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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）
８月号

２０１７年７月３１日（月）

■------------------------------------------------------------------------■
まだまだ暑い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？
風鈴の涼やかな音を伴奏に素麺をすすったり、缶ビールを空けながら高校野球中継
を見たり、夜風に吹かれながらのそぞろ歩きを楽しんだり……。涼の取り方は人それ
ぞれでしょうが、アスファルトの照り返しから逃れて、信州の夏祭りを楽しむという
のも乙なものではないでしょうか？
今月号も、花火大会や夏祭りなど旬の情報てんこ盛りでお届けしますので、どうぞ
お楽しみください！
【１】長野県のトピックス
【２】首都圏で頑張る県職員ご紹介

―Ｖol.３―

【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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【１】長野県のトピックス
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-------------------------------------------------------------->>>日本で初めて
「地域再生可能エネルギー国際会議 2017」を開催します<<<
--------------------------------------------------------------再生可能エネルギーの普及拡大を目指す地方自治体の課題解決のため、2007 年から
欧州で開催されてきた「地域再生可能エネルギー国際会議」を、日本で初めて開催し
ます。
目

的：再生可能エネルギーの普及拡大を目指す地方自治体の課題解決のため、再生
可能エネルギーと省エネルギーの最新の状況、それらを将来的にも拡大させる
展望について、ドイツ、日本、その他の国の優良な事例を共有するとともに、
『再生可能エネルギー100%地域』の実現に向けた取組などについて意見交換す
る。

日

時：９月７日（木）9:30～17:00
８日（金）9:00～11:30

場

所：信州大学国際科学イノベーションセンター（長野市若里 4-17-1 026-269-5763）

主

催：長野県、環境省、イクレイ―持続可能性をめざす自治体協議会

共

催：信州大学

参加者：国内自治体、再生可能エネルギー関連企業・団体、ドイツ環境省、ドイツ地
方自治体、ドイツ都市公社、ドイツ再エネ企業
※会議の詳細につきましては、長野県ホームページをご確認ください。
【詳細はこちら⇒ https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kokusaikaigi.html】
問合せ先：長野県環境部環境エネルギー課（026-235-7209）
--------------------------------------------------------------◇■◇「長野県行政経営理念」を改定しました ◇■◇
--------------------------------------------------------------より良い長野県行政の実現に向け、県職員が一丸となって取り組んでいくために定
めた「長野県行政経営理念」。この度、その見直しや集約化などを行い、最高品質の行
政サービスの提供に向けた県職員の意識のより一層の向上を図ることにしました。
∞∞∞ 長野県行政経営理念 ∞∞∞
県の行政経営に当たり、私たちの組織の「ミッション（使命・目的）、ビジョン（目指
す姿）、バリュー（職員の価値観・行動の指針）」について、
「行政経営理念」として定
めます。
【ミッション（使命・目的）】
最高品質の行政サービスを提供し、
ふるさと長野県の発展と県民のしあわせの実現に貢献します。
【ビジョン（目指す姿）】
県民起点で
◇ 県民に信頼され、期待に応えられる県行政を目指します。
◇ 職員が高い志と仕事への情熱を持って活躍する県組織を目指します。
【バリュー（職員の価値観・行動の指針）】
＜責任

Commitment＞

◇ 「県民から何を望まれているか」を常に意識し、県民や社会からの要請に的確
に応えていきます。
◇ コンプライアンスを「自分ごと」とし、県民の皆様の思いに寄り添った対応に
努めます。
◇ 成果を意識し、スピード感を持って最後までやり抜きます。
＜協力

Cooperation＞

◇ 部局や上司・部下の垣根を越えて、チームとして支え合い、助け合い、課題解

決にあたります。
◇ 風通しのよい職場を目指し、率直に意見を出し合い、自由闊達な議論を行いま
す。
◇ 県民や市町村、ＮＰＯ、企業など様々な組織と協働します。
＜挑戦

Challenge＞

◇ 社会の環境変化に敏感に対応し、前例踏襲に陥ることなく、常に学び続け、改
善・改革に取り組みます。
＊職員一人ひとりがミッション・ビジョン・バリューの意味を考え、自分ごと化する
とともに、職場討議を通じて、各職場の特性・状況に応じた具体化を行います。
問合せ先：長野県総務部コンプライアンス・行政経営課（026-235-7029）

※この他、長野県の県政に関する情報等については、こちらをご覧ください。
【広報ながのけん】
http://www.pref.nagano.lg.jp/koho/koho/naganoken/topics.html
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【２】首都圏で頑張る県職員ご紹介 Ｖol.３
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６月号から２ヶ月にわたり、首都圏の省庁や民間企業等に勤務する県職員を紹介さ
せていただきました。今月号からは、各々の仕事の内容や自己ＰＲについて、職員の
生の声をお伝えしようと思いますので、お耳を拝借できれば幸いです。
【工藤 創：内閣官房】
今年４月から内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局に派遣され、日々右往左
往しながら勤務しています。
内閣官房では省庁や自治体、民間企業といった様々なバックグラウンドを持つ方々
が派遣されており、同じ仕事をしていても、こんなにも考え方ややり方、そして何よ
りもスピードが違うのかと圧倒されています。この貴重な経験とともに、事務局のテ
ーマである「地方創生」を長野県でも活かせるように頑張ります！
【岡村 悠平：内閣府】
派遣先の内閣府地方分権改革推進室では、地方分権改革に関する提案募集という取
組に携わっています。本業務では、自治体と関係府省庁との調整や、関係法律・制度
等の資料作成、国会対応など、質・量・スピードが求められる中で、日々勉強させて
いただいております。また、室全体が各省からの出向職員や自治体研修生で構成され
ているので、信州の素晴らしさを共有しつつ、公私共に刺激を受けて生活を送ってい
ます。今後も、何が長野県に活かせるかという視点をもとに、頑張ってまいります。
【内川

裕：東京都】

今年４月から東京都主税局中央都税事務所法人事業税課に派遣となり、資本金１億
円超の法人に対する外形標準課税の調査業務を行っております。
東京都の多様な法人に対する調査手法をできる限り吸収し、長野県での適正な課税
業務につなげられるよう、日々学んでおります。
多くの方と積極的に意見交換し、充実した研修となるよう１年間励んでまいります。
【今井 匠：一般財団法人地域活性化センター】
４月から地域活性化センター研修交流課に勤務し、地域づくり活動をしている団体
への支援や研修会を行っています。
「地域で活躍している人から生の声を聞いたり」「専門家から人を惹きつける地域
づくりの方法を学んだり」日々、多くの刺激をもらっています。
たくさんの人との交流を通じて、地域づくりを学んでいきたいと思っています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【３】信州だより
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---------------------------------------------------------夏を楽しもう！…夏祭り情報
---------------------------------------------------------≪渋温泉夏祭りイベントと民話発信（山ノ内町）≫
ノスタルジックな石畳の温泉街が、期間中毎晩歩行者天国になり、いたるところで
手作りの催しが行われます。浴衣を着て、カランコロンと下駄を鳴らしながら、昔懐
かしい温泉情緒をご堪能ください。
日

時：８月１日（火）～２０日（日）、２７日（日）１９時３０分～２２時

会

場：渋温泉街

内

容：●参加イベント（8 月 1 日～20 日）
（盆踊り、カラオケ大会、野点抹茶、万灯会など）
●民話発信（27 日のみ）
8 月 18 日～20 日開催の第 51 回ミス志賀高原コンテスト受賞者も参加し、
黒姫と大蛇の伝説をもとにしたイベントや寸劇、大抽選会を行います。

問合せ先：渋温泉旅館組合（0269-33-2921）
（ＵＲＬ：http://www.shibuonsen.net/）
≪しおじり山賊焼サマーフェスタ 2017（塩尻市）≫
「山賊焼」とは、鶏肉を 1 枚丸ごとにんにくたっぷりのしょうゆだれに漬け込み、
豪快に揚げたもの。
出店する市内４店舗の秘伝の味を食べ比べてみてはいかが？

日

時：８月２日（水）～４日（金）１７時～２１時
８月５日（土）～６日（日）１５時～２１時

会

場：塩尻駅前広場

内

容：山賊焼以外のおつまみや、ビールや塩尻産ワイン、女性に人気のノンアルコ
ールカクテル（マンゴーヨーグルト）もご用意。
今年は、おなじみの山賊焼早食い競争のほか、期間中使える飲食券が当たる
「着物コンテスト」も開催します！ぜひ浴衣や甚平など夏の着物でお越しく
ださい。

問合せ先：しおじり山賊焼の会（0263-52-0786）
≪こもろ市民まつり「ドカンショ」（小諸市）≫
アニソンの帝王こと水木一郎氏が歌う「小諸ドカンショ」の曲に合わせて、約 2,000
人の踊り手がグループに分かれ、目抜き通りを踊り歩きます！
日

時：８月５日（土）１６時３０分～２１時（予定）

会

場：小諸駅周辺市街地（相生町商店街）

入場料：無料
内

容：▼踊り始め 18:30
▼相生町歩行者天国 16:30～21:30（予定）
▼話題のアニメ「あの夏で待ってる」に登場する小諸のお祭りです。
全国からアニメファンも集結！

問合せ先：小諸商工会議所（0267-22-3355）
（ＵＲＬ：http://www.kcci.komoro.org/）
≪第 26 回中川どんちゃん祭り（中川村）≫
信州中川村で毎年 8 月第 1 土曜日に開催している「みこしと花火の競演」する夏祭
り。美しく静かな農村の、賑やかで暑い夏を間近で体感してみてはいかがでしょうか？
日

時：８月５日（土）１５時～２１時

会

場：中川村まなびの里牧が原文化センター
※駐車場から会場まではシャトルバスをご利用ください。

内

容：☆日程（予定）
15:00～

オープニング、楽市（テント市）、わくわく消防ランド、エアー
スライダー

15:30～

ステージ発表、キッズダンスなど

16:00～

名物大ビンゴ大会

17:00～

お笑いライブ、アフリカン太鼓・ダンス

18:00～

子どもみこし、花火

18:35～

陣馬太鼓

19:10～

どんちゃん踊り、大人みこし、煙火打上（雨天順延）

☆無料シャトルバス
会場周辺の駐車場は大変混み合います。無料シャトルバスをご利用くだ
さい。
☆フォトコンテスト作品募集！
毎年開催しているフォトコンテストを今年も開催予定です。詳細は実行
委員会事務局まで。
※みこし競いエリア内での撮影は許可が必要です。
問合せ先：中川どんちゃん祭り実行委員会事務局（0265-88-3001）
（ＵＲＬ：http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/donchan）
≪第 43 回夏まつり松本ぼんぼん（松本市）≫
松本市を代表する夏の一大まつり。
「ぼんぼん松本ぼんぼんぼん」の音楽とともに、子どもから大人まで 25,000 人余
りの踊り手と沿道を埋め尽くす見物客が一体となって、夏の暑さを吹き飛ばします。
日

時：８月５日（土）１７時～２２時

会

場：松本市中心市街地

内

容：市内の中心市街地が歩行者天国となり、「ぼんぼん まつもと ぼんぼんぼん」
の掛け声とともに、子どもから大人までさまざまな組み合わせの踊り手と、大
勢の見物客が一体となって熱いまつりを繰り広げます。

問合せ先：松本市商工会議所地域振興グループ内松本ぼんぼん実行委員会事務局
（0263-32-5345）
≪第 60 回伊那まつり（伊那市）≫
上伊那地域の夏の一大イベント♪市民おどりにおまつり広場、クライマックスは伊
那谷最大級の花火大会です！
今年は前身の「勘太郎まつり」から数えて通算 60 回目の節目の年。「のぞむ」をテ
ーマに、伝統と文化を継承しさらに発展させて、新しい時代の伊那まつりを目指しま
す。
日

時：８月５日（土）１６：３０頃～２０：００頃
８月６日（日）１５：３０頃～２１：００頃 ＊時間は予定です。

会

場：【１日目】伊那市生涯学習センター「いなっせ」周辺
【２日目】伊那市役所周辺
＊２日目は「上ノ原工業団地駐車場」と「市民体育館駐車場」から無料シャ
トルバスが運行されます。マイカーを乗り入れないようご協力をお願いし
ます。

内

容：▼８月５日（土） 於：伊那市駅前を中心とするエリア

・約 100 の連が参加する「市民おどり」と、商店街の随所にある楽しい出
店の「おまつり広場」が目玉。
▼８月６日（日） 於：伊那市役所を中心とするエリア
・市役所駐車場に設置された特設ステージで各種イベントを行うほか、出
店が立ち並ぶ「遊 ing ビレッジ」が開かれます。
・夜は伊那まつりの最後を飾る「花火大会」をお楽しみいただけます。
問合せ先：伊那まつり実行委員会事務局（伊那市観光課）（0265-78-4111(代表)）
（ＵＲＬ：http://www.inacity.jp/）
≪第 34 回信州安曇野わさび祭り（安曇野市）≫
穂高地域の踊り連を中心に夜の安曇野を盛り上げる納涼祭、粋で独創的なよさこい
踊りが繰り広げられるＹＯＳＡＫＯＩ安曇野、安曇野の夏を彩るイベントを、体感し
てみてはいかがでしょうか？
日

時：８月５日（土）１６時３０分～２０時、６日（日）９時３０分～１９時

会

場：穂高会館駐車場 ※今年より変更
※会場周辺は駐車場が少ないため公共交通機関をご利用ください。
（ ６日のみ
ＪＲ大糸線穂高駅・健康支援センター前・くるりん広場前からシャトルバ
スを運行予定）

内

容：●８月５日（土）納涼祭
・ステージアトラクション
・納涼踊り（穂高音頭・ＨＯＴＡＫＡサンバ）
分館連を中心に 30 を超える踊り連が参加します。
●８月６日（日）ＹＯＳＡＫＯＩ安曇野
・ＹＯＳＡＫＯＩ演舞（詳細未定）
県内外から 40 を超えるチームが参加します。

問合せ先：事務局 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）
≪さんよりこより（天伯社の七夕祭）（伊那市）≫
さんよりこよりは、美篶の川手地区の天伯様、富県桜井の天伯様の七夕祭りです。
室町時代の中期、応永 34 年（1427 年）のこと、藤沢片倉（現高遠町）に居られた
天伯様が洪水で桜井に流れ着き、その後再び流されて川手に落ち着きました。これを
縁として桜井と川手でお祀りしたのがはじまりとされています。
日

時：８月７日（月）

会

場：川手天伯社…美篶（みすず）

13 時頃から

桜井天伯社…富県（とみがた）14 時頃から
内

容：
「さんよりこより」は、洪水を起こす疫病神（鬼）を叩き潰して洪水を鎮める

神事とされています。
伊那に伝わる伝統的な祭式を、この機会に体験してみてはいかが？
問合せ先：一般社団法人 伊那市観光協会（0265-78-4111(代)）
（ＵＲＬ：http://www.inashi-kankoukyoukai.jp/）
≪いいやま 灯篭まつり（飯山市）≫
「日本夜景遺産」に認定された『いいやま灯篭まつり』。
一つ一つ想いをこめて作られた、大小合わせて 20,000 個以上の灯篭が飯山のまち
なかを彩ります。一夜限りの“地上の天の川”をぜひご覧ください。
日

時：８月１１日（金・祝日）１６時～２１時

会

場：飯山中心市街地

入場料：無料
内

容：●「動」IIYAMA DANCE FES!!（16:00～18:00）
ダンスイベントを中心とした賑わいのあるイベントを実施。
・開催セレモニー、ダンスイベント会場は本町商店街
・各チームの創作ダンスの共演
●「静」灯篭演出（18:00～21:00）
市内各所に灯篭を灯し、和紙の優しい光で癒しの空間として演出する。
そして、今一度静かに未来を想う。
＜灯篭演出会場＞
飯山駅会場、文化交流館なちゅら、本町会場（ぶらり広場）、肴町会場、
仲町会場（仲町ポケットパーク）、飯山城址城門会場、愛宕町会場（妙
専寺）、高橋まゆみ人形館、銀座柳通り

問合せ先：いいやま灯篭まつり実行委員会（飯山市役所商工観光課内）
（0269-62-3111(内 213)）
（ＵＲＬ：https://www.facebook.com/iiyamatouroufes/）
≪第 11 回安曇野花火（安曇野市）≫
「これぞ安曇野の夏」をテーマに約 12,000 発の花火が次々に打ち上げられ、色と
りどりの花火が安曇野の夏の夜空を彩り、犀川の川面を幻想的に照らします。
音 楽に 合 わ せ て打 ち 上 げ られ る 音 楽 花火 は 圧 巻 の迫 力 ！ 音 楽と 花 火 の 共演 を お 楽
しみください。
日

時：８月１４日（月）１９時～２０時３０分（予定）

会

場：安曇野市

明科御宝田遊水池周辺

入場料：一般有料席あり
内

容：●テーマ「これぞ安曇野の夏」
・打上げ数 約 12,000 発

・市内 2 か所の臨時駐車場からシャトルバス運行（有料）
・楽天チケット、ファミリーマート及びセブンイレブンマルチメディア機
にてチケット販売中
※詳細は安曇野花火公式ホームページをご覧ください。
問合せ先：安曇野花火実行委員会事務局（安曇野市役所観光交流促進課内）
（0263-71-2000(代)）
（ＵＲＬ：http://azumino-hanabi.com/）
≪木崎湖灯篭流しと花火大会（大町市）≫
盆供養や安全祈願など、願いを込めて流す色とりどりの灯篭や、豪華スターマイン
やナイヤガラなどの花火が湖上に映り、幻想的な美しさです。
湖面を渡る風が涼やかな木崎湖で、花火大会をお楽しみください。
日

時：８月１５日（火）

会

場：木崎湖畔
駐車場：台数に制限がありますので、乗り合わせてお越しください。
※駐車場をご利用の方は、係員の案内に従ってください。

内

容：・湖上慰霊祭：19 時～
・灯篭流し：19 時 30 分～
・花火大会：20 時～

問合せ先：大町市観光協会（0261-22-0190）
（ＵＲＬ：http://www.kanko-omachi.gr.jp/）
≪第 51 回志賀高原大蛇祭りとミス志賀高原コンテスト（山ノ内町）≫
志賀高原の大沼池に住むといわれる大蛇と黒姫の物語にちなんだ「大蛇祭り」が開
催！大迫力の花火の打ち上げや、大蛇のお嫁さんを選ぶ「ミス志賀高原コンテスト」
も行われるほか、志賀高原観光ＰＲキャラクター“おこみん”となかよしな仲間が集
まる「キャラクター大集合」も合わせて開催されます。
日

時：８月１８日（金）～２０日（日）

会

場：志賀高原 大沼池／蓮池

内

容：◇入魂祭（大沼池）
8 月 18 日（金）…大蛇の湖上渡り
◇前夜祭（蓮池）
8 月 19 日（土）…ミス志賀高原候補者紹介／フードコーナー設置
ご当地キャラ大集合／花火打ち上げ
◇本祭り・ミス志賀高原コンテスト（蓮池）
8 月 20 日（日）…大蛇おねり（丸池出発）／フードコーナー設置
ミス志賀高原コンテスト／ご当地キャラ大集合

※内容・時間等が変更になる場合があります。
問合せ先：志賀高原観光協会（0269-34-2404）
（ＵＲＬ：http://www.shigakogen.gr.jp）

---------------------------------------------------------○▼○ 参加募集 ○▼○
---------------------------------------------------------≪第４回志賀高原ナイス！フォトコンテスト（山ノ内町）≫
楽しい思い出、素敵な風景、おいしい食事やかっこいいシーンなどなど、志賀高原
で撮影したベストショットを応募しましょう！
各受賞者には豪華副賞が盛りだくさん!!
日

時：６月１５日（木）～１０月３１日（火）（応募期間）

会

場：志賀高原

内

容：各受賞者には、旅行券や宿泊券等、豪華副賞が盛りだくさんです！
応募者の中から抽選で 200 名様にオリジナルＴシャツのプレゼントも！
みんなが応募した写真をみんなで投票することもできます☆彡
【応募方法】
・専用応募フォーム（パソコン・スマートフォン）からのみとなります。
必要事項をもれなくご記入いただき、「写真（１枚）」を添付のうえご応募
ください。
・写真はＪＰＧ形式でパソコン・スマートフォンより５ＭＢ以内でお送りく
ださい。
・グリーンシーズンに撮影された作品をご応募ください。
【応募期間】
2017 年 6 月 15 日（木）～2017 年 10 月 31 日（火）24:00 送信分まで有効
※詳しくはキャンペーンサイトをご覧ください。
http://www.smartcross.jp/shigakogen/

問合せ先：志賀高原観光協会（0269-34-2404）
（ＵＲＬ：http://www.shigakogen.gr.jp/）
≪米子大瀑布 サマーハイキング（須坂市）≫
米子大瀑布は「日本の滝百選」に選定され、また米子瀑布群は「国の名勝」に指定
されました。対岸より眺める二条の滝が並び落ちる姿は壮観です。
地元ガイドの案内のもと、清涼を求め、滝から出るマイナスイオンを浴びて癒され
てみてはいかがでしょうか？
日

時：８月１１日（金・祝）１０時～１３時 ※集合９時４５分

会

場：※集合場所＝米子大瀑布 駐車場

歩く場所＝米子大瀑布 周遊道

※お弁当や飲み物、雨具など必要なものはお持ちください。
入場料：1,000 円（おやき、旬のお土産付）
内

容：【定員】40 名
【歩程】３km（約３時間）
【持ち物】お弁当や飲み物、雨具など
【募集締め切り日】８月９日（水）※定員に達し次第、締め切り
【コース】駐車場…不動滝…権現滝…米子鉱山跡地（ビューポイント）お昼休
憩…あずまや（ビューポイント）…駐車場
米子鉱山跡地で昼食をとります。

問合せ先：須坂市観光協会（026-215-2225）
（ＵＲＬ：http://www.suzaka-kankokyokai.jp）
≪塩尻駅からわずか４５分

天空の「高ボッチ高原」に行こう！（塩尻市）≫

360 度の眺望が開け、山頂（標高 1,665ｍ）から数々の山を望むことができる日本一
のシャッターポイント「高ボッチ高原」。
ＪＲ塩尻駅より高ボッチ高原行のバスを運行します。
日

時：8/11(金・祝)、8/12(土)、8/13(日)、8/20(日)、8/26(土)、8/27(日)、
9/2(土)、9/3(日)、9/9(土)、9/10(日)

運 行 ル ー ト ： 塩 尻 駅 (10:00) → 高 ボ ッ チ 高 原 (10:45-12:40) → サ ン サ ン ワ イ ナ リ ー
(13:10-13:30)→塩尻駅(13:45)
参加料：大人 2,000 円
内

小学生以下 1,000 円（３歳未満無料）

容：360 度見渡せる高ボッチの山頂からは、富士山をはじめ、八ヶ岳などの南ア
ルプス、常念岳などの北アルプス、眼下には諏訪湖など雄大な景色を見るこ
とができます。
また、初夏から秋にかけて乳牛が放牧された風景なども楽しむことができま
す。

※参加募集締切りは、各運行日前日の正午まで。
問合せ先：一般社団法人塩尻市観光協会（0263-54-2001）
（ＵＲＬ：http://www.tokimeguri.jp/）
≪夏野菜の収穫体験と物件見学ツアー（茅野市）≫
信州八ヶ岳・茅野市（ちのし）への移住を検討されている方を対象に、市内の生活
環境等についてご案内しながら、土地・中古物件・賃貸物件などその時にあるおすす
め物件を見学できる人気の日帰りツアーです。
さらに今回は、この時季ならではのお楽しみとして、畑で夏野菜の収穫体験も行い
ます。収穫した新鮮な夏野菜はそのままお持ち帰りいただけます！

八ヶ岳の裾野に広がる茅野市で信州のさわやかな夏を体験し、移住生活に向けての
一歩を踏み出してみませんか？
日

時：８月２６日（土）１０時集合～１７時３０分解散

会

場：茅野市内（集合場所：茅野市役所）

参加費：無料
内

※集合場所までの交通費、現地での昼食費等は参加者負担です。

容：≪スケジュール≫
・10:00 開会式
・10:15 移住セミナー
・11:30 昼食
・12:30 物件見学
・16:00 夏野菜の収穫体験
・17:30 市役所帰庁・解散～希望者は個別相談
※セミナー終了後～17:30 の間、マイクロバスに乗って市内をまわります。
≪参加者特典≫
不動産購入時・賃貸契約時の割引券「不動産パスポート」、新築時の割引券
「建築パスポート」を全員にプレゼント
※参加には事前予約が必要です（８月 20 日締切）。
お申込みはホームページでも受け付けています。

問合せ先：田舎暮らし「楽園信州ちの」協議会事務局（0120-002-144）
（ＵＲＬ：http://rakuc.net）
≪信州ＤＣ特別企画 安曇野おもしろフレアイウォーク！（安曇野市）≫
安曇野の魅力は、澄んだ空気に綺麗な水、美味しい食べ物、楽しい観光、そして温
かい人たちです。
イベント特製マップを片手に、いろんなお店の方との触れ合いを楽しみながら安曇
野を満喫してください。参画のお店でマップを見せるともれなく特典があります！
しっかり歩いた後の昼食には豪華バーベキューが待っています！
日

時：８月２６日（土）９時１５分～１５時４５分

会

場：穂高地域周辺

参加費：大人 3,500 円／小人 2,000 円
内

容：【日程】
安曇野市観光情報センター集合 9:15⇒地図を片手に穂高周辺のいろんなお
店を自由に散策スタート！⇒ビレッジ安曇野 13:00⇒豪華バーベキュー⇒穂
高駅解散 15:45
●募集人員：30 名（最少催行人員 10 名）
●参加費に含まれるもの：貸切バス代、バーベキュー代、飲み物代、保険代
含む

●申込み締切日：８月４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）

---------------------------------------------------------◇■◇ イベント情報 ◇■◇
---------------------------------------------------------≪星空観察会 ペルセウス座流星群をみよう（須坂市）≫
標高 1,500 メートルの峰の原高原では、満天の星空を眺めることができます。
電灯などが少ない旧テニスコート内を特別に使用してペルセウス座流星群の観察を
行います。どなたでもお気軽に参加できますので、ぜひお出かけください。
日

時：８月１１日（金・祝）２０時～２１時

会

場：※星空観察場所＝旧テニスコート駐車場
※集合場所＝峰の原高原こもれびホール（旧集会所）・駐車場あり

参加費：無料
内

容：■星空勉強会
峰の原高原こもれびホール（旧集会所）にてスクリーンを使用し、星座解
説、七夕の話、天の川の話、ＩＳペルセウス座流星群など星空勉強会。
■星空観察会
旧テニスコート内を使用して、参加者が寝転がり、望遠鏡や双眼鏡を使っ
てペルセウス座流星群や夏の大三角形や天の川など天体観察。
※申込み不要・当日参加可能
※雨天・曇天の場合は室内の企画に変更になります。

問合せ先：峰の原高原 ペンションファンタイム（0268-74-3033）
（ＵＲＬ：http://www.minenohara.net/star）
≪Summer Illumination（安曇野市）≫
昨年度ご好評をいただいたサマーイルミネーションを今年も開催！
昨年の「波のトンネル」や「星空のしずく」や「きらめく小川」等のほか、新たに
「水たまりの庭」を加え、今回は 11 の装飾で演出。
夏のアルプス、安曇野の風景をイメージし、青と白を基調とした涼しげな光が森の
中にきらめきます☆彡
日

時：８月１１日（金・祝）～２０日（日）１８時～２１時（点灯時間）

会

場：国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区 ガイドセンター・あづみの学校
周辺

駐車場 1000 台（無料）

入場料：大人 410 円

65 歳以上 210 円

小中学生 80 円

幼児無料

内

容：●イベント概要
北アルプスの水の恵み、満天の星空、森に息づく生き物たちを、光とモニ
ュメントで演出！
●その他のイベント概要
①プラネタリウム
約 50 分間

8 月 11 日(金)～13 日(日)16:00～、17:00～、18:00～

場所：あづみの学校 映写室

②星空観察会

参加費：無料

定員：70 名

8 月 11 日(金)～13 日(日)19:00～20:30 随時受付

場所：展望テラス

参加費：無料

※星空観察会は「プラネタリウム解

説」参加者のみ
③ナイトカフェ
ダー20:00

8 月 14 日(月)、8 月 15 日(火)18:00～21:00

ラストオー

場所：展望テラス入口

夜の涼しい雰囲気とイルミネーションを楽しみながら、ピザ、スイーツ、
地ビール、ソフトクリーム等の各種フード・ドリンクを召し上がっていた
だけます。
問合せ先：アルプスあづみの公園 堀金・穂高 管理センター（0263-71-5511）
（ＵＲＬ：http://www.azumino-koen.jp）

---------------------------------------------------------♪♪♪ コンサート情報 ♪♪♪
---------------------------------------------------------≪第 27 回信州安曇野能楽鑑賞会（安曇野市）≫
この能楽鑑賞会は、安曇野市出身の観世流能楽師 故・青木祥二郎師の「故郷に恩返
しを」との想いから平成３年に始まり、以後 26 回にわたり開催してきたものです。
青木祥二郎師の御子息である青木道喜師や人間国宝の野村萬師をはじめとする、一
流の出演者がつくりだす幽玄の世界を心ゆくまでお楽しみください。
日

時：８月１９日（土）１４時開会～１８時終了（予定）

会

場：安曇野市豊科公民館ホール
※駐車場に限りがございますので、乗り合わせでご来場いただくか、公共交
通機関をご利用ください。

入場料：一般：前売券 3,000 円、当日券 3,500 円

大学生等：1,000 円

高校生以下：500 円
内

容：開場は 12 時 30 分。13 時から子供たちによる仕舞・連吟の発表を行います。
【演目・出演者】
○舞囃子
○能
○狂言

敦盛（あつもり）…青木真由人

頼政（よりまさ）…青木道喜・宝生欣哉
寝音曲（ねおんぎょく）…野村萬（人間国宝）・野村万之丞

○能

船弁慶 重キ前後ノ替（ふなべんけい おもきぜんごのかえ）…片山

九郎右衛門・宝生欣哉
※屋内会場のため、定員が約 600 人となっております。
チケット販売は予告なく終了する場合がございますので、お早めにご予約
ください。
問合せ先：信州安曇野薪能実行委員会事務局（安曇野市教育委員会教育部文化課文化
振興係）（0263-71-2463）
（ＵＲＬ：http://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/43/28775.html）
≪第 43 回木曽音楽祭（木曽町）≫
「小さな町の素敵な音楽祭」として親しまれ 43 年。いまや最高峰のクラシック室内
楽の音楽祭として全国に知られるまでになりました。
日本を代表する演奏家が集まり、お互いの技を高め合いながら完成される音楽は美
しく感動的です。緊張感溢れる本物の音楽をご堪能ください。
日

時：８月２４日（木）（前夜祭）～２７日（日）

会

場：木曽文化公園文化ホール（駐車場 160 台）

入場料：フェスティバルコンサート：（全席指定）大 4,000 円、小 2,000 円
（通し券）11,000 円
前夜祭：1,000 円
内

容：●前夜祭コンサート
8/24（木）19:00 より木曽町中学校体育館でおこなわれます。
※前夜祭は全席自由で小中学生は無料となります。
●フェスティバルコンサート
8/25（金）は 19 時から、8/26（土）は 17 時から、8/27（日）は 15 時から
それぞれ行われます。
●出演
佐久間由美子、古部賢一、山本正治、金子平、岡本正之、河村幹子、日高
剛、日橋辰朗、久保陽子、加藤知子、漆原啓子、白井圭、水谷晃、佐々木
亮、村上淳一郎、大島亮、山崎伸子、安田謙一郎、伝田正則、辻本玲、星
秀樹、野島稔、寺嶋陸也といった日本を代表する演奏家です。

問合せ先：木曽音楽祭事務局（0264-21-1222）
（ＵＲＬ：http://www.town-kiso.com/manabu/event/100210/）

---------------------------------------------------------◇◆◇ 美術館 ◇◆◇
----------------------------------------------------------

≪飯山市美術館特別展「この人なくして白隠なし 正受老人と白隠禅師」（飯山市）≫
松代初代藩主・真田信之の子でありながら禅僧となり、
「臨済宗中興の祖」と称され
る白隠禅師を正しい悟りに導いた正受老人（道鏡慧端）。しかしその存在は、“知る人
ぞ知る”という範囲にとどまっています。
本特別展では、白隠筆の正受老人像や正受老人の師・至道無難禅師の遺墨とともに、
現存するのは２点のみとされる正受老人自筆の遺墨「正受老人（道鏡慧端）頂相」
（永
青文庫）と「正受老人（道鏡慧端）墨蹟 遺偈」
（正受庵）を初めて同時に公開します。
白隠悟りの地・飯山で、正受老人の崇高な精神と生き方に触れてみてはいかがでしょ
うか。
日

時：８月２日（水）～９月１０日（日）９時～１７時（入館は１６時３０分まで）
※月曜日は休館

会

場：飯山市美術館

入場料：大人 600 円(500 円) 小中学生 400 円(300 円)※（）内は 20 名以上の団体料金
内

容：白隠禅師 250 年遠諱にあたる今年、東京・静岡・長野県内の寺院等 17 カ所か
ら、正受老人と白隠ゆかりの貴重な遺墨約 50 点を借用展示します。
正受老人の自画像と絶筆を初めて一緒に展示するほか、正受老人の弟子であ
る白隠と中野不白がそれぞれ描いた正受老人像もあわせて展示します。この
ほか、正受庵（飯山）と金地院（東京）に二分されている白隠筆の「古剣銘」
９幅を一堂に展示するなど、またとない貴重な展覧会となっています。
※関連イベント：
8 月 19 日(土) 14 時～17 時 特別展記念講演・西村惠信「正受老人と白隠」
（飯山市文化交流館なちゅら）

問合せ先：飯山市美術館（0269-62-1501）
（ＵＲＬ：http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/gakushuusien/bijyutukan）
≪企画展「片田好美水彩画展 森と生きる」（原村）≫
野鳥を中心に森の動植物を描く、蓼科在住の水彩画家・片田好美氏。命あるものへ
の愛情溢れる作品は多くの人々を魅了しています。
2008 年、2012 年に続く当館で３回目の展覧会となる本展では、新作約 70 点を一堂
に展示します。四季折々の植物と動物とが織りなす片田好美氏のユニークで生命感溢
れる世界をどうぞご堪能ください。
日

時：８月３日（木）～１０月１日（日）９時～１７時

会

場：八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）

入場料：高校生以上 510 円、小中学生 250 円
内

容：●展示内容
・片田好美氏による野鳥や野生の動植物を描いた水彩画の新作約 70 点を展
示します。

●会期中のイベント
・ヴァイオリンとチェロの調べを作品世界とともに楽しむナイトコンサー
ト「森と生きる演奏会」を 8 月 19 日(土)18:30～開催。参加費 1,000 円。
・「片田好美ギャラリートーク」を 8 月 26 日(土)14:00～開催。
※参加無料

※要入館料

・子どもも一緒に楽しめるワークショップ「わくわく♪バードコールづく
り」を会期中の土日祝日に随時開催します。参加費 500 円。
問合せ先：八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）（0266-74-2701）
（ＵＲＬ：http://www.lcv.ne.jp/~yatsubi1）

※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/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇ショップ（１階）◇
【今月のおすすめ】
太陽の恵みをたっぷり授かった信州ならではのフルーツが続々登場！
今月特におすすめなのが、桃とネクタリンから生まれた新感覚のフルーツ、
「ワッサ
ー」。桃よりやや小ぶりでカリッとした食感が特徴。果汁たっぷりで程良い甘みと酸味
のバランスも絶妙です。
【今月のおすすめ日本酒】
雨が続く梅雨がくるかと思っていたら、関東は空梅雨。ムシムシと蒸し暑い日が続
いています。夜も気温・湿度共に下がらず、寝苦しい夜が続いていますが、せめて気
分だけでもさっぱりとしたいもの。
今回は 5 種類の日本酒をご紹介。長くなりますが、最後までお付き合いください。
皆さまは「59 醸（ゴクジョウ）」はご存知ですか？
信州の昭和 59 年度生まれの酒蔵跡取り 5 人からなるユニットです。
毎年テーマ・酒米・精米歩合を決めて、テーマに沿った味わいをそれぞれの蔵が造
っています。
3 年目となる 2017 年は酒米がしらかば錦・精米歩合が 59％でテーマが「3 年目のう
わき」。

酒造りでは 30 代はまだまだ若手。自分の成功法に凝り固まるのは、まだ早い！色々
試したっていいじゃない！というのがテーマの理由です。
このテーマで酒を造っていくと、「うわき」が「本気」なったり、「うわき」な酒を
造るつもりが、酒に振り回されて「うわき」されたり・・・。色々なドラマがありま
した。
そんなドラマを想像しながら、吞んで頂きたいお酒です。
夏の夜に「3 年目のうわき」いかがですか？
北光正宗 59 醸純米吟醸

角口酒造店（飯山市）

720ｍｌ

1,500 円（税別）

“クール”な北光正宗の「3 年目のうわき」。
淡い夢の様に絡み合う甘味と旨味が、しらかば錦のビターな余韻でキレ良く醒める。
麗しくも儚い、艶やかな 59 醸の酒。
勢正宗 59 醸純米吟醸

丸世酒造店（中野市）

720ｍｌ

1,500 円（税別）

浮ついた酸としらかば錦の旨味の調和を目指した「3 年目のうわき」。
長野県が開発したリンゴ酸高生産性酵母を使用し、変速三段仕込により醸した甘酸
っぱさとクリアな余韻を楽しむ 59 醸の酒。
積善 59 醸純米吟醸

西飯田酒造店（長野市）

720ｍｌ

1,500 円（税別）

紫陽花の花酵母で醸した「3 年目のうわき」。
花言葉は「移り気」。従来のコンセプトとは真逆に浮気した酵母の華やかさとしらか
ば錦の酸味を併せ持つ。
一度限りの華やかで切ない 59 醸の酒。
本老の松 59 醸純米吟醸

東飯田酒造店（長野市）

720ｍｌ

1,500 円（税別）

艶やかで少しミステリアスなお酒を醸すため、2 つの異なる酵母を使用した「3 年目
のうわき」。
その口当たりは甘美な心地よい風味で多面的な顔が見え隠れする 59 醸の酒。
福無量 59 醸純米吟醸

沓掛酒造（上田市）

720ｍｌ

1,500 円（税別）

好奇心と後ろめたさが入り混じる「3 年目のうわき」。
長野 C 酵母の上品な香りのあとに白樺林の静けさのようにひいていき余韻。
酸を控え優しい味わいの 59 醸の酒。
【今月のバルおすすめ】
カレーごはんセット

700 円（税込）サラダ、お味噌汁、薬味付

5 月からスタートしてご好評を頂いておりますごはんセットが、カレーごはんセッ

トになりました!!
ごはんは長野県のブランド米、風さやか。
カレーはセントラルフーズさんの「きのこカレー」と「ビーフカレー」。原材料もこ
だわっていて、ビーフカレーは信州産牛肉、きのこカレーはブナシメジとエリンギが
たっぷりです。
◇イベントスペース（２階）◇
しあわせ信州健康セミナー「白樺リゾートいきいき運動講座」
日時

８月27日（日）11:00～12:45

料金

1,500円（銘菓「白樺園」のお土産付き）

定員

24名（申込先着順）

松本大学大学院根本賢一教授監修の「健康いきいき診断プログラム」を担当する健
康運動指導士による運動講座。日常ですぐに活かせる運動方法ということで、普段の
歩行にひと工夫加え、体力や筋力の向上に繋がる方法を座学と実技の2部構成でレクチ
ャーいたします。
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/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【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）
---------------------------------≪２場所連続殊勲賞！御嶽海情報≫
７月２３日（日）に千秋楽を迎えた大相撲名古屋場所。新関脇として臨んだ御嶽海
（上松町出身）は、稀勢の里、白鵬の２横綱を破って９勝６敗で勝ち越し、２場所連
続で殊勲賞を受賞しました！
白鵬の最多勝利タイ記録がかかった大一番で横綱を倒し、日本全国を大きく沸かせ
たのは記憶に新しいところ。御嶽海の獅子奮迅の活躍に、今後も目が離せません。
≪頑張れ！Ｊ２松本山雅ＦＣ≫
第２４節まで終了

１０勝６分８敗

＜２２チーム中８位＞

第２４節では愛媛ＦＣに２－１で勝利。勝ち点３６で暫定８位に浮上しています。

次節では、７月２９日（土）に、１７位のツエーゲン金沢とホームで対戦します。
皆様の熱い声援をお願いします！
【松本山雅ＦＣ】http://www.yamaga-fc.com/
≪行け行け！Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ≫
第１８節まで終了

７勝７分３敗

＜１７チーム中６位＞

第１８節ではＦＣ琉球に１－０で勝利。４試合ぶりの白星で、勝ち点２８。次節で
は、８月１９日（土）に、５位の鹿児島ユナイテッドＦＣとアウェーで対戦します。
上位を目指して、頑張れ、パルセイロ！
【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/
≪松本山雅・ＡＣ長野 格上撃破！サッカー天皇杯≫
７月１２日（水）、第 97 回天皇杯全日本サッカー選手権大会の３回戦が各地で行わ
れ、松本山雅ＦＣはアルウィン（松本市）でＪ１のサガン鳥栖と対戦。２－１で勝利
し、２大会ぶりに４回戦に進出しました！
また、ＡＣ長野パルセイロは長野Ｕスタジアム（長野市）でＪ２のファジアーノ岡
山と対戦。１－０で勝利し、こちらも４大会ぶりに４回戦に進出しています！
ベスト１６による４回戦は９月２０日に実施予定。快進撃を続ける松本山雅・ＡＣ
長野から目が離せません！
≪頑張れ！ＡＣ長野パルセイロ・レディース≫
カップ戦予選リーグＡグループ第８節まで終了

２勝１分４敗

＜５チーム中３位

＞
なでしこリーグ１部カップ戦１次リーグ第８節で首位の日テレ・ベレーザに０－４
で敗退。現在勝ち点７で、残り１試合に勝利したとしても千葉レディースを上回れな
いため、残念ながら決勝トーナメント進出は絶望的となってしまいました。
次節は試合がなく、第１０節がカップ戦最後の戦いとなります。有終の美を飾るこ
とができるよう、応援をお願いします！
【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/
≪頑張れ！信濃グランセローズ≫
後期１６試合終了

９勝７敗＜西地区５チーム中２位＞

７月２３日（日）松本市野球場で福井ミラクルエレファンツと対戦した信濃グラン
セローズは４－６で敗退。連勝は５で止まってしまいましたが、順位は２位を維持し
ています。栄光を目指して、頑張れグランセローズ！
【信濃グランセローズ】http://www.grandserows.co.jp/

≪栄光をつかめ！高校野球情報≫
第 99 回全国高校野球選手権長野大会の決勝が７月２４日（月）に長野オリンピック
スタジアムで行われ、松商学園が５－４で佐久長聖を降し、全国大会出場を決めまし
た！９年ぶり３６度目の優勝とのことです。
８月７日（月）に甲子園球場で開幕する全国大会に向けた組み合わせ抽選会が８月
４日（金）に行われ、対戦相手や日程が決まります。皆様の熱い応援をお願いします！
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【編集後記】
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皆様、「夏」と聞いてまず思い浮かべるものは何でしょうか？青い海に白い砂浜に
キンキンに冷えたビールでしょうか。川面を渡る風の中で仰ぎ見る花火でしょうか。
満員電車の圧力鍋的な息苦しさでしょうか。線香花火のようにはかなく散ったひと夏
の恋でしょうか。
「海なし県」である長野県には、青い海も白い砂浜も（満員電車も）ありませんが、
清涼感漂う川面や光彩陸離たる花火の美しさ、盛夏でも涼しい高原の緑の風などなど
（もちろんひと夏の恋も）誇るべき夏の魅力がたくさんあります。
「海こそなけれ物さわに～」。信州ＤＣ期間中の今年は特に、信州の夏の魅力を、
これでもかと、オールスター揃い踏みで、コンデンスミルクのように濃縮してお届け
しております。夏休みをどう過ごそうかとお考え中の皆様、今年の夏はじっくり、た
っぷりと、信州を味わってみてはいかがでしょうか。
---------------------------------------------------------------------------／＼
／＼ ／
／

「世界級リゾートへ、
＼／＼

SHINSHU

ようこそ。山の信州」
＼

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/
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------★

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
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