に対する提案・要望 

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

 １１月１５日（月）及び１２月５日（月）に、阿部知事から関係省庁などに平成２

９年度の国の施策並びに予算に対する提案・要望活動を実施しました。 

 １２月５日には、財務省及び内閣府、また政府与党、県関係国会議員に対し、以下

のとおり予算の確保及び地方創生の推進に向けた協力を要請しました。 

関係者の皆様方には引き続き格段の御理解と御支援をお願いいたします。 

［提案・要望項目］ 

１ 交通ネットワークの充実 

２ リニア中央新幹線に関連する基盤整備に対する支援 

３ 持続可能な個性あふれるまちづくりの推進 

４ 「個性と活力のある豊かな農業・農村の実現」に向けた農業農村整備事業の着実

な推進 

５ 循環型社会形成推進交付金の予算確保 

６ 国立公園等の公園施設の整備推進 

７ 地方財源の確保と地方創生の推進 

８ 地方財源の確保と地方創生の推進等 

９ 社会資本の整備等に必要な公共事業予算の確保 

10 火山防災対策の強化 

【国の施策並びに予算に対する提案・要望（平成 28 年 11 月、12 月）】 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/soshiki/yosan/kuniyobo/index.html 
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【２】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。 

 

◆ 海の「石川」・山の「長野」合同移住フェア ◆ 

 “海暮らし”＆“山暮らし”の良さが一度で分かるオトクなイベント。 

各地域のブースで移住のご相談を受け付けるほか、先輩移住者のトークショーもあ

ります。田舎暮らしを検討されている方のご参加をお待ちしています。 

日時：１月２８日(土)１１時～１７時 

会場：東京交通会館３階グリーンルーム 

内容：・農業や子育てについて～先輩移住者のトークショー～ 

   ・県内８市町村・団体ブースでの個別相談 

※詳細は、下記サイトをご覧ください。 

【海の「石川」・山の「長野」合同移住フェア】 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/soshiki/yosan/kuniyobo/index.html


http://www.rakuen-shinsyu.jp/event/14510 

 

◆ 春の関東甲信静観光展 ◆ 

関東ブロック物産観光連絡協議会の７県（群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、山梨

県、長野県、静岡県）が、春に向けての観光イベントや各地の見どころをＰＲする「春

の関東甲信静観光展」を開催します。 

各県のブースでは特産品の販売や観光パンフの配布、観光ＰＲステージでは抽選

会・クイズ大会などの楽しいイベントが盛りだくさんです。各県のご当地キャラクタ

ーも登場しますので、是非お出かけくださいね！ 

開催日：１月２８日（土）１１時～１９時  

※当日は１６時から長野県の観光ＰＲステージがあります。ご注目ください！ 

会  場：池袋メトロポリタンプラザビル１階自由通路（ＪＲ池袋駅直結） 

入場料：無料 

内 容：・各県ブースでの特産品販売（信州産のりんごや市田柿など） 

    ・観光パネル・ポスターの展示 

    ・観光マップ・パンフレットの配布 

    ・観光ＰＲステージイベント  など 

 

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

アルクマファン注目～！ 

首都圏でも会えちゃいます。“アルクマ”出没情報！ 

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

 首都圏でも“アルクマ”に会えるチャンスがあるんです！ 

 全国各地の皆さんに信州の魅力をお伝えしたくて、時々東京にもお出かけしてるん

です。 

 今月のお出かけ先はこちらです。是非遊びに来てくださいね！ 

○お出かけ先 

１月２８日（土）  春の関東甲信静観光展 

（池袋メトロポリタンプラザビル１階自由通路） 

【みんなのまちへ！アルクマキャラバン】 

http://www.arukuma.jp/caravan/index.php#arukuma 
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【３】信州だより 
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------------------------------------------------------------ 

第２回 泊まろう・トゥモロードライブキャンペーン開催！ 

http://www.rakuen-shinsyu.jp/event/14510
http%3a%2f%2farukuma%2ejp%2fcaravan%2findex%2ephp%23arukuma


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

長野県のスキー場で滑って、泊まって、県内の高速道路のＳＡＰＡを利用すると素

敵なプレゼントが当たるキャンペーンが始まりました！ 

大好評だった昨シーズンに引き続き今年も開催しますよ。 

開催期間中に使用した長野県内の①スキー場リフト券、②宿泊施設領収書、③高速

道路ＳＡ・ＰＡのハイウェイスタンプの３つを集めた方に、抽選でグリーンシーズン

に使える県内の宿泊補助券や来シーズンのスキー場ペアリフト券、県内特産品など素

敵な賞品をプレゼント！  

長野県に滑りに来るといいことありますよね。是非、ご家族やお友だちと長野県の

スキー場へ！ 

期間：１２月２６日（月）～３月３１日（金） 

※詳細や申し込みについては下記サイトまで。 

【泊まろう・トゥモロードライブキャンペーン】https://www.snowlove.net/ 

 

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

 信州の冬をまるごと楽しむ！歴史・体験・発見・美味の旅！ 

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

○ 伝統行事 ○ 

≪第２６回 国宝松本城新春祝賀式（松本市）≫ 

 新年を祝う正月の恒例行事。国宝松本城古城太鼓の打初めと共に、黒門の大戸が開

かれます。 

庭園内では、家紋入りピンバッチの無料配布、甘酒や常設売店の初売り、羽根つき・

コマ回し大会、昔懐かしい凧、羽子板などが当たるお楽しみ抽選会など楽しいイベン

ト盛りだくさんです。 

新年を祝い、新春の松本城をお楽しみください。 

日 時：１月３日（火）１０時～１５時 

会 場：国宝松本城本丸庭園 

入場料：本丸庭園のみ無料 ※天守閣への入場は有料です。 

【第２６回 国宝松本城新春祝賀式】 

http://www.matsumoto-castle.jp/event/winter 

 

≪三九郎（安曇野市）≫ 

 毎年、安曇野の各地区では正月飾りを燃やして、その年の五穀豊穣・無病息災を願

う恒例行事「三九郎」（通称「どんど焼き」）が行われています。 

しめ縄・角松などの正月飾りで飾りあげた高さ４ｍにもなるやぐらは“子供の三九

郎”と呼ばれ、その隣にはなんと高さ９メートルにもなる“大人の三九郎”が並びま

す。夕方日が山の端に傾いた頃、このやぐらに火が放たれると、寒空に高らかに燃え

https://www.snowlove.net/
http://www.matsumoto-castle.jp/event/winter


上がり大きな歓声が上がります。 

 日々の健康と幸せを願う伝統行事を是非ご覧ください。 

日 時：１月７日（土）１６時～ 

会 場：穂高川の河川敷 

問合せ先：一般社団法人安曇野市観光協会（0263-82-3133） 

 

≪早稲田人形神送り（阿南町）≫ 

 集落に入ってくる疫病などを浄瑠璃の人形芝居で用いる人形に背負わせ、集落の外

まで運んでもらい１年間の無病息災と安全を願う正月の儀式です。幣束を持った人形

を先頭に幾体もの人形が行列を組んで神社から神送場に向かい、空に弓矢や火縄銃（現

在は花火）を射た後、一同は後ろを振り返ることなく神社に戻ります。その後早稲田

公園で盛大などんど焼きが行われます。 

年初に１発の号砲で諸難を断ち切った後に、焼いたいろいろなお餅を御馳走になりな

がら地元の人々と交流できるのも、この行事の楽しみの一つです。 

日 時：１月８日（日）９時頃～１２時 

会 場：早稲田神社、早稲田公園（阿南町） 

【早稲田人形神送り】 

http://www.town.anan.nagano.jp/event/matsuri/event001104.html 

 

≪野沢温泉 道祖神祭り（野沢温泉村）≫ 

 国指定重要無形文化財に指定され、日本の三大火祭りのひとつに数えられる日本有

数の火祭りです。 

 山から切り出した高さ２０ｍものブナを御神木とした社殿に、火をつけようとする

村民と守ろうとする厄年男達側の白熱した攻防戦が雪深い野沢温泉の夜に延々と繰り

広げられます。そしてクライマックスでは社殿に入った火が冬の夜空を焼けこがすよ

う燃え上がります。圧倒的な迫力で繰り広げられる天下の奇祭ともいわれるこのお祭

りを是非ご覧ください。 

日時：１月１３日（金）～１５日（日） 

会場：野沢温泉村 馬場の原 

内容：［１３日］御神木里曳き 

   ［１４日］社殿組み合立て 

   ［１５日］火祭り（１９時頃～２３時頃） 

【道祖神祭り】http://www.nozawakanko.jp/spot/dousozin.php 

 

≪平成２９年 松本あめ市（松本市）≫ 

戦国時代、今川氏直に太平洋側からの塩の供給を断られ困っていた武田信玄に、当

時、川中島の戦いなどで争いを続けていた敵将の上杉謙信が越後から塩を送ったこと

http://www.town.anan.nagano.jp/event/matsuri/event001104.html
http://www.nozawakanko.jp/spot/dousozin.php


に由来したもので、塩が松本に到着した日を記念し始まったものです。古くは、塩市

だったものが、今日では飴市となりました。   

中心市街地では、初春抽選会や獅子舞等のイベント、福あめ・福だるまなどの露天

が出るほか、本町で８日におこなわれる塩取合戦（綱引き）は、必見です！ 

日時：１月７日（土）～８日（日）１０時～１６時頃 

会場：松本市中心市街地 

内容：【７・８日】 

   ・全国あめ博覧会・即売会：10 時～ 

   ・福だるま売り 

   ・松本城大手門枡形跡広場物産市：10 時～ 

  【８日のみ】 

   ・松本あめ市時代行列：11 時 30 分～ 

   ・塩取り合戦（綱引き）：13 時～14 時 など 

【松本あめ市】 

http://youkoso.city.matsumoto.nagano.jp/events/2017010708-%E5%B9%B3%E6%88%90

29%E5%B9%B4%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E3%81%82%E3%82%81%E5%B8%82 

 

≪豊科あめ市の「福俵曳き」（安曇野市）≫ 

 明治２０年頃から行われている伝統行事で、平成２１年には安曇野市無形民俗文化

財に指定されています。 

 道祖神に祭って建てた独特の形の御柱に飾り付けられた「福俵」（縁起物の米俵です。）

を若衆が町内を曳きまわし、五穀豊穣や商売繁盛を祈って前年に祝い事のあった家や

店に納める行事です。 

日時：１月１５日（日）８時３０分～１２時頃 

会場：安曇野市豊科 新田地区、成相地区 

【豊科あめ市の「福俵曳き」】 

http://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=0000

001782 

 

≪信濃国分寺八日堂縁日（上田市）≫ 

 天平１３年（７４１年）聖武天皇の勅願により建立された国分寺で、約１２５０年

の歴史があります。 

毎年１月７日と８日に行われる信濃国分寺（八日堂）の縁日では、だるま市や露店

が立ち並び、大勢の参拝客で賑わいます。厄除け開運のお守り「蘇民将来符（そみん

しょうらいふ）」の販売もされますので、是非お出かけください。 

日 程：１月７日（土）～８日（日） 

会 場：信濃国分寺 

【信濃国分寺八日堂縁日】http://www.city.ueda.nagano.jp/kanko/event/064.html 

http://youkoso.city.matsumoto.nagano.jp/events/2017010708-%E5%B9%B3%E6%88%9029%E5%B9%B4%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E3%81%82%E3%82%81%E5%B8%82
http://youkoso.city.matsumoto.nagano.jp/events/2017010708-%E5%B9%B3%E6%88%9029%E5%B9%B4%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E3%81%82%E3%82%81%E5%B8%82
http://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=0000001782
http://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=0000001782
http://www.city.ueda.nagano.jp/kanko/event/064.html


 

≪小布施の安市（小布施町）≫ 

 長野県下三大市のひとつに数えられる、古くからの伝統行事です。 

メイン会場となる皇大神社には、五穀豊穣、商売繁盛を願い、だるまや縁起物を買

い求める大勢のお客さまで毎年賑わいます。だるまのお焚き上げやお練り・稚児行列

など楽しいイベントや屋台も盛りだくさんですので、是非皆様おそろいでお出かけく

ださい。 

日時：１月１４日（土）～１５日（日）１０時～ 

会場：皇大神社境内及び周辺沿道、町内 

内容：【１４日・１５日】 

だるま・縁起物販売、安市楽座（特産市等）：10 時～ 

  【１４日】 

   地鎮祭：10 時 30 分～、だるまのお焚き上げ：18 時 30 分～ 

  【１５日】 

   お練り・稚児行列：13 時 30 分～、千駄焚き護摩行：14 時 15 分～ など 

問合せ先：小布施町商工会（026-247-2028） 

 

≪新野の雪祭り（阿南町）≫ 

 雪を稲穂の花に見立て、豊年を願う祭りです。田楽、舞楽、神楽、猿楽、田遊びな

どの日本の芸能絵巻が冬の夜空を徹して繰り広げられます。 

能や狂言などの原点を残す伝統芸能とも言われ、古代芸能を研究する方々からも注

目されるお祭りは必見です！ 

日 時：１月１４日（土）１６時頃～翌朝 

会 場：新野 伊豆神社（阿南町） 

【新野の雪祭り】 

http://www.town.anan.nagano.jp/kanko/cat177/000364.html 

 

△ スノーシューツアー △ 

≪志賀高原スノーシューハイキング（山ノ内町）≫ 

 数々のハイキングコースが整備されている志賀高原で、専門知識を持った地元ガイ

ドが志賀高原の魅力をご案内するスノーシューツアーです。 

白銀の雪原の世界巡り。大自然との一体感を満喫してみませんか！ 

日 程：１月７日（土）～３月２６日（日） 

会 場：志賀高原 

料 金：４，５００円～ ※スノーシュー＆ポールレンタル料込 

    ※防寒具・ザック・飲み物・スノーシューズをご持参ください。 

内 容：○コース（全５コース：旭山、長池、東館山頂、横手山、焼額山） 

http://www.town.anan.nagano.jp/kanko/cat177/000364.html


     ※詳細はＨＰをご覧ください。 

    ○プライベートガイド（2 時間 10,000 円、5 時間 18,000 円） 

要事前申込：希望日前日の１６時締切 

【志賀高原スノーシューハイキング】 

http://shizenhogo-center.shigakogen.gr.jp/guidetour.html  

 

≪地元プロガイドと行く駒ヶ根高原スノーシューガイドツアー（駒ヶ根市）≫ 

 毎週日曜日は南信州駒ヶ根でスノーシュー体験！バージンスノーの銀世界が広がる

“駒ヶ根高原の野山”を散策してみませんか？ 

ツアーには地元の自然を知り尽くした「南信州山岳ガイド協会」のプロガイドが同

行しますので、初心者でも安心！ツアーの締めはあったか温泉で疲れも癒せますよ！ 

全ての音が吸い込まれるような静寂した高原の森の中で、普段なかなか出会えない

樹木の白銀の輝き。動物の足跡、鳥のさえずりなど、大自然を満喫しましょう！ 

日 程：１月２２日（日）～３月１２日（日）の毎週日曜日 ９時～１３時頃 

会 場：駒ケ根高原 家族旅行村（集合） 

参加費：３，５００円 

※スノーシューレンタル代（スノーシュー・ストック）・ガイド料・保険代・ 

こぶしの湯入浴料込 

内 容：コース 駒ヶ根高原（予定） 

定 員：各日１２名（先着順） 

要事前申込：開催日の１週間前締切 

【地元プロガイドと行く駒ヶ根高原スノーシューガイドツアー】 

http://www.kankou-komagane.com/news/index2.php?id=709 

 

☆ 氷の祭典 ☆ 

≪国宝松本城氷彫フェスティバル 2017（松本市）≫ 

 毎年大勢のお客様をお迎えし今年で３１回目！全国からの参加者が夜を徹して氷の

彫刻を制作し腕を競ってきました「全国氷彫コンクール」は、今年度でなんと最後回

なんです。 

氷のジャンボ滑り台やキャラクターショーなどのステージイベントも盛り沢山！ 

 ２０日（金）１６時からは、松本市内外のご当地食材を使用した「鍋」や「汁」が

楽しめる“信州・松本鍋まつり”を同時開催しますよ。皆様のお越しをお待ちしてい

ます。 

日 程：１月１９日（木）１８時～２２日（日）１６時まで 

会 場：松本城公園、松本城大手門枡形跡広場、松本駅前広場 

入場料：無料 

内 容：○全国氷彫コンクール 

http://shizenhogo-center.shigakogen.gr.jp/guidetour.html
http://www.kankou-komagane.com/news/index2.php?id=709


・制作 21 日（土）17 時 30 分～22 日（日）5 時 30 分 

     ・展示 22 日（日）5 時 30 分～16 時 

    ○信州・松本鍋祭り（20 日（金）～22 日（日）） 

     20 日：16 時～21 時 

21 日：10 時～14 時 30 分、17 時 30 分～21 時 

22 日：6 時～15 時 

【国宝松本城氷彫フェスティバル 2017】 

http://www.nagano-tabi.net/modules/event/?event_id=0000000028 

 

○ 雛祭り ○ 

≪三十段飾り千体の雛祭り（須坂市）≫ 

高さ６ｍ、３０段に飾られた１，０００体の雛人形は豪華絢爛！必見です！！ 

恋人の聖地・須坂アートパーク内の「世界の民俗人形博物館」、「須坂版画美術館」、

「歴史的建物園」の３ヶ所全体では、江戸時代後期から平成までに作られた、なんと

計６，０００体もの雛人形が皆様のお越しをお待ちしております。 

日 程：１月１９日（木）～４月１６日（日）９時～１７時 

 ※最終入館は１６時３０分。開催期間中は無休。 

会 場：世界の民俗人形博物館、須坂版画美術館、歴史的建物園 

入場料：共通券５００円（中学生以下無料） 

【三十段飾り千体の雛祭り】http://www.culture-suzaka.or.jp/hinamatsuri/ 

 

☆ 花のイベント ☆ 

≪インドアガーデン「アイスチューリップの庭」（安曇野市）≫ 

 一足早く春をお届け！冬なのに１万本のチューリップが屋内庭園に咲き誇ります！ 

 アイスチューリップとは、チューリップの球根を特殊な方法で冷蔵して開花時期を

調整したものなんですよ。気温の低い冬は花持ちが良く、開花期間が長くなるとのこ

とです。 

 最終日の２２日（日）には、チューリップの花苗を先着３００名様にプレゼント。 

 雪景色を背景に色鮮やかなチューリップの花畑をお楽しみください。 

日 時：１月２日（月）～２２日（日）９時３０分～１６時 

会 場：アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区 あづみの学校「多目的ホール」 

入場料：大人 410 円、小人（小・中学生）80 円、シルバー（65 歳以上）210 円 

【インドアガーデン「アイスチューリップの庭」】 

http://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=6442

.html 

 

△ 食文化 △ 

http://www.nagano-tabi.net/modules/event/?event_id=0000000028
http://www.culture-suzaka.or.jp/hinamatsuri/
http://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=6442.html
http://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=6442.html


≪乾燥野菜づくりと箱膳体験（長野市）≫ 

 山間の雪深い鬼無里地区では、昔から多くの家庭で保存用の乾燥野菜が作られてい

ます。手間と時間をかけて乾燥させた野菜は栄養価も増し、まさに究極のヘルシース

ローフードです！ 

 乾燥野菜を使って独特のうま味や歯触りが楽しめる郷土料理を作り、昔ながらの箱

膳に盛り付けてお楽しみいただけます。“寒干し大根”や“干しかぼちゃ”の作り方も

体験できちゃいますよ。是非、郷土の食文化の知恵に触れてみてください。 

日 時：１月２２日（日）１０時～１４時 

会 場：鬼無里活性化センター（長野市鬼無里支所となり） 

参加費：１，５００円 

募集定員：２０名（先着順） 

要事前申込：１月１８日（水）締切 

【乾燥野菜づくりと箱膳体験】 

http://odeyarekinasa.jp/odeyarekinasa/2016/11/2017122.html 

 

※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/ 

 

※スキー場や積雪情報、イベント・キャンペーン情報はこちらをご覧ください。 

【スノーラブ】https://www.snowlove.net/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ショップ（１階）◇ 

１月のテーマ「新しい年への慶び・極寒の暮らしの知恵」 

 

【今月のおすすめ商品】 

・「真澄黒粕酢ピクルス 信州の豆と季節の野菜」 加工組合さくら×宮坂醸造  

810 円（税込み） 

長野県の農村女性グループなどの加工技術の向上や売れる商品の開発、地域の食

文化の継承などを図るために開催されている「第 26 回信州の味コンクール」（共同

開発の部）において、「銀座 NAGANO 賞」を受賞したのがこの商品。 

日本酒に合う見栄えのよいお土産をとの要望から生まれた商品であり、つまみに

合う豆類と季節の野菜を使った、まさに日本酒の箸休めとしてピッタリのピクルス

です。見た目も美しく素材はもちろん信州産ですので、食にこだわる方や日本酒好

きの方へ、ちょっとしたお土産にも最適です。 

 

http://odeyarekinasa.jp/odeyarekinasa/2016/11/2017122.html
http://www.nagano-tabi.net/
https://www.snowlove.net/


【今月のおすすめ地酒（イベント）】 

・「2017 信州の新酒まつり」 1 月 15 日（日）13 時 30 分～15 時 30 分 

参加費：2,000 円 

冬は日本酒の新酒が次々と誕生する季節。この時期にリリースされる搾りたてや

無濾過生原酒などが銀座 NAGANO に一堂に集まります。この時期ならではのフレッ

シュな味わいや、いろいろな酒蔵のお酒を試して比べるチャンスです。蔵元さんに

もお越しいただきますので、造り手のこだわりや想いを聞きながら、旬のお酒を心

ゆくまでお楽しみください。 

詳しくは、銀座 NAGANO ホームページをご覧下さい。参加申込みもこちらからど

うぞ！（ https://www.ginza-nagano.jp/event/15360.html ） 

 

【今月のおすすめワイン】 

・サンサンワイナリー 「コンコードスパークリング 2015」 2,160 円（税込み） 

明治初期から日本のワイン先進地としてぶどうが栽培されてきた塩尻市に、10 番目

となるワイナリーが誕生しました。それが、2012 年からぶどうの栽培を始めた「サン

サンワイナリー」です。 

栽培・醸造責任者はマンズワインで工場長を務め、県内複数のワイナリーで技術顧

問を務めてきた戸川英夫さん。 

ご紹介するワインは、ワイン第一号となるコンコードのスパークリング、甘い香り

とともに深いコクが口いっぱいに広がると評判です。 

 

【おすすめワインイベント】 

・「NAGANO WINE FES in 東京」 

長野県内から２８社・約９０種、信州の風土の恵みを詰めたつくり手渾身のワイン

が一同に会する試飲会です。前売券は銀座 NAGANO でもお取り扱いしておりますので、

是非、ご参加ください。 

日時：２月１２日（日） 

 第１部１３時３０分～１５時３０分／第２部１７時～１９時 

場所：帝国ホテル東京 光の間 

料金：前売７，０００円／当日７，５００円（ワイン試飲・軽食・グラスホルダー付） 

 

◇イベントスペース（２階）◇ 

１月は、銀座 NAGANO イベントスペースで２つの美術展が開催されます。 

・「軽井沢アートフェス in 銀座」 １月８日（日）～１１日（水） 

軽井沢タリアセン主催による美術展。軽井沢の芸術、伝統工芸、食文化からライフ

スタイルまでを「アートライブラリーカフェ」スタイルでご紹介します。普段はなか

なかライブで観ることができないライブペインティングのパフォーマンスや、軽井沢

https://www.ginza-nagano.jp/event/15360.html


彫などのワークショップも行われます。 

 

・「信州・善光寺アートライン展 in 銀座」１月２７日（金）～３０日（月） 

善光寺平の美術館が所蔵するリトグラフや複製画などの展覧会です。併せて、アー

トとともに善光寺平産「NAGANO WINE」を楽しむ集いや、それぞれの美術館が入れ替わ

りで講師を務めるワークショップも開催されます。ワークショップは当日受付で参加

費無料となっていますので、気軽にご参加ください。 

 

イベントのご予約は、銀座ＮＡＧＡＮＯの Web サイトで受付中。 

 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/ 

 

◇耳より情報 

・映画「うさぎ追いし 山極勝三郎物語」×銀座 NAGANO 公開記念キャンペーン 

 １２月１７日（土）～１月２０日（金） 

「癌出来つ 意気昂然と 二歩三歩」 大正時代、世界で初めて人口癌実験を成功

させ、ノーベル医学生理学賞の候補にもなった上田市出身の病理学者・山極勝三郎の

生涯を描いた人間ドラマが映画化されました。上田市でそのほとんどのロケを行った

というこの映画、そこかしこに懐かしい信州の風景が広がっています。 

映画の公開を記念し、期間中に映画をご覧のうえ、映画チケットの半券を銀座

NAGANO にお持ちいただいた方先着 50 名様に「上田市オリジナルのハンドタオル」を

プレゼント。さらに抽選で主演の遠藤憲一さんの「サイン入り台本」が当たります。 

上 映 館：有楽町スバル座（千代田区有楽町１－１０－１） 

上映時間：11:15～13:20、13:40～15:45、16:05～18:10 

     ※上映時間は日によって異なる場合があります。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５】首都圏で頑張る県職員ご紹介 Ｖol.８ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 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。８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。 

 

【中山 真吾：厚生労働省】 

雇用均等政策課で、今年４月に施行されたばかりの女性活躍推進法の施行業務を担

当しています。女性の活躍に向けた啓発事業や、全国の労働局から寄せられる質問へ

http://www.ginza-nagano.jp/


の対応を通じて勉強の毎日です。男女ともに今より働きやすい社会を実現するために、

労働行政がどんな役割を果たし、自治体で何をすべきか、１年かけて考えを深めたい

と思います。 

 

【橋渡 博之：林野庁】 

森林や森林資源を活用した山村振興などを担当し、業務を通じて各地の取組を知る

機会に恵まれました。いわゆる“先進地域”と呼ばれる地域では、そこに暮らす人々

が地域の強みを生かし、創意工夫を凝らして主体的に取り組む姿が見られます。山村

に広がる森林を活用した地域づくりに行政が何ができるのか、県に戻っても考えてい

きたいと思います。 

 

【田川 智希：ダム技術センター】 

一般財団法人ダム技術センターで全国の「ダム」の建設・計画・管理に携わる業務

をしています。出向した１年９ヶ月の間に日本全国を飛び回り、昨年１０月にはスイ

スへのダム視察も行い、非常に貴重な経験となりました。この職場でなければ得られ

ない技術・知識を１つでも多く長野に持ち帰れるよう、残された数ヶ月間も全力で業

務に励みたいと思います。 
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【６】信州スポーツ情報 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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

 先月の信州スポーツ情報（結果） 

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

≪頑張れ！信州ブレイブウォリアーズ≫ 

2016－2017 シーズン第１３節まで終了 ７勝１９敗 <Ｂ２中地区６チーム中６位> 

１２月２４日にホームの千曲市戸倉体育館で香川ファイブアローズと対戦し、８７

－８５と接戦の末逆転勝利しました。これまで８連敗と不調が続いていただけに、ホ

ームでの勝利はファンにも喜びの１勝となりました。今後の活躍に皆さんの熱い応援

をお願いします。 

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

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【編集後記】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 今年も早いもので残すところ数日となりましたが、皆様この一年はいかがでした

か？ 

http://www.b-warriors.net/


 今年の信州は、NHK 大河ドラマ「真田丸」を中心に様々なビックイベントも重なり、

注目を浴びた１年でしたね。来年１月１５日（日）まで開催されている“信州上田真

田丸大河ドラマ館”の来場者ももうすぐ１００万人に達するとのこと。本当に皆様あ

りがとうございました。１月にスタートする「おんな城主 直虎」も、ゆかりの地“高

森町”が舞台として登場するとのことで、目が離せない１年となりそうです。 

 本年４月にパワーアップしましたこの「メルマガ信州通信」の発行を通して私も色々

な信州の魅力を学ばせていただきました。信州で、首都圏で行われる様々なイベント

やスポーツ、都内で頑張る県職員、銀座 NAGANO の奮闘など．．．。みんなそこには郷土

を高めていこうとする信州人一人ひとりの熱い思いがあるんですね。 

 どうか来たる新年が長野県にとって、そして皆様にとって良い年でありますようご

祈念申し上げます。 

 今年も１年間、メールマガジン『日本のふるさと「信州通信」』をご覧いただきあり

がとうございました。来年も引き続きご愛読いただきますようにお願いいたします。 

 

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

▽△▽ イベント満載！今年の信州 ▽△▽ 

☆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.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/shisaku/5kanen/shiawase.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/brand/sangyo/brand/shinshu/logo-02.html

