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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） 

 ６月号 ２０１７年５月３１日（水） 

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

 日に日に陽射しが強くなり、全国的に、初夏を通り越していつの間にか真夏になっ

てしまったのかと疑われる陽気となっていますが、街の木々は負けじと緑を濃くして

おります。 

気温は高くとも、カラッとして過ごしやすい信州。今月も、そんな信州を楽しめる

旬の情報をお届けします。 

 

【１】長野県のトピックス 

【２】首都圏で頑張る県職員ご紹介 ―Ｖol.１― 

【３】信州だより  

【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 

【５】信州スポーツ情報 

【編集後記】 
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--------------------------------------------------------------- 

長野県立大学（仮称）開学プレイベント 

>>>>>SOCIAL INNOVATION NAGANO 開催！<<<<< 

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

 地方創生に向けて、長野県立大学（仮称）が果たす役割やソーシャル・イノベーシ

ョンについて考えるシンポジウムを開催します。 

日 時：６月２３日（金）１３時３０分～１６時３０分（１３時開場） 

会 場：長野市芸術館リサイタルホール 

対象者：企業関係者、経済団体関係者、NPO 関係者、行政関係者等 

定 員：２００名（先着順・事前申込制） 

参加費：無料 

内 容：【プログラム】（予定） 

    13:30～13:40 開会挨拶〈長野県知事 阿部守一〉 

    13:40～14:40 基調講演「パタゴニアの考える企業の責任とは」 

          〈辻井隆行氏（パタゴニア日本支社長）〉 

    14:40～14:55 講演「長野県立大学が目指すもの」 

          〈安藤国威 理事長予定者（元ソニー株式会社代表取締役社長）〉 



    15:05～16:20 パネルディスカッション 

           ・ファシリテーター：安藤国威 理事長予定者 

           ・パネリスト：辻井隆行氏（パタゴニア日本支社長） 

                  大室悦賀氏（京都産業大学経営学部教授） 

                  鳥居希氏（株式会社バリューブックス取締役） 

    16:20～16:30 閉会挨拶〈金田一真澄 学長予定者（慶應義塾大学名誉教授）〉 

申込方法：長野県立大学（仮称）プレサイトから「ながの電子申請サービス」でお申

し込みください。 

問合せ先：長野県総務部県立大学設立準備課（026-217-2241） 

     長野県立大学（仮称）プレサイト（ＵＲＬ：http://www.u-nagano.jp） 

 

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

信州デスティネーションキャンペーン直前！ 

°・．☆彡～信州 DC 特別企画情報～ミ☆．・° 

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

 2017 年の夏は信州 DC の夏。いよいよ、待ちに待った「信州デスティネーションキ

ャンペーン」が７月から始まります。 

 キャッチフレーズは【世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州】。楽しい特別企画を

たくさん用意して、皆様のお越しをお待ちしております！ 

 今月号では、一足お先に、その内容の一部をお知らせします。 

◇ 撮って！泊まって！信州の絶景＆宿泊キャンペーン！／~＼／~＼_ 

   ☆ 旅行中に心動かされた絶景写真を応募いただいた方の中から抽選で 800 名様に、

県内宿泊施設無料宿泊券などをプレゼント！ 

  ☆ 対象となるのは、長野県内の宿泊施設(約 5,000 施設)に宿泊された方 

  ☆ ダブルチャンスとして、優秀作品(15 名様)に素敵なプレゼントも！ 

  [7/1～9/30 開催] 

◇ 夏の周遊企画「天空のクーポン」／~＼／~＼_ 

  ☆ ロープウェイやリフト 18 箇所で何度でもご利用いただけるお得な割引チケッ

ト「天空のクーポン」誕生！ 

  ☆ 標高 2,000ｍ級の信州の山々で空中散歩を！ 

  [7/1～9/30 開催] 

◇ 山の信州 子ども体験塾 開催！／~＼／~＼_ 

  ☆ 山にちなんだものづくり、信州ならではの食の体験、アクティビティや農業体

験、フィールドワークなど 86 プログラムをご用意 

  ☆ 体験したプログラムに関する自由研究、作品、絵日記、感想文等をお送りいた

だいた方の中から抽選で 200 名様に「アルクマぬいぐるみストラップ」をプレ



ゼント！（10/6 締切） 

  [7/1～9/30 開催] 

◇ あこがれが実現！夢のワイントレイン運行！／~＼／~＼_ 

  ☆ 信州ワイントレイン（JR 東日本）[7/22、8/26、9/24 運行] 

  ☆ ろくもん「信州プレミアムワインプラン」（しなの鉄道）[毎週土日運行（除外

日あり）] 

  ☆ ろくもん「信州 DC ワインバレー号」（しなの鉄道）[7/8 運行] 

  ☆ 「北信濃ワインバレー列車～のんびり号」（長野電鉄）[毎週土曜日運行] 

◇ 「信州山ごはん＆地酒」プロジェクト／~＼／~＼_ 

  ☆ 信州 DC のために創作した 75 メニュー！ 

  ☆ 長野県内のセブンイレブン、関東甲信越エリアのローソンで、「信州山ごはん」

をイメージしたお弁当や各種商品の期間限定販売も！ 

◇ 「しあわせ信州を見つけよう！」プロジェクト／~＼／~＼_ 

  ☆ 「信州」「しあわせ」「人」をキーワードとした写真の投稿を募集 

  ☆ 投稿いただいた方の中から、「しあわせ信州賞」「信州デスティネーションキャ

ンペーン賞」などが当たります！ 

 ［第 1 弾：5/27～6/18、第 2 弾：7/10～8/31］ 

【詳しくはこちら→】https://www.shinshu-dc.net/outline/special-plan 

 

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

国の施策並びに予算に対する提案・要望 

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

 ５月２２日（月）に、長野県から関係省庁に向けて、平成３０年度の国の施策並び

に予算に対する提案・要望活動を行いました。 

 長野県では、引き続き「長野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略～信州創生戦

略～」のもと、地方創生のフロントランナーとなるべく、県と市町村が協働し、地域

の個性・魅力を活かした施策の推進に取り組んでいるところです。 

 関係の皆様方には、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 地方財源の確保と地方創生の推進 

２ 地方大学の充実支援 

３ 少子化対策・子どもの貧困対策 

４ 農業振興と生産基盤の強化に向けた施策の拡充 

５ 林業の成長産業化に向けた支援の充実 

６ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会等における地方への支援 

７ 交通ネットワークの充実 



８ リニア中央新幹線に関連する基盤整備等に対する支援 

９ 持続可能な個性あふれるまちづくりの推進 

10 観光振興対策の推進 

11 火山防災対策の強化 

12 安全・安心な県土づくり 

13 社会保障制度の充実 

14 循環型社会形成推進交付金の予算確保 

15 特定外来生物対策の推進 
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【２】首都圏で頑張る県職員ご紹介 Ｖol.１ 
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 長野県では、職員のスキルアップ向上等を目的に、国機関や首都圏の民間企業に職

員を派遣しており、今年度は２５名の職員が首都圏で頑張っています。本号では、そ

のうち国機関へ派遣している１５名をご紹介しますので、お気軽にお声掛けください。 

 

【内閣官房】 

工藤  創：まち・ひと・しごと創生本部事務局 

      派遣期間：29.4～30.3 

【内閣府】 

岡村 悠平：地方分権改革推進室 

      派遣期間：29.4～30.3 

【総務省】 

佐野 拓麻：自治財政局 交付税課 

      派遣期間：29.4～30.3 

矢澤 雄一：自治税務局 都道府県税課 

      派遣期間：27.4～31.3 

【文部科学省】 

山口 奈央：初等中等教育局 幼児教育課 

      派遣期間：29.4～30.3 

鈴木  遼：科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課 

      派遣期間：29.4～31.3 

【厚生労働省】 

竹内  学：医政局 地域医療計画課 

      派遣期間：29.4～31.3 

尾藤 孝弘：医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課 

      派遣期間：28.4～30.3 

【林野庁】 

斉藤 方彦：林政部 木材産業課 木材製品技術室 

      派遣期間：29.4～31.3 

【国土交通省】 

田口 利行：道路局 環境安全課 



      派遣期間：29.4～30.3 

小松 美緒：国土技術政策総合研究所 

      派遣期間：29.4～31.3 

平林 卓也：総合政策局 公共交通政策部 交通支援課 

      派遣期間：29.4～31.3 

【経済産業省】 

神頭 克実：経済産業政策局 地域経済産業グループ 地域産業基盤整備課 

      派遣期間：28.4～30.3 

小林 耕太：商務情報政策局 ヘルスケア産業課 

      派遣期間：29.4～31.3 

【環境省】 

中島 智章：水・大気環境局 水環境課 

      派遣期間：27.4～30.3 
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【３】信州だより 
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---------------------------------------------------------- 

 信州をまるごと楽しむ！ 歴史・体験・発見・美味の旅！ 

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

☆ 花・庭園・高原 ☆ 

≪高遠「しんわの丘ローズガーデン」バラ祭り（伊那市）≫ 

今年で 10 周年を迎える「自然と調和した、新しいカタチのローズガーデン」。遥か

に中央アルプスを望む約 8,800 ㎡の敷地で、赤・黄・白・ピンクなど約 220 種、約 1,800

本のバラをご覧いただけます！ 

日 時：５月２７日（土)～６月１８日（日）９時～１６時 

会 場：高遠しんわの丘 ローズガーデン 

入場料：・300 円 ・団体(15 名様以上)/200 円 ・小中学生/150 円 

内 容：◇ 10 周年記念セレモニー（６月３日（土）９時～） 

      プレゼント抽選会、伊那市消防音楽隊ミニコンサート 

    ◇ バラの鉢植え講習会（5/31・6/7・6/14 1 日 2 回／10 時～・14 時～） 

    ◇ 竹とんぼ作り教室（6/10 9:30～11:30） 

    ◇ フラメンコショー（6/11 10 時～・14 時～ 雨天中止） 

    ※ この他、商品販売、バラの育て方相談、喫茶「麓のバラ茶屋」の営業も。 

    ※ イベントの内容は変更になる場合があります。 

問合せ先：伊那市役所高遠町総合支所 商工観光部 高遠長谷商工観光課(0265-94-2556） 

      （ＵＲＬ：http://inashi-kankoukyoukai.jp/） 

 

≪第 29 回いけだまちひろつカミツレ花まつり（池田町）≫ 



６月初旬、大峰高原の一角にあるカミツレ畑は真っ白な花で覆われます。アジアで

初めてビオホテルの認証を受けた「八寿恵荘」も、木のぬくもりを感じながらお泊り

になるには最適な場所ですよ。 

日 時：６月３日（土）・４日（日）１０時～１６時 

会 場：広津カミツレの里 八寿恵荘 

内 容：カミツレエキス 100％の入浴剤をたっぷり入れた「華密恋の湯」を体験で 

きるほか、２日間にわたり様々な企画が！ 

◇華密恋の湯入浴 10:00～16:00（200 円 通常 500 円 タオル持参） 

   ◇八寿恵荘スペシャルランチ＆カフェ開催 

〈花祭期間限定のスペシャルメニューです〉 

◇ガイドと歩く大峰の山（11:00～ 13:00～ 先着 10 名 華密恋の湯入浴券付） 

〈池田町ガイドマスターと大峰の山を１時間ほど歩きます：参加無料〉 

   ◇カモミール刈り取り体験（10:00～15:30 １束お土産付き） 

     〈有機 JAS 認定圃場で満開のカモミール刈取体験：参加無料〉 

   ◇アロママッサージ（500 円(15 分) 随時受付） 

     〈ハンド＆ヘッドマッサージトリートメント（華密恋製品使用）〉 

◇キャンドル作り体験（800 円） 

 〈グラデーションキャンドルを作ります（製作時間 30 分）〉 

問合せ先：カミツレ研究所（0261-62-9222） 

 

≪信州安曇野あやめまつり(第 33 回)（安曇野市）≫ 

 広大な北アルプスを背景に多種多様な花菖蒲が咲き誇る明科あやめ公園・龍門渕公

園で、今年も大人から子どもまで楽しめる多彩な催しが行われます！ 

日 時：６月９日（金)～１９日（月） 

会 場：安曇野市明科 あやめ公園・龍門渕公園 

入場料：無料 

内 容：◇６月１０日（土）：にじますカップ カヌースラローム大会 

    ◇６月１１日（日）：あやめ深緑ウォーキング（有料） 

    ◇６月１７日（土）：・交流芸能発表会 

              ・安曇野太鼓まつり 

    ◇６月１８日（日）：【メインイベント！】 

              ・にじますのつかみどり 

              ・大ビンゴ大会 

              ・ステージイベント 

    ※あやめまつり期間中は、フォトコンテスト、あやめ俳句吟行会、ミニコン

サート、臨時売店ほか、盛り沢山のイベントが予定されています。 

問合せ先：安曇野市商工観光部観光交流促進課（0263-71-2000） 



     （ＵＲＬ：http://www.city.azumino.nagano.jp） 

 

≪第 25 回夢農場ラベンダー祭り（池田町）≫ 

紫色に染まる４ha の花畑。香りを楽しみながらの散策がおすすめです。場内にある

売店には素敵なグッズがたくさん揃っており、お祭り期間中限定の催しも企画されて

いますので、ぜひお出かけください。 

日 時：６月１０日（土）～７月１７日（祝・月） ８時～１７時 

会 場：夢農場 

入場料：無料 

内 容：◇ ラベンダーの摘み取り体験 １カップ 500 円（雨天中止） 

    ◇ ラベンダースティックづくり体験（※有料） 

    ◇ アロマクラフト教室（※有料） 

    ◇ ラベンダーソフトクリームの販売 

    ◇ 花苗の販売、ラベンダー入りのパン（お祭り期間限定）の販売 

問合せ先：夢農場（0261-62-5510） 

    （ＵＲＬ：http://www.yume-farm.co.jp/yumefarmHP/） 

 

≪白馬 Alps 花三昧 2017（白馬村）≫ 

今年は新たに２会場が加わり全 12 会場に拡大！期間中は、主会場を結ぶシャトル

バス「花三昧バス」も運行され、盛り沢山のイベントで皆様をお迎えします。 

涼やかな北アルプスに咲く気品に満ちた佇まいの高山植物、雪解けの沢や水辺にひ

っそりと咲く山野草など、その多彩な表情は見る者を飽きさせません。 

村全体がお花畑となる百花繚乱の夏の白馬へ、ぜひお越しください。 

日 時：７月１日（土）～８月３１日（木） 

会 場：白馬山麓エリア全 12 会場（白馬村・小谷村） 

入場料：各会場により異なります。 

内 容：☆ 花三昧メイン会場 

      ◇ 白馬五竜高山植物園 

      ◇ 八方尾根自然研究路 

      ◇ 白馬岩岳ゆり園＆春・秋の森マウンテンビュー 

    ☆ NEW 会場 

      ◇ 北尾根高原 

      ◇ 白馬森のわさび農園 

    ☆ 白馬山麓の「花の名所」７会場 

      ◇ 姫川源流自然探勝園 ◇ Hakuba47 あじさいの小径 

      ◇ 木流川 詩の小径   ◇ 白馬せせらぎの里 

      ◇ 白馬大雪渓     ◇ 栂池自然園 



      ◇ 白馬コルチナイングリッシュガーデン 

    ☆ トレッキングツアー 

      花三昧のメイン会場で、地元ガイド・白馬マイスターによる「五竜アルプ

スネイチャー」、「八方ネイチャーウォーク」、「白馬岩岳ネイチャーウォー

ク」、「白馬大雪渓ネイチャーウォーク」などのトレッキングツアーを開催。 

問合せ先：白馬村観光局（0261-72-7100） 

     （ＵＲＬ：http://www.vill.hakuba.nagano.jp） 

 

≪峰の原高原 フラワーウォーク（須坂市）≫ 

標高 1,500ｍの高冷地、夏にかけて花々が咲き始めます。各ペンションオーナーが

心をこめて手作りしたオープンガーデンをめぐりながら、ゆっくりとした時間を楽し

んでみてはいかが？ 

１日限りの峰の原高原ペンション村のレストラン「高原食堂」でのランチもお楽し

みいただけます！ 

日 時：６月１８日（日） ９時～１１時３０分 ※集合８時４５分 

会 場：峰の原高原内 ※集合場所＝峰の原高原こもれびホール（旧集会所） 

入場料：2,000 円（高原食堂ランチ付） 

内 容：【定員】20 名 

    【歩程】約４km（２時間 30 分） 

    【募集締め切り日】６月 15 日（木）※定員に達し次第、募集締め切り 

    【コース】峰の原高原こもれびホール 9:00 … 高原遊歩道 … ベニバナイチ

ヤク群生地 … ペンションオープンガーデン（３軒程度） … 峰の原

高原こもれびホール 11:30 

       ※１日限りの高原食堂ランチ終了後、解散 

問合せ先：須坂市観光協会（026-215-2225） 

     （ＵＲＬ：http://www.suzaka-kankokyokai.jp/） 

 

⌘⌘⌘ 美術館（博物館） ⌘⌘⌘ 

≪企画展「上諏訪温泉ものがたり ―いで湯の町の歴史と文化―（諏訪市）≫ 

 諏訪市には、全国有数の湧出量を誇る上諏訪温泉があります。その豊かな自然の恵

みを諏訪の人々は古くから利用し、この土地ならではの温泉文化を築いてきました。

そんな上諏訪温泉と人々の関わりをさまざまな資料からご紹介します。 

日 時：４月２９日（土・祝）～８月２７日（日）９時～１７時 

会 場：諏訪市博物館（※無料駐車場有 大型バス７台、普通車 60 台） 

入場料：一般 300 円 小・中学生 150 円 

(団体 20 名以上 一般 200 円 小・中学生 100 円) 

内 容：会期中イベント 



    ◇ 講演会「上諏訪温泉と日本の温泉文化」 

       上諏訪温泉の湯をめぐるさまざまな風景から、江戸時代の温泉文化を多

角的に検証し、地域の人々にとって温泉とは何であったのかを考えます。 

      ・講師：伊藤 克己氏（日本温泉文化研究所代表） 

      ・日時：７月１日（土）13:30～15:00 

      ・会場：博物館学習室 

      ・参加費・申込み：不要、当日会場へ 

    ◇ 展示解説 

      ・日時：８月 19 日（土）13:30～14:00 

      ・申込み：不要、当日会場へ（要入館料） 

問合せ先：諏訪市博物館（0266-52-7080） 

     （ＵＲＬ：http://www.city.suwa.lg.jp/scm/） 

 

≪「しあわせな景色を切り取る」額縁屋タクラマカンの仕事（中川村）≫ 

 中川村に若きアーティストたちが集まるきっかけとなった、伊那谷一の不思議空間、

額縁屋「タクラマカン」。一歩足を踏み入れると個性的な額たちに加えレトロな棚や看

板、昭和テイストの硝子、国籍不明の雑貨などが所狭しと並んでいます。 

 松島拓良氏がこの地にタクラマカンを開業して 20 年。松島フレーマーの新たな境地

をご紹介するこの企画で、どうぞ幸せな景色をお楽しみください。 

日 時：５月１６日（火）～６月１１日（日）９時～１６時  

営業日：火・木・土・日曜日・祝日 

会 場：アンフォルメル中川村美術館 アトリエ棟 

入場料：一般 300 円 小中高生 100 円 

内 容：フレーマー（額装家）松島拓良の額縁の世界展 

    ☆ 解体された民家から出る古材などを使い、オリジナルの額縁を制作し続け

る松島拓良の個展。空間プロデュースのプロフェッショナルでもある彼

が、美術館全体で額縁の世界を表現しています。 

    ☆ 額縁に入って写真撮影をしていただけます。伊那谷の絶景をバックに是非。 

      美術館スタッフがお撮りします。 

問合せ先：中川村観光協会（0265-88-3001） 

（ＵＲＬ：http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/） 

 

♪♪♪ 各種イベント ♪♪♪ 

≪ランドネピクニック 2017 in まつもと（松本市）≫ 

 山へ行きたい。自然の中で気持ちよく過ごしたい。そんな思いを応援する都市型ア

ウトドアイベント「ランドネピクニック」が４年ぶりに開催決定！  

 信州の大自然を感じながら、山歩きからピクニックまで、幅広いアウトドアに触れ



られるステージイベント、ワークショップ、お買い物ブースを用意してお待ちしてお

ります。 

日 時：６月３日（土）～４日（日） 

１日目 １１時～１９時／２日目 １１時～１６時（予定） 

会 場：長野県松本市あがたの森公園平和ひろば ※会場内駐車場は数に限りがある

ため、近隣のコインパーキング等をご利用ください。 

入場料：入場無料 

内 容：ワークショップ（ワンバーナークッキング、ハンモックリフレクソロジー体

験）やイベントが盛りだくさん！  

   ①ナワコレ×ランドネ アウトドアファッションショー *6月 3日(土)開催予定 

   ②Irish Music Party *6 月 3 日(土)開催予定 

   ③ランドネ山大学 *6 月 4 日(日)開催予定 

※最新情報は WEB をチェック！www.ei-publishing.co.jp/out/randonneepicnic2017 

問合せ先：松本市観光温泉課（0263-34-8307） 

 

≪キッズプレイパーク（安曇野市）≫ 

 カラフルな２万球のボールプールや段ボール迷路、クライミングウォール、積木な

どが登場！梅雨の時期でも屋内で思い切り遊ぶことができます！ 

日 時：６月３日（土）～７月２日（日）9 時 30 分～17 時(６月)、～18 時(７月) 

会 場：国営アルプスあづみの公園【堀金・穂高地区】あづみの学校 

    ※駐車場 1,000 台無料 

入場料：参加料無料  

別途入園料必要【大人 410 円、小中学生 80 円、65 歳以上 210 円 幼児無料】 

内 容：◇ ボールプール 

      約２万球のカラフルなボールで思いっきり遊べます。 

    ◇ 段ボール迷路 

      大きな迷路が登場！ボールにたどり着けるかドキドキです。 

    ◇ 積み木で遊ぼう 

      手にやさしい白木の積木 8,000 ピース登場！ 

    ◇ クライミングウォール 

      高さ 2.4m、全長 4.2m のクライミングウォールが登場！ 

      幼児向けの初心者コースもございます。 

問合せ先：国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区管理センター（0263-71-5511） 

     （ＵＲＬ：http://www.azumino-koen.jp） 

 

≪第 20 回安曇野玉ねぎ祭り（安曇野市）≫ 

 毎年恒例の、集落営農組合等による「安曇野玉ねぎ祭り」が開催されます。 



 北アルプスの清冽な水と豊穣な安曇野の大地で育った甘く新鮮な玉ねぎです。新玉

ねぎの収穫体験ができます。また、畑や直売所ではネット袋入りの直売も行います。 

 なお、各会場とも、準備した玉ねぎがなくなり次第、終了となります。 

日 程：６月１０日（土）～１１日（日）８時～１７時 

会 場：安曇野市内 17 会場（プラザ安曇野、湯多里山の神、その他市内のほ場等） 

    総合案内所（会場案内のみ）：安曇野市役所本庁舎（安曇野市豊科 6000 番地） 

    ※収穫体験ではハサミ持参、農作業のできる服装、履物でお越しください。 

入場料：直売・収穫体験ともに、20kg(ネット袋詰)１袋 1,800 円（税込） 

内 容：◇ 直売：20kg(ネット袋詰)１袋 1,800 円 

    ◇ 収穫体験：20kg 袋のヒモで閉められる状態で１袋 1,800 円 

    ※ 各会場統一価格です。「玉ねぎ祭り」開催の２日間のみの価格です。 

    ※ 一部 10 日（土）のみ開催の会場や直売のみの会場があります。 

問合せ先：安曇野市役所 農林部農政課 マーケティング担当（0263-71-2430） 

     （ＵＲＬ：http://www.city.azumino.nagano.jp） 

 

△ 参加募集 △ 

≪ろくもんワイントレインでいく TOMI WINE モニターツアー（東御市）≫ 

 話題のろくもんワイントレインから始まる東御ワイン物語。ワインはもちろん東御

の魅力が満載のモニターツアーを４回行います。 

 ぜひご参加いただき、サポーターとしてご意見をお願い致します。 

会 場：しなの鉄道 軽井沢駅改札口前 集合（１６時４０分） 

参加費：１名：20,000 円（お申込みは２名様以上でお願いいたします） 

内 容：◇ 行程 

      １日目：ろくもん３号の１号車に乗車して田中駅へ 

       （※ろくもん３号１号車は乗車券・指定券のみ、ワインは別途） 

      ２日目：ジャンボタクシーで東御市内を移動 

    ◇ 日程 

      第 1 回：５月２７日（土）～２８日（日） 

       「ワインを楽しみ旧北国街道「海野宿」を訪ねる旅」【終了】 

      第２回：７月２９日（土）～３０日（日） 

       「シニアソムリエがいるレストランでワインと食事を楽しみワイナリ

ーを訪ねる旅」 

      第３回：８月２６日（土）～２７日（日） 

       「ワインを楽しみ、国登録有形文化財「児玉家住宅」を訪ねる旅」 

      第４回：９月２３日（土）～２４日（日） 

       「ワインを楽しみ、江戸時代の大力士「スパースター雷電」を訪ねる

旅」 



    ◇ 定員：８名 

    ◇ 申込締切：各回１０日前 

    ◇ 申込先：JTB 中部 上田支店までお申込みください。 

問合せ先：株式会社 JTB 中部 上田支店（0268-22-2343） 

     （ＵＲＬ： 

https://opt.jtb.co.jp/kokunai_opt/products/products.aspx?products=1049192） 

 

≪新玉ねぎ収穫体験（安曇野市）≫ 

 豊科特産の玉ねぎを畑から直接掘り取りお持ち帰り！お一人様 10kg 入りの袋に詰

め放題でお持ち帰りいただけます。 

 （※20kg お持ち帰り希望の方はプラス 1,000 円となります。） 

日 時：６月１０日（土）１３時～１５時 

会 場：ビレッジ安曇野 

参加費：1,300 円 

内 容：◇ 日程：ビレッジ安曇野 13:00 集合…日程説明⇒マイクロバスで玉ねぎ畑に

移動…長靴に履き替え、ネットを受け取り玉ねぎ収穫体験⇒15:00 解散 

    ◇ 参加費に含まれるもの：玉ねぎ代、ガイド代、保険代 

    ◇ 募集定員：２０名（最少催行人員５名） 

    ◇ 申し込み期限：６月２日（金） 

問合せ先：一般社団法人 安曇野市観光協会（0263-82-3133） 

     （ＵＲＬ：http://www.azumino-e-tabi.net/） 

 

≪五味池破風高原 ハイキング レンゲツツジ＆ワラビ狩り（須坂市）≫ 

 ６月中旬から下旬にかけて県下最大規模のレンゲツツジ大群落が一斉に咲き誇りま

す。大地を真紅に染める様子は見事で、天気が良ければ北アルプスや北信五岳、善光

寺平への眺めも壮観です。 

 また、大池周辺にはワラビもたくさん生え、ワラビ狩りも楽しめます。 

日 時：６月１７日（土） ９時～１２時 ※集合８時４０分 

会 場：五味池破風高原 ※集合場所：五味池破風高原・第一駐車場 

    ※雨天決行（雨具をご持参ください） 

参加費：1,000 円（おやき付・環境協力金含） 

内 容：◇ 定員：３０名 

    ◇ 歩程：約 3.5km（３時間） 

    ◇ 募集締め切り日：６月１４日（水）※定員に達し次第、募集締め切り 

    ◇ コース：第一駐車場＝＝ふれあい広場…遊歩道…大池（レンゲツツジの大

群落とワラビ狩・休憩 40 分）…ふれあい広場＝＝第一駐車場（解散） 

問合せ先：須坂市観光協会（026-215-2225） 



     （ＵＲＬ：http://www.suzaka-kankokyokai.jp/） 

 

≪北信州木島平村田舎暮らし体験住宅利用者募集（木島平村）≫ 

 北信州木島平村では、移住に関心がある、または、将来的に移住を検討したい皆さ

ん向けに、田舎暮らし体験住宅を整備しました。ご関心のある方は、この住宅で田舎

暮らしを体験し、農作業体験や地域行事へ参加することで、具体的に移住について検

討いただくきっかけとしてみてはいかがでしょうか。 

利用期間：春（４～６月）・夏（７～９月）・秋（10～12 月）・冬（１～３月）の期間 

     それぞれ１回利用可能 

     ※１回の利用は、連続３日間～30 日間とします。 

住 所：長野県下高井郡木島平村大字往郷 1701 番地（庚区） 

利用料：１泊 3,000 円／棟、リネンが必要な場合 500 円／式 

内 容：◇ 申込方法：木島平村役場へお電話で仮予約をいただき、村から郵送される

申込書の提出により決定となります。 

    ◇ 申込条件：村外に住所があり、村の空き家バンクへ登録いただける方。 

    ◇ 利用方法： 

利用定員は４名です。ペットとのご利用はご遠慮いただきます。 

施設内禁煙で生活体験自炊施設です。日常の清掃は利用者様で願います。 

生活家電、調理家電、食器や寝具は４名様分は用意してあります。 

食材、入浴用品、洗面用具などは利用者様で用意願います。 

施設には、電話や wifi の施設はありません。携帯電話をご持参ください。 

問合せ先：木島平村 産業企画室 移住定住推進係（0269-82-3111） 

     （ＵＲＬ：http://www.kijimadaira.jp/docs/2017031000020/） 

 

※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/ 

【花だより】http://www.nagano-tabi.net/modules/season/hanadayori.html 

【信州デスティネーションキャンペーン】https://www.shinshu-dc.net/ 
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【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 
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◇ショップ（１階）◇ 

【今月のおすすめ】 

 春先に美しい花を見せていた梅も実りの季節を迎え、漬物用の梅の入荷が始まりま

した。また、６月末には生食用のアンズも入荷予定。 

 今年の長野県産果実のシーズンが、いよいよスタートです!! 

 



【今月のおすすめワイン】 

こんな季節は「とりあえずビール」とつい言ってしまいそうですが、「スパークリ

ングワインで乾杯っ!!」っていうのもなかなか粋ですよね。 

初夏の午後に心地よいスパークリングワイン、続々入荷しています。 

 

新入荷！ 

・安曇野ワイナリー 安曇野シャルドネスパークリング 2014 3,000 円（税抜） 

 安曇野の自社畑で収穫したシャルドネだけを原料に造られています。キレのある酸

で、果実味豊かな味わい。醸造課長の加藤さん曰く、細いフルートグラスより口の広

いグラスに注ぐ方が、より香りが感じられオススメとのこと。 

 

新入荷！ 

・アルカンヴィーニュ シャルドネスパークリング 2015 3,334 円（税抜） 

 柑橘やメロン、桃の香り。瓶内熟成からくる、トーストのような香りも。ほんのり

甘い、ホッとする味わいです。 

 

◇イベントスペース（２階）◇ 

 ６月から11月までの毎月第２水曜日は、信州の旬が勢揃いする「GINZA de マルシェ」

の日。６月は、14日（水）11:00～16:00に開催します。 

 新鮮な野菜や果物、おいしい加工品をみなさまにお届けします。生産者にもお越し

いただき、こだわりやおいしい食べ方などもお伝えする予定です。 

 

 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】http://www.ginza-nagano.jp/ 
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【５】信州スポーツ情報 
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---------------------------------- 

 先月の信州スポーツ情報（結果） 

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

≪おめでとう御嶽海！初の殊勲賞≫ 

 大相撲夏場所で、東小結の御嶽海（上松町出身）は８勝７敗と勝ち越し、殊勲賞を

初めて受賞しました。昨年夏場所で敢闘賞を、今年の初場所で技能賞を受賞していま

すので、これで三賞の全てを獲得したことになります。 



 初日に横綱鶴竜を、１１日目に横綱日馬富士を破った御嶽海。７月の名古屋場所で

関脇昇進なるか、活躍に期待しましょう！ 

 

≪頑張れ！Ｊ２松本山雅ＦＣ≫ 

 第１６節まで終了 ６勝４分６敗 ＜２２チーム中１２位＞ 

 ５月に入ってから１勝２分３敗と苦しい状況ですが、第１６節ではアウェーでツエ

ーゲン金沢に４－０で大勝！連敗を２で食い止めています。 

 次節では、６月４日に、６位の東京ヴェルディとホームで対戦します。ここが踏ん

張りどころ。皆様の熱い声援をお願いします！ 

【松本山雅ＦＣ】http://www.yamaga-fc.com/ 

 

≪まだまだ行けるぞ！ Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ≫ 

 第１０節まで終了 ５勝３分２敗 ＜１７チーム中３位＞ 

 第１０節ではカターレ富山に１－０で勝利し、順位も３位に浮上。ここまで６試合

負けなし。さらなる高みを目指して、頑張れ、パルセイロ！ 

【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/ 

 

≪行け行け！ＡＣ長野パルセイロ・レディース≫ 

 第１０節終了 ５勝３分２敗 ＜１０チーム中３位＞ 

 なでしこリーグ１部のＡＣ長野パルセイロ・レディースは、第１０節でマイナビベ

ガルタ仙台レディースと対戦し引き分け。ここまで６試合負けなしで、順位は３位と

なっています。 

 リーグ戦は８月まで中断し、来月からはカップ戦が始まります。リーグ戦での勢い

そのままに、カップ戦でも好成績が期待されます。 

【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/ 

 

≪来シーズンを目指して…信州ブレイブウォリアーズ≫ 

2016－2017 シーズン終了 １４勝４６敗<Ｂ２中地区６チーム中６位> 

 2016-2017 シーズンは中地区最下位と残念な結果に終わったブレイブウォリアーズ。

続投を表明した小野寺監督のもと、来シーズンでの奮闘に期待しましょう。 

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

 

≪突き進め！信濃グランセローズ≫ 

 前期２４試合終了 １３勝１１敗＜西地区５チーム中２位＞ 

 ５月２８日、西地区４位の滋賀ユナイテッドに１２－３で大勝！連勝を５に伸ばし、

波に乗るグランセローズは、６月２日に長野県営球場で西地区首位の富山サンダーバ

ーズと対戦します。首位富山との差は３．５。このままの勢いで突き進んでもらいた



いものです。 

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

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【編集後記】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

故郷は遠きにありて思ふもの……東京での生活を始めて 2 ヵ月。大都会の喧騒と蒸

し暑さの中に身を置いていると、自然豊かな信州の美しさがより強く心に迫ってきま

す（煩悩多き身ゆえ、「大都会の喧騒」も決して嫌いではありませんが…）。 

今夏の一大イベント「信州デスティネーションキャンペーン」があと 1 ヶ月に迫っ

てきました。コンセプトは“信州で人生が変わる”！信州に「癒され」、「アウトドア」

で自然と遊び、奥深い「歴史・文化」に触れ、山の恵みを「食」す。信州の旅を楽し

みながら、新しい自分を見つけてみてはいかがでしょうか。 

 

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

      ／＼       「世界級リゾートへ、 

   ／＼ ／    ＼／＼      ようこそ。山の信州」 

 ／      SHINSHU   ＼ 

 平成 29 年夏(7 月～9 月)信州デスティネーションキャンペーン開催!! 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

信州デスティネーションキャンペーン（信州ＤＣ)開催！ 

――――――この夏は、信州へ行こう！！ 

 

【特別企画】信州に泊まって当てよう！宿泊キャンペーン実施中 

＊詳細は信州ＤＣ公式サイトへ⇒ https://www.shinshu-dc.net/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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

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

★ 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 

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


