■------------------------------------------------------------------------■
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）
１０月号

２０１７年９月２９日（金）

■------------------------------------------------------------------------■
移り変わりやすいものの典型として、男心にも女心にも例えられる秋の空。天高く
澄み切った青空と、肌寒い風に襟元をかき合せる秋湿りとを繰り返し、秋がだんだん
と熟していきます。
都心ではまだまだ紅葉は見られませんが（銀杏の薫りは楽しめますけれども…）、信
州では色付く木々の季節が始まっています。信州を味わうことができる情報を目いっ
ぱい詰め込みましたので、今月号もどうぞお楽しみください！
【１】長野県のトピックス
【２】首都圏で行われるイベント情報
【３】首都圏で頑張る県職員ご紹介

―Ｖol.５―

【４】信州だより
【５】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
【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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------------------------・.☆彡 ＪＲ山手線で長野県立大学の車体広告列車を運行！ ミ☆.・
=== 運行開始に合わせ東京駅で記念イベントも!! ===
--------------------------------------------------------------平成 30 年４月に開学する長野県立大学。10 月１日(日)から２週間、ＪＲ山手線の
車両を使ってＰＲを行います。
また、10 月１日(日)にはＪＲ東京駅で運行開始記念イベントも開催。お近くにお越
しの際はぜひ足を止めてご覧ください！
≪ＪＲ山手線 車体広告≫
掲載期間：１０月１日(日)～１４日(土)（予定）
掲載車両：１１両１編成
【広告デザインなど詳しくはこちら⇒】
https://www.pref.nagano.lg.jp/daigaku/happyou/290922.html
≪運行開始記念イベント≫
日

時：１０月１日(日) １２：００～１８：００

場

所：ＪＲ東京駅丸の内地下南口改札外（動輪の広場）

内

容：パネル展示、ＰＲ動画の放映、チラシの配布、個別相談ブースの設置など

問合せ先：長野県総務部県立大学設立準備課入試・広報班（026-217-2241）

--------------------------------------------------------------◇県庁において「勤務間インターバル制」の試行を実施します◇
--------------------------------------------------------------長野県では、働き方改革による総労働時間の短縮や職員のワークライフバランスの
推進に取り組んでいます。
この一環で、職員が十分な生活時間や睡眠時間を確保し、健康を維持しながら生産
性の高い働き方を可能とするため、仕事を終えてから次に働き始めるまでの休息時間
（インターバル）を一定時間確保する新たな視点からの取組「勤務間インターバル制」
を試行します。
実施期間：１０月２日(月)から１２月２８日(木)までの３ヶ月間
実施所属：県警本部を除く本庁所属（知事部局、教育委員会、企業局等）
［対象約 1,800 人］
（本庁試行の状況を踏まえて現地機関の試行を検討）
実施内容：◇災害などの臨時業務を除き、休息時間は最低でも 11 時間を確保
◇やむを得ず 21 時 30 分以降の時間外勤務を行う場合は、原則遅出勤務を
実施
◇試行の状況等を踏まえ、試行後の対応について検討
※行政サービスが低下しないよう、執務時間（8:30～17:15）や窓口の開設
時間は変更しません。
問合せ先：長野県総務部人事課（026-235-7033）

※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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【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。
≪第４５回小金井なかよし市民まつり≫
小金井市の都立小金井公園で開催される「第４５回小金井なかよし市民まつり」に
小金井長野県人会の皆様が出店され、長野県産品の販売が行われます。

皆様お誘いあわせの上、ぜひ足をお運びください！
日 時：１０月１４日(土)、１５日(日) １０時～１７時
場 所：都立小金井公園
【最寄り駅】ＪＲ中央線 武蔵小金井駅又は東小金井駅、
西武新宿線 花小金井駅
【公園ＨＰ】https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/access050.html
内 容：≪市民まつり≫
◇ステージショー（歌、踊り、楽器演奏、子供向けショー、郷土芸能など）
◇クラシックカー展示（全国からクラシックカーが集まります）
◇飲食、物品販売、観光案内等約 100 ブースが出店
◇リサイクルバザー など
≪小金井長野県人会≫
◇シナノスイート、シャインマスカット、リンゴジュース、野沢菜、イチ
ゴジャムなど長野県産品を販売！
◇ブースの場所は、緑の生地に「小金井長野県人会」の旗が目印！
【詳しくはこちら⇒】http://koganei-s.or.jp/vol-45-koganeishiminmatsuri/
問合せ先：小金井なかよし市民まつり実行委員会（042-381-8765）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【３】首都圏で頑張る県職員ご紹介 Ｖol.４
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
８月号から、首都圏の省庁や民間企業等に勤務する県職員の自己ＰＲ等を掲載して
います。職員の生の声に耳を傾けていただければ幸いです。
【斉藤 方彦：林野庁】
今年４月から林野庁木材産業課に派遣になり、ＣＬＴ（直交集成板）の需要拡大に
関する業務に取り組んでいます。ＣＬＴは新しい建築部材であり、関係省庁との協力
をはじめ、様々な立場の方と意見を交換しながら進めていて、刺激的な日々を過ごし
ています。引き続き、人と出会う機会を大切にして、視野を広げていきたいと思って
います。
【小林 耕太：経済産業省】
今年の４月から経済産業省のヘルスケア産業課にお世話になり、企業の「健康経営」
推進等、ヘルスケア産業の需要創出に関する業務に携わっています。
仕事のスピード感や情報量の多さに圧倒されながらも、若い職員や出向者が多い活
気のある環境で、日々貴重な経験をさせていただいています。
学んだことや経験したことを県の産業振興や健康増進に活かせるよう頑張ります。
【江村 太郎：東京急行電鉄株式会社】
昨年４月より、東急電鉄で、横浜市との共同ＰＪである「次世代郊外まちづくり」
に携わり、まちを育てる手法である「エリアマネジメント」について勉強しています。
民間の鉄道会社がなぜ「まちづくり」に取り組むのか？

少子高齢化・人口減少は、沿線に人口を抱え通勤通学での輸送を担う鉄道会社にと
っても大きな課題であり、その解決には企業の営利的視点だけでなく、行政・住民が
一体となった複合的な取組が必要です。
民間事業者の立場でのまちづくりを通じて、まちづくりにおける行政の役割とは何
かを考えています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【４】信州だより
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
---------------------------------------------------------○食欲の秋○…信州を味わおう！
---------------------------------------------------------≪第８回安曇野やさいスイーツフェア（安曇野市）≫
安曇野市内の菓子店やホテルでつくる「安曇野やさいスイーツプロジェクト」。今
年のテーマは「安曇野産ニンジン」！
今年の秋も安曇野やさいスイーツで楽しみましょう。
日

時：１０月７日(土)～１１月５日(日) ※営業時間は各店舗によって異なります。

参加店舗：彩香、あづみ野バザール若松屋、小柴屋、サロン・ド・テ フルーヴ、サン
トゥール ムラカミ、シフォン、トリアノン、(有)松月堂、ベーカリーハウ
スノジリ、ホテルアンビエント安曇野、丸山菓子舗、あったカフェ(新規)、
国営アルプスあづみの公園＆かえでの家(新規)、Dining Bar Sow(新規)

計

14 店舗
内

容：●市内の各店舗で、安曇野産野菜を使ったスイーツを期間限定で販売
●シールラリーの開催
期間中、参加店シールラリーを開催。全 14 店を完走した方には、加盟店で
使える商品券を抽選でプレゼント！
【フェア前日イベント】
・日時：１０月６日(金) １４：００～１８：３０
・場所：安曇野市役所 １階「あったカフェ」
あったカフェと安曇野やさいスイーツプロジェクトの相互ＰＲを目的に、や
さいスイーツの特別先行販売を行います。

問合せ先：安曇野市 商工観光部 観光交流促進課（0263-71-2000）
（ＵＲＬ：www.facebook.com/azumino.yasai.sweets）
≪第 34 回南アルプスふるさと祭り（伊那市）≫
地域の特色を生かし、「食」をメインにした南アルプスふるさと祭り。商工会提供

の長谷鍋(猪鍋)、ローメン、そば、イワナや地場特産品を販売します。
また、地元小学生による『讃歌―長谷』や、中学生による南アルプス太鼓の披露も
あり、大変賑やかなお祭りです。
夜は、毎年好評をいただいている花火大会を開催します。美和の湖にこだまする迫
力ある花火をぜひお楽しみください。
日

時：１０月８日(日) １２時～１９時

会

場：美和湖公園(伊那市長谷黒河内)

入場料：無料
内

容：12:00～ 子ども神輿

16:45～ お宝抽選会(ビンゴ)

12:45～ チアリーディングダンス

17:30～ 長谷太鼓

13:15～ 消防団音楽隊演奏

18:00～ 花火大会

14:20～ ざんざ節・きんにょんにょ節
14:45～ 南アルプス太鼓
15:15～ 南海子マジックショー
15:50～ 『讃歌―長谷』披露
16:05～ よさこい音頭
16:25～ ふるさとはせコンサート
問合せ先：伊那市長谷総合支所高遠長谷商工観光課内 南アルプスふるさと祭り実行委
員会（0265-98-3130）
（ＵＲＬ：http://inashi-kankoukyoukai.jp/）
≪木祖村秋の収穫祭（こだまの森秋の感謝祭）（木祖村）≫
木祖村の秋の味覚がこだまの森に大集合！
地元野菜の販売、キノコ汁の無料配布のほか、木工体験も。
ぜひ木祖村の秋を楽しみにお出かけください！
日

時：１０月８日(日) １０時～１５時

会

場：こだまの森（長野県木曽郡木祖村小木曽 3362）

入場料：駐車場 無料
内

容：木祖村で採れたおいしい野菜が大集合！当日振舞われるキノコ汁は大人気!!
木の実をつかった笛作りや、丸太切り木工体験も開催予定！
その他、
「うんてい選手権」や、今年初となる「施設全体を使った宝探しゲー
ム」を開催予定！

問合せ先：木祖村役場 商工観光課（0264-36-2001）
（ＵＲＬ：http://www.vill.kiso.nagano.jp/kankou/index.html）
≪戸隠そば祭り（長野市）≫
日本三大そばのひとつに数えられる戸隠そば。その歴史は古く、平安時代末期から

栽培されていたと言われています。
戸隠の歴史に触れながら、そばをご堪能ください。
日

時：１０月３０日(月)～１１月２４日(金)

会

場：戸隠神社中社(前夜祭・戸隠蕎麦献納祭)
戸隠そば祭り協力店(半ざる食べ歩き)

内

容：●前夜祭 10 月 30 日(月) 16:30～ 戸隠神社中社広庭
●戸隠蕎麦献納祭 10 月 31 日(火) 9:00～
・献納蕎麦 手打ち式

・召立行列(新そば献納行列)

・蕎麦献納式

など

●半ざる食べ歩き 10 月 31 日(火)～11 月 24 日(金)
各店のそばを食べ比べるチャンス！「半ざる食べ歩き手形」(半ざる券４枚
2,000 円)をご購入いただき、戸隠そば祭り協力店へご持参ください。期間
中半ざるそば(３ボッチ)をご用意しています。
※半ざる食べ歩き手形購入場所：実施そば店、長野市商工会戸隠支所、
戸隠観光案内センター、長野駅前アルピコ交通「戸隠フリーきっぷ」窓
口
問合せ先：長野市商工会戸隠支所（026-254-2541）
（ＵＲＬ：http://sobamatsuri.com）
≪第５回 信州安曇野 新そばと食の感謝祭 農林業まつり（安曇野市）≫
豊かな大地と清らかな安曇野の水が育てた「美味しい安曇野」が大集合！
日

時：１１月４日(土)、５日(日) １０時～１６時

会

場：穂高神社特設会場(北・南神苑及びその周辺)
※このお祭りはそばをメインとして提供するイベントです。そばアレルギー
の方はご注意ください。

内

容：・新そば販売(全店共通メニュー もりそば 500 円)
・地元産食材を使った感謝祭特製「信州サーモン丼」、「安曇野林檎ナポリタ
ン」限定販売
・野菜スイーツの限定販売(今年のテーマはにんじん)
・近隣商工会、地産食材等を使用した食品、加工品の販売
・地元農家、農業関係団体、友好都市、地元高校、大学などによる物産販売
・地酒飲み比べ有料試飲会
・駅前通りで軽トラ市・キッチンカーによるグルメストリートとマルシェ
・４日(土)ＳＢＣラジオ「ともラジ」生放送 12:00～14:00
・安曇野産米、リンゴなどが当たる抽選付スタンプラリーの開催
・安曇野の極上食材を競り落とす「せり市」体験
・各種ステージイベント

etc.

問合せ先：安曇野市商工会（0263-87-9750）

（ＵＲＬ：http://soba.azumino.biz/）

---------------------------------------------------------◇スポーツの秋◇…信州で汗を流そう！
---------------------------------------------------------≪世界かんがい施設遺産登録記念「拾ヶ堰ウォーク」（安曇野市）≫
2016 年 11 月に世界かんがい施設遺産に登録された農業用水路、拾ヶ堰。登録を記
念して、全長 15km を２日間に分けて踏破します。
日

時：前半１０月９日(月・祝) ８時 25 分～12 時 30 分
後半１０月２１日(土) ８時 40 分～12 時 30 分

会

場：前半：ＪＲ大糸線「島内駅」／後半：ＪＲ大糸線「南豊科駅」
島内駅、南豊科駅には駐車場がございませんので、ＪＲ大糸線をご利用くだ
さい。

参加費：1,000 円(１日のみの参加は 700 円)
内

容：■【日程】10 月９日(前半)島内駅 8:25 集合⇒出発 8:40⇒拾ヶ堰頭首工・記
念碑⇒梓川サイフォン⇒アルプス大橋⇒シールドマシーンフェイス⇒高
家公園(休憩)⇒じてんしゃ広場⇒豊科郷土博物館見学⇒解散 12:30
■【日程】10 月 21 日(後半)南豊科駅 8:40 集合⇒出発 8:50⇒じてんしゃ広場
⇒ 中 堀 公 園 ⇒ 上 堀 の 景 観 ⇒ 下 堀 公 園 (休 憩 )⇒ 田 中 道 祖 神 ⇒ 放 水 口 ⇒ 穂 高
駅⇒解散 12:30
※休憩場所では豚汁の振る舞いがあります。
●募集人員：50 名(最少催行人員 20 名)
●参加費に含まれるもの：資料代、入館料、保険代含む
●申込み期限：前半、後半各出発の 10 日前まで

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）
≪小海町紅葉ウォーク（小海町）≫
松原湖(標高 1,123m)とは猪名湖、大月湖、長湖の総称。満々と水をたたえる神秘的
な湖は、赤松、白樺など美しい樹木に抱かれています。
松原湖高原の美しい紅葉の中で自然を満喫できる、健康ウォークに参加してみませ
んか？松原湖高原スケートセンターではお祭り広場も開催していますよ！
日

時：１０月１５日(日) ９時～１５時

会

場：松原湖高原スケートセンター（駐車場：松原湖高原スケートセンター）
※スタート・ゴールは松原湖高原スケートセンターとなります。

参加費：1,000 円

中学生以下無料

内

容：●イベント概要
Ａコース：松原湖と史跡めぐりの紅葉コース ８km
Ｂコース：松原城跡コース ８km
受付９時

出発式９時 40 分

出発 10 時

雨天決行

●平成 29 年 10 月６日(金)までに参加料を添えて申し込みください。
当日受付参加も可能です。
問合せ先：小海町産業建設課（0267-92-2525）
（ＵＲＬ：http://www.koumi-town.jp）
≪紅葉と絶景を満喫！米子大瀑布ハイキング（須坂市）≫
米子大瀑布は「日本の滝百選」に選定されており、米子瀑布群は「国の名勝」に指
定されています。
滝のマイナスイオンを浴びながら、色づく木の葉や滝の絶景をお楽しみください。
日

時：１０月２１日(土) ９時３０分～１４時４５分

会

場：※集合場所＝湯っ蔵んど

※集合＝９時１０分

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。
参加費：2,000 円(おやき、旬の果物、湯っ蔵んどから米子大瀑布駐車場までの往復シ
ャトルバス代 1,300 円含)
内

容：【定員】40 名
【歩程】３km(約３時間)
【持ち物】お弁当や飲み物、雨具等
【募集締め切り日】10 月 20 日(金) ※定員に達し次第、締め切り
【コース】湯っ蔵んど 9:30＝〔シャトルバス〕＝10:20 駐車場…米子不動尊・
奥之院…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)…13:40 駐車場 13:55＝〔シャトルバ
ス〕＝湯っ蔵んど 14:45
※須坂駅から湯っ蔵んどまでの路線バス運行：片道 350 円＜行き＞
須坂駅９時発…湯っ蔵んど９時 17 分着＜帰り＞湯っ蔵んど 15 時
40 分発…須坂駅着 16 時３分着

問合せ先：須坂市観光協会（026-215-2225）
（ＵＲＬ：http://www.suzaka-kankokyokai.jp/）
≪第５回山ノ内町観光大使杯 三遊亭円楽ゲートボール大会（山ノ内町）≫
山ノ内町観光大使「三遊亭円楽」師匠の名を冠したゲートボール大会を開催。
円楽一門チームとの真剣勝負と寄席の集いをお楽しみください！
日

時：１０月２４日(火)～２５日(水)

会

場：ゲートボール大会：山ノ内町やまびこ広場

寄席の集い：山ノ内町文化センター
参加費：［参加費］１チーム：5,000 円（宿泊費は別途必要）
内

容：■山ノ内町に宿泊するお客様限定です。
◇ゲートボール大会：８時開始
◇寄席の集い：19 時開始
※開始時刻は変更になる場合があります。
≪参加申込み≫
◆申込み方法：実行委員会事務局にお問合わせいただくか、ＵＲＬより参加
申込書をプリントアウトし、必要事項をご記入の上、参加料を添えて事務
局へ郵送してください。
◆申込み先：山ノ内町観光大使杯三遊亭円楽ゲートボール大会実行委員会事
務局（山ノ内町役場観光商工課内）まで

問合せ先：山ノ内町観光大使杯 三遊亭円楽ゲートボール大会実行委員会事務局（山ノ
内町観光商工課内）（0269-33-1107）
（ＵＲＬ：http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/kankou-event.html）
≪第２回 OMACHI ロゲイニング（大町市）≫
ロゲイニングとは、スタート直前に配られる地図を見て、決められた地点(コントロ
ールと言います)を巡るイベント(競技)です。
本気で高得点を目指すアスリートから、家族や仲間で楽しくワイワイ散策がてらに
楽しもうという方まで、皆様に楽しんでもらえる地図読みイベント(競技)です。
日

時：１１月３日(金) １０時～１６時３０分

会

場：集合場所：大町商工会議所

参加費：一般 3,000 円／１名、大学生以下 1,000 円／１名
内

容：【競技】ロゲイニング

制限時間：３時間、５時間

【参加資格】・16 歳以上の健康な男女で、大会規約に同意いただける方。
・家族チームに限り、小中学生が参加できます。
・家族チーム／(男女)混合チーム／女子チーム／男子チーム／男
女ソロで参加できます。
※事前エントリーが必要です。
https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/71100
問合せ先：大町市観光協会(OMACHI ロゲイニング専用デスク)（050-3555-4906）
（ＵＲＬ：https://omachi-rogaining.jimdo.com/）

---------------------------------------------------------♪芸術の秋♪…信州で心豊かに！

---------------------------------------------------------≪山室眞二のじゃがいもデ版画展（原村）≫
山室眞二氏は、いも版画ならではのしっとりとした質感とその手軽さに魅了されて、
30 年以上にわたってじゃがいもで版画を制作してきました。
掌ほどの大きさの紙片の中に広がる、山室眞二氏の豊かな世界をこの機会にご覧く
ださい。
日

時：１０月７日(土)～１１月２６日(日) ９時～１７時（最終入館１６時３０分）

会

場：八ヶ岳美術館(原村歴史民俗資料館)

入館料：大人(高校生以上)510 円、小中学生 250 円
内

容：▼展示内容
・山室眞二氏のいも版画作品約 80 点、挿画／装幀本、創作本など約 10 点
を展示。
・山室眞二氏の展覧会を美術館で開催するのは初めてとなります。
▼会期中イベント
ワークショップ「山室眞二のいも版画教室」
日時：①10 月 14 日(土)14:00～16:00 ②11 月 12 日(日)14:00～16:00
内容：山室眞二氏の下絵をもとに、一緒にいも版画を作ります。
講師：山室眞二氏
定員：各回 15 名

※要予約

参加料：1,000 円(入館料別途)
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）
≪第 31 回全国日曜画家展中部日本展（木祖村）≫
関東・東海地区を中心に、全国の日曜画家の作品が信州木祖村に集まります。
木祖村の紅葉とともに、秋の芸術作品を楽しみにお出かけください。
日

時：１０月７日(土)～１５日(日) ９時～１７時

会

場：木祖村社会体育館(長野県木曽郡木祖村薮原 1191-1)

※最終日は９時～１６時

入場料：無料
内

容：全国の日曜画家の作品展覧会です。今年も、長野県知事賞、木祖村長賞をは
じめ、新聞社、テレビ放送会社・企業を含む多くの賞の作品が展示されます。
また、第 1 回からの歴代特賞、知事賞も展示予定。
木曽美術会の展覧会も同時開催します。
７日には審査員の先生によるギャラリートークを開催(参加費無料)。
木曽の紅葉を楽しみながら、秋の芸術に触れてみてはいかがでしょうか？

問合せ先：やぶはら高原イベント実行委員会（0264-36-2766）

（ＵＲＬ：http://www.vill.kiso.nagano.jp/kankou/index.html）
≪木曽漆器 体験まつり（塩尻市）≫
紅葉のシーズンに漆器と秋の味覚を楽しんでみませんか？
今年も、特産の漆器の売出し、スプーン研ぎの漆体験、工房見学など、お一人でも
ご家族とでもお楽しみいただける内容が盛りだくさん！
キノコ汁の振る舞い(無料)もあります！
日

時：１０月１５日(日) ９時～１６時

会

場：塩尻市木曽平沢地区
※駐車場は木曽漆器館、楢川公民館、道の駅「木曽ならかわ」にご用意して
おります。

料

金：入場料無料(一部体験は有料)

内

容：・木曽漆器伝統工芸士会と木曽漆器生産者組合の出店
・木曽漆器館の無料開放
・スプーン研ぎ体験 ※先着 200 名(参加費 2,000 円)お買い物券 1,000 円分付
・テーブルウエアコーディネート
・箸の絵付け体験 ※小学生限定 先着 30 名無料
・工房見学(木曽漆器の製造工程など)
・キノコ汁の振る舞い
・その他イベント開催予定！
※各種体験は、当日、木曽平沢中町の受付にてご予約ください（事前予約な
し）

問合せ先：木曽漆器工業協同組合（0264-34-2113）
（ＵＲＬ：http://shikki-shukuba.shiojiri.com）

---------------------------------------------------------☆行楽(イベント)の秋☆…信州を楽しみつくそう！
---------------------------------------------------------≪Outdoor park（安曇野市）≫
コスモスが咲き誇る園内で、昨年好評だったアウトレットマーケットを拡大すると
ともにアクティビティイベントを充実。アウトドアを思いっきり楽しめるイベントを
開催！
また、「ロープで木登り ツリーイング体験」に協力いただいているツリーマスター
クライミングアカデミーの全国大会を、一般来園者参加型で開催。
日

時：９月３０日(土)～１０月９日(月)の土日祝 ９時半～１７時

会

場：国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区

駐車場 1,000 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 9/30・10/1 は無料入
園日
内

容：【9/30・10/1 無料入園日】
◎アウトドアマーケット＆展示
◎バンジートランポリン＆ウォーターボール＆エアスライダー
◎スラックライン教室＆デモンストレーション(無料)
◎ハンモックリフレ アウトドアマッサージ教室
◎エアホイール体験試乗会
◎ラジコン遊び(無料)
◎パークヨガ教室(無料)
◎レザークラフト、ネイチャークラフト体験
【10/7～9】
◎ツリーイング教室・Ｔ－１グランプリ
◎チェーンソーカービング実演＆体験
◎ふれあい動物園(無料)

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）
≪信州デスティネーションキャンペーンサンクスイベント 南佐久小海線まつり in 佐
久穂 with 小さなジャズフェスティバル（佐久穂町）≫
３回目となる南佐久小海線まつり。今年は佐久穂町八千穂駅周辺で開催します。
黒澤酒造「酒蔵開放」やジャズフェスティバルも共催！
日

時：１０月１日(日) １１時～１６時

会

場：ＪＲ小海線「八千穂駅」周辺

入場料：無料(一部有料)
内

容：●イベント概要
11:00 開会
11:30～16:00
歩行者天国
ステージイベント・１日駅長・特産品販売開始・ミニＳＬ・フワフワ・
酒蔵開放・コノマチ展示・大栄建設お客様感謝祭
12:00～12:40 たかとんぼ無料コンサートその１
13:00～13:40 たかとんぼ無料コンサートその２
14:00～14:45 美術館有料コンサート(一般 1,000 円・大学生以下 500
円)
16:00 小 さ な ジャ ズ フ ェ ステ ィ バ ル(メ イ ン コ ンサ ー ト )茂 来 館 メ リ アホ

ール

一般 3,000 円 大学生以下 2,000 円(前売 一般 2,500 円 大学生以下

1,500 円)
問合せ先：佐久穂町役場 産業振興課（0267-88-3956）
（ＵＲＬ：https://yachiho-kogen.jp/）
≪高遠「しんわの丘ローズガーデン」秋のバラ祭り（伊那市）≫
高遠「しんわの丘ローズガーデン」は、遠くに中央アルプス、眼下に高遠町の街並
みを望む、自然と調和した公園です。休憩施設と展望デッキをそなえ、スロープもあ
りますので、車イスでも散策が楽しめます。
澄み切った秋空の下、華麗に咲くバラと、その香りに包まれながら散策をお楽しみ
ください。
日

時：１０月７日(土)～９日(月・祝) ９時～１６時

会

場：高遠「しんわの丘ローズガーデン」
（ペット入園可：リードを１ｍ程度に短くし、フンは飼い主の責任で始末を
お願い致します）

入場料：無料
内

容：▼麓のバラ茶屋(１０時～１５時)
▼バラの育て方なんでも相談など
イベント内容は変更になることがあります。

問合せ先：高遠「しんわの丘ローズガーデン」秋のバラ祭り実行委員会事務局
（0265-94-2556）
（ＵＲＬ：http://inashi-kankoukyoukai.jp/）
≪クラシックカーイベント La Festa Mille Miglia 2017（木島平村）≫
La Festa Mille Miglia 2017 は、約 1,200 ㎞に及ぶ、一般道を舞台とするクラシッ
クカーの大会です。21 回目となる今大会は 10 月 13 日から 10 月 16 日の４日間で行わ
れ、木島平村は 10 月 14 日に通過、パフォーマンスなどを行います。約 110 台の車両
が走行し、堺正章さんら著名人も多数参加予定！
日

時：１０月１４日(土) １１時４０分～１４時３０分

会

場：道の駅 FARMUS 木島平、木島平やまびこの丘公園

入場料：無料
内

容：●11:40～道の駅 FARMUS 木島平にクラシックカー全車集合
●12:30～木島平やまびこの丘公園にてパフォーマンス走行

問合せ先：木島平村産業課商工観光係（0269-82-3111）
（ＵＲＬ：http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/）
≪もみじ湖ライトアップ（箕輪町）≫

もみじの回廊を幻想的に照らし出す「もみじ湖ライトアップ」。
清流と、湖畔を染める 1 万本のもみじが楽しめるもみじ湖の近くの末広広場周辺で、
もみじの並木道をライトアップします。夜空と紅葉の競演をぜひご覧ください。
日

時：１０月１４日(土)～１１月１２日(日) 日没～午後９時（＊予定）

会

場：もみじ湖 末広広場
駐車場 無料(末広広場内・竹の尾前にあり)
昼間を中心に、地元のお土産や農産物を販売する売店が出店予定
＊夜間の冷え込みが予想されます。温かい服装でお越しください。

内

容：もみじ湖の近くの末広広場で、ライトアップしたもみじの並木道を散策でき
ます。

問合せ先：箕輪町観光協会（0265-79-3111(内線 15)）
（ＵＲＬ：https://www.minowa-town.jp/もみじ湖/）
≪秋の移住者交流 BBQ と物件見学ツアー（茅野市）≫
茅野市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、今回の昼食は、移住者交流コミュニティ「楽ちの倶楽部」主催の BBQ！先
輩移住者と交流するチャンスです。尖石縄文考古館周辺に広がる縄文の森散策も楽し
めます！
日

時：１０月２１日(土) １０時集合～１７時解散

会

場：茅野市内(集合場所：茅野市役所)

参加費：昼食費 1,500 円(ご自宅から集合場所までの往復交通費は参加者負担です)
内

容：≪スケジュール≫
・10:00 開会式
・10:15 移住セミナー
・11:00 物件見学
・12:00 移住者交流 BBQ、縄文の森散策、考古館見学
・14:00 物件見学
・17:00 市役所帰庁・解散～希望者は個別相談
※セミナー終了後～17:00 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(10 月 15 日締切)。お申し込みはホームペー
ジで受け付けています。

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）
≪名瀑 幻の滝「樽滝」（木島平村）≫
毎年２回しか姿を現さない幻の滝「樽滝」。高さ 50ｍの岩盤から落水する水しぶき
と見事な紅葉のコントラストは圧巻の一言。
皆さんもぜひ体感してみてください！
日

時：１０月２２日(日) ８時３０分～１６時

会

場：木島平村 樽滝

入場料：無料
内

容：●樽滝の放流
●たかやしろ振興会 樽滝まつり
名水火口そばや新米おにぎり、そばすいとん、きのこ汁の振る舞いや山菜お
こわ、地元野菜などの販売があります。

問合せ先：木島平村産業課商工観光係（0269-82-3111）
（ＵＲＬ：http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/）
≪第 30 回信州須坂大菊花展 菊まつり（須坂市）≫
須坂の秋の風物詩であり、秋を彩る恒例イベント！
大作り菊や懸崖作りなど、500 鉢余りの見事な菊が会場を埋め尽くし、圧倒的な菊
庭園やユニークな造形菊に目を奪われてしまいます。
丹精こめて育てられた菊をぜひご覧ください！
日

時：１０月２５日(水)～１１月１２日(日) 正午～

会

場：臥竜公園特設菊花展会場

内

容：【出展作品(予定)】
○福助菊(頭でっかちの福助を連想させる菊)
○懸崖菊(崖から滝が流れ落ちるように仕立てる)
○千輪咲き(１株の苗を何回か摘心、100～500 個の花が咲く)
○大作り菊(１株から数十本の大輪の花が咲く)
○９鉢花壇(９鉢すべて異なる品種で構成された花壇)

など

問合せ先：信州須坂大菊花展実行委員会(事務局)商業観光課（026-248-9005）
（ＵＲＬ：http://www.city.suzaka.nagano.jp/enjoy/kankou/kikkaten/）
≪北八ヶ岳・小海 星と自然のフェスタ 2017（小海町）≫
天文マニアの間で、日本有数の美しい星空が見えると言われている小海町で、初め
てとなる星のイベントを開催します！
日

時：１０月２８日(土)１０時から２９日(日)１５時まで

会

場：小海リエックスホテル特設会場

駐車場：小海リエックス駐車場

入場料：無料(一部の講座で有料あり)
内

容：●イベント概要
・飯島裕氏、田中千秋氏、田中雅美氏による講座。
・カメラ・望遠鏡など、出展企業による無料講習会と最新機材の展示・撮
影会、アウトレット品の販売。
・早朝ウォーキングで野鳥観察と撮影会。
・地元食材提供の飲食ブース、高原野菜出張販売など多彩なプログラム。
・両日開催の豪華景品付きお楽しみ大抽選会、フィナーレは全員参加大じ
ゃんけん大会。

問合せ先：小海町産業建設課（0267-92-2525）
（ＵＲＬ：http://www.koumi-town.jp）
≪第６回 いいちゃん産業祭り（飯島町）≫
飯島町の魅力を町内外に発信する一大イベントとして例年行われている「いいちゃ
ん産業祭り」が、今年も開催されます。斑鳩町・鳥羽市・観光協会による物産展のほ
か、例年大人気のスタンプラリーも行います。
楽しい企画が盛りだくさんですので、ぜひご来場ください！
日

時：１０月２８日(土) ９時～１６時、２９日(日) ９時～１５時

会

場：ＪＡ上伊那飯島支所、飯島町商工会周辺

内

容：スタンプラリー
演芸大会
農産物品評会
資材・販売コーナー
自動車展示販売会
体験コーナー
フリーマーケット

ほか

問合せ先：飯島町産業振興課商工観光係（0265-86-3111）
≪安曇野スタイル２０１７（安曇野市）≫
安曇野には、モノづくりや文化的活動を行っている人たちがたくさん暮らしており、
その活動を支える催しや文化施設なども多数点在しています。
安曇野に暮らす個性豊かな「人」が集まることによって成り立つ安曇野スタイルも
その活動を支える一つです。13 回目の今年も、安曇野の魅力を伝えるべく、多くの文
化人が参加しております。
安曇野を巡り、人に出会い、日々を素敵に彩るひとときを見つけに、ぜひ「安曇野
スタイル 2017」へお出かけください！
日

時：１１月２日(木)～５日(日) ※時間は会場ごとに異なります。

会

場：安曇野(安曇野市・池田町・松川村)
（回遊型の催しのため、会場数は複数に及びます）

入場料：無料会場が多いですが、一部有料の会場もあります。
内

容：
「安曇野スタイル」は、４日間の期間中、会場を自由にめぐる回遊型の催しで
す。
「 計画を立ててめぐる」、
「 訪ねた会場で次のおすすめ会場を教えてもらう」、
「安曇野散策をしながら気ままにめぐる」など、あなたのスタイルで自由に
安曇野をお楽しみください。
【内容】
▼特別展示▼工房公開▼ワークショップ▼子供向けの企画など、各会場で
個性豊かな催しが盛りだくさん！
※場所や時間等の詳細につきましては、安曇野スタイルホームページ、また
は安曇野市観光情報センターや各会場で配布している「公式ガイドマップ」
をご覧ください。

問合せ先：安曇野スタイル 2017 運営委員会（090-5562-1009）
（ＵＲＬ：http://www.azumino-style.com/）

※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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【５】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
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◇ショップ（１階）◇
【今月のショップおすすめ】
長野県生まれのリンゴの新品種「シナノピッコロ」。丸かじりにちょうどよい、手の
ひらサイズのかわいいリンゴです。小さいけれど、果肉がしっかりしていて食べごた
えあり。
長野県産果実のフルーツリレーはまだまだ続きます。シナノピッコロに続き、様々
な品種のリンゴが入荷予定。信州の秋の味わいをお楽しみに!!
【今月のおすすめ日本酒】
あっという間に９月が終わろうとしています。
10 月 4 日は「中秋の名月」（十五夜）ですね。忙しい毎日でも、月夜を見上げてほ
っとすることも必要かもしれませんね。

今回は、９月９日に一斉解禁された「ひやおろし」から選りすぐりをご紹介いたし
ます。
皆様、
「ひやおろし」をご存知でしょうか？早春に絞られたお酒を一夏越して、熟成
しまろやかな味わいになった時に、そのまま出荷するのが「ひやおろし」。
旨味たっぷりの円熟の味わいといっても過言ではないお酒です。
今年も銀座ＮＡＧＡＮＯには県内 32 蔵から 51 銘柄が届きました。こんなに揃えて
いるのは全国でも銀座ＮＡＧＡＮＯだけ！

どのお酒も好評で、すでに蔵元では完売

してしまった品や、県外では銀座ＮＡＧＡＮＯでのみ販売などレア品もチラホラ。
今回はその中でもお勧めのお酒を２銘柄ご紹介。
・木曽路
720ml

特別純米

ひやおろし

大寒仕込み

湯川酒造店（木祖村）

1,500 円（税別）

信州の秋の豊かな食材に合うよう、酒米を２種類使い分け「ふくよかで飽きの来な
い味わい」に。口当たりはしっかりとふっくらな旨味が広がりますが、余韻は軽やか。
何度も呑みたくなるお酒です。ぜひ常温でお試しください。
・北光正宗
720ml

特別純米

ひやおろし

生一本原酒

角口酒造店（飯山市）

1,600 円（税別）

銀座ＮＡＧＡＮＯ地酒アワード第１位の蔵のひやおろし。独自の製法でわずかにシ
ュワシュワしているお酒です。
ひやおろしがシュワシュワしてるなんて!!
シュワシュワでフレッシュな印象で飲み始めると、熟成したお酒の持つお米の旨味
が口内に押し寄せます。でものど越しはスッキリ。絶妙なバランスでついつい盃を重
ねてしまいます。
よく冷やしてお飲み頂くと、より美味しく味わえます。
そのほかにも、まだまだご紹介したいお酒がたくさん。ぜひ銀座ＮＡＧＡＮＯで選
ぶ楽しみも一緒に味わってください。
【今月のおすすめワイン】
・いにしぇの里葡萄酒のワイン
メルロー2016、シャルドネ 2016

各 3,240 円［各６本限定販売］

メルローは渋味が強すぎず食事に合わせやすい１本。シャルドネは果実味を重視し
あっさりした味わいに仕上げています。ラベルの“冬春夏秋のぶどうの木”は、真冬
の剪定からはじまり、実りの秋に通じることを意味しているそう。

◇イベントスペース（２階）◇
長野県への移住をお考えの方に、転職・就業や創業でのポイントなどを、事例を交
えながらお伝えいたします。
10月15日（日）
・10:40～12:20

信州「後継者募集」セミナー（予約優先、定員30名）

・13:15～14:45

行こう！戻ろう！信州へ。長野県U・Iターン転職セミナー（予約優

先、定員40名）
・15:30～17:30 「ナガノdeカイゴ」信州の福祉・介護の仕事合同説明会（予約優先、
定員30名）
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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【６】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）
---------------------------------≪千秋楽で幕内 100 勝達成！御嶽海情報≫
９月２４日(日)の大相撲秋場所千秋楽で、東関脇の御嶽海（上松町出身）は西関脇
の嘉風を破り、８勝７敗で５場所連続の勝ち越しを決めました。
これで幕内通算 100 勝を達成した御嶽海。１１月１２日からの九州場所での更なる
活躍に期待しましょう。
≪疾風怒涛！Ｊ２松本山雅ＦＣ≫
第３４節まで終了

＜２２チーム中６位＞

１６勝７分１１敗

８月末から４連勝と波に乗っていた松本山雅ですが、第３４節ではレノファ山口Ｆ
Ｃに２－３で敗れ、惜しくも５連勝を逃してしまいました。
次節では、９月３０日（土）に、水戸ホーリーホックとアウェーで対戦します。皆
様の熱い声援をお願いします！
【松本山雅ＦＣ】http://www.yamaga-fc.com/
≪堅忍不抜！Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ≫
第２４節まで終了

１０勝８分５敗

＜１７チーム中５位＞

第２４節ではホームでガンバ大阪Ｕ－２３と対戦。３－０で勝利しました！
次節では、１０月１日(日)に、福島ユナイテッド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/
≪捲土重来！ＡＣ長野パルセイロ・レディース≫
第１６節まで終了

５勝４分７敗

＜１０チーム中７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１６節でちふれＡＳ
エルフェン埼玉と対戦し１－２で敗退。
次節では９月３０日(土)にホームでノジマステラ神奈川相模原と対戦します。８月
に入ってから１分５敗と勝てない日々が続いていますが、嫌な流れを断ち切れるよう、
皆様のご声援をお願いします！
【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/
≪祝初地区優勝！信濃グランセローズ≫
後期全試合（３６試合）終了

２６勝１０敗＜西地区５チーム中１位＞

後期を２６勝１０敗の好成績で終えて西地区優勝を果たしたグランセローズは、地
区チャンピオンシップで前期優勝の富山サンダーバーズと対戦。９月１６日(土)の第
１戦、１８日(月)の第２戦と連勝し、見事地区優勝を果たしました！！！
現在、２３日(土)開幕のＢＣリーグチャンピオンシップで、東地区優勝の群馬ダイ
ヤモンドペガサスとリーグ優勝を懸けて戦っているグランセローズ。第２戦まで終え
て１勝１敗と互角の戦い。栄光の頂点を目指し、頑張れ、グランセローズ！！！！！
【信濃グランセローズ】http://www.grandserows.co.jp/
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【編集後記】
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「食欲の秋」「スポーツの秋」「芸術の秋」「行楽の秋」等々、いろいろな呼ばれ方
が定着している秋ですが、
「○○の秋」ばかりで、他の季節バージョンがないのはなぜ
でしょう？ちょっと不思議な感じがします。春夏秋冬それぞれに美味しいものも美し
いものもあるのに……。
学問的な考察は専門家に譲るとして、暑過ぎず寒過ぎない気候はそぞろ歩きに優し
く、秋の夜長は心静かに芸術を楽しむのにピッタリな気がします。春は始まりの季節
で何となく心ぜわしいものですが、しっとりと落ち着いた秋には心置きなく物事に挑
戦できそうな雰囲気もあります。（あくまで私見ですが……。）
都心でも秋の風を感じられるようになってきましたが、信州では秋の色に染まり始
めた地域もあります。これからが秋本番。心穏やかに、じっくりと、信州の味わい深

く美しい秋を味わってみてはいかがでしょうか？
---------------------------------------------------------------------------／＼
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「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
----------------------------------------------------------------------------

