■------------------------------------------------------------------------■
長野県東京事務所発『信州通信』５月号
～必見！春から初夏のイベント情報満載号～

２０１８年４月２７日（金）

■------------------------------------------------------------------------■
今年の春はいつになくせっかちな気がします。あっという間に桜が散り、あっとい
う間に夏日を迎え、あっという間に上着が邪魔になり……。この調子で行くと、あっ
という間に夏が過ぎ、秋が過ぎ、１年が過ぎ、干支が巡り、時流が巡って、玉手箱を
開けてしまった浦島太郎になってしまうのではと心配になったりもします。
夏の訪れを感じさせるイベント情報満載の『信州通信』５月号。ぜひお楽しみくだ
さい！
【１】長野県のトピックス
【２】信州イベント情報
【３】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
【４】信州スポーツ情報
【５】東京事務所のメンバー紹介
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【１】長野県のトピックス
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---------------------------------------------------□「Ｇ20 関係閣僚会合長野県推進本部」を設置 □
---------------------------------------------------2019 年に長野県軽井沢町で開催されるＧ20 関係閣僚会合(※)の円滑な実施に向け
て全庁的な連携を図るため、４月 20 日(金)に、「Ｇ20 関係閣僚会合長野県推進本部」
を長野県庁内に設置しました。
※Ｇ20 関係閣僚会合：2019 年大阪府で開催されるＧ20 サミットにあわせて開催される
「持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合」
※Ｇ20 とは：フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、ＥＵ、
アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、中国、インド、インドネシア、メキシコ、
韓国、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコの 20 か国

---------------------------------------------------_／~＼ 春山の山岳遭難に注意！ ／~＼_
---------------------------------------------------大型連休を目前に控えていよいよ春の登山シーズンが本格化しますが、毎年多くの

山岳遭難が発生するゴールデンウィークを中心として、
「春山の山岳遭難防止対策」を
実施します。登山など計画されている皆様、山岳遭難には十分ご注意ください！
実施期間：４月から６月まで
〔集中啓発期間：４月 27 日(金)～５月６日(日)の 10 日間〕
対 象 者：・登山者（バックカントリースキーを含む）
・山菜取りなどで里山を楽しまれる方
主な実施内容：(1)山際での直接啓発活動
(2)全国に対する広報・周知
(3)県内への広報・周知
【詳しくはこちら⇒】
https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/happyou/180420press.html
---------------------------------------------------開催迫る！◇ ２０１８長野の酒メッセ ◇
---------------------------------------------------長野県内の酒造メーカー約６０社の５００種類にのぼる清酒の試飲・展示や「長野
県原産地呼称管理制度」認定酒きき酒会などが行われます。
先着 1,500 名に“信州産びん詰なめ茸”のプレゼントも！
日

時：５月９日（水）16 時 30 分～20 時

会

場：グランドプリンスホテル高輪

地下１階プリンスルーム

入場料：2,000 円
【詳しくはこちら⇒】http://www.nagano-sake.or.jp/topics/
---------------------------------------------------バスで行く！
○ 信州・飛騨高山・富山

物産と観光展 ○

---------------------------------------------------さまざまな信州の名産品を取り揃えるほか、長野県スペシャルデーでは各種催しも
お楽しみいただけます！
日

時：５月 10 日(木)～15 日(火)

会

場：京王百貨店 新宿店 ７階大催事場

<長野県スペシャルデー>
12 日(土)：諏訪エリアスペシャル（御諏訪太鼓の演奏など）
15 日(火)：大町エリアスペシャル（佐々成政おもてなし武将隊による演武など）
【京王百貨店新宿店⇒】https://www.keionet.com/info/shinjuku/
----------------------------------------------------

☆ 『信濃の国』県歌制定 50 周年 ☆
---------------------------------------------------昭和 43 年５月 20 日に『信濃の国』が県歌に制定されてから、今年で 50 年。長き
にわたって歌い継がれてきた県歌を次の世代、そのまた次の世代へと受け継いでいく
ため、様々なイベントを計画しておりますので、乞うご期待！
【県歌「信濃の国」】
https://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kensei/gaiyo/shoukai/kenka.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【２】信州イベント情報
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≪Spring Festa 2018 ～チューリップ・ナノハナまつり～（安曇野市）≫
500 万本の菜の花畑に、色とりどり 95 品種 24 万本のチューリップ畑。300 匹の鯉
のぼりが北アルプスの風に吹かれて泳ぎます！
日

時：４月 21 日(土)～５月 20 日(日)

会

場：国営アルプスあづみの公園

９時 30 分～17 時

堀金・穂高地区

入場料：大人 450 円(65 歳以上 210 円)、中学生以下無料、
２日間通し券／大人 500 円(65 歳以上 250 円)

※駐車場 1,000 台無料

【Spring Festa 2018】http://www.azumino-koen.jp/new/files/news_file_1554.pdf
≪北アルプスの絶景を眺める白馬岩岳マウンテンリゾート（白馬村）≫
春の白馬岩岳マウンテンリゾートでは、
「白馬岩岳ＭＴＢパーク」が一部オープン。
岩岳山頂エリアでは、春を探しながら残雪のねずこの森を歩く「ガイドツアー」や雪
上を滑るスノーチュービング、家族連れが楽しめるアクティビティー、夜には「天空
の天体ショー」や「流星群観察会」も開催。
日

会

時：春期

４月 28 日(土)～５月６日(日)・５月～６月毎週土日

夏期

６月 30 日(土)～８月 26 日(日)

秋期

９月毎週土日祝日・９月 22 日(土)～11 月４日(日)

場：白馬岩岳マウンテンリゾート

入場料：大人 1,800 円

小児 1,000 円（ゴンドラリフト往復乗車含む）

【白馬岩岳マウンテンリゾート】
http://www.nsd-hakuba.jp/green/iwatake/iwatake.html
≪第 14 回あづみの公園 早春賦音楽祭（安曇野市）≫
日本の春の代表的唱歌『早春賦』。豊かな自然に抱かれた新緑の北アルプスの麓、
国営アルプスあづみの公園(堀金・穂高地区)を会場に、今年で 14 回目となる早春賦音
楽祭が開催されます。

日

時：５月４日(金・祝) 10 時～16 時

※公園開園時間 9:30～17:00

会

場：国営アルプスあづみの公園(堀金・穂高地区) 特設ステージ

入場料：無料(無料開園日)
【第 14 回あづみの公園早春賦音楽祭】
http://www.azumino-koen.jp/pickup/files/pickup_file_924.pdf
≪名瀑 幻の滝「樽滝」春の巻（木島平村）≫
年に２回しか姿を現さないことから幻の滝と言われている「樽滝」。高さ 50m の岩
盤を流れ落ちる滝はとても美しく、アマチュアカメラマンの皆さんで大変賑わいます。
８時 30 分～16 時

日

時：５月８日(火)

会

場：木島平村 国道 403 号沿い 滝見橋付近
（※当日、駐車場は路上駐車となりますので、係員の指示に従って下さい）

【名瀑 幻の滝「樽滝」】
http://www.kanko-kijimadaira.com/modules/pico/index.php?content_id=70
≪絶景の千畳敷カール＆ナイトロープウェイツアー（駒ヶ根市）≫
日本一高い駅「千畳敷駅」を降りれば、中央アルプス千畳敷カールの絶景が広がり
ます！絶景＋南アルプスの夕焼け、そして幻想的な星空が見られるチャンスです！
運行日：５月 11 日(金)・12 日(土)・13 日(日)・14 日(月)・15 日(火)・19 日(土)・
20 日(日)、６月１日(金)・２日(土)・３日(日)
会

場：中央アルプス千畳敷カール

17 時～21 時 30 分頃

ホテル千畳敷周辺

参加費：早太郎温泉郷宿泊者対象
【絶景の千畳敷カール＆ナイトロープウェイツアー】
http://www.kankou-komagane.com/news/index2.php?id=838
≪安曇野シャルソン 2018（安曇野市）≫
シャルソンとは、ゴールの場所と時間が決まっているだけでコースなし！どこへ行
ってもＯＫの新しいマラソン大会です。出会い・体験・面白さが勝負！
日

時：５月 13 日(日) ９時～19 時

会

場：安曇野会場
・受付地：Azumino Coworking（安曇野コワーキングスペース）
・スタート地：各自設定（受付を済ませて）
・ゴール地：信州 安曇野 ほりでーゆ～四季の郷（ゴール後温泉に入って汗
を流せます）

参加費：5,500 円（Ｔシャツ代＋パーティー代込）
【安曇野シャルソン 2018】https://www.facebook.com/azuminocialthon

≪みはらし五月まつり（伊那市）≫
お馴染みの「きのこ汁大盤振る舞い」「地元産コシヒカリ争奪大輪投げ大会」「福足
し抽選会」ほかイベントや物販が盛りだくさん！
日

時：５月 20 日(日) ９時～16 時

会

場：はびろ農業公園 みはらしファーム

【みはらしファーム】http://miharashi-farm.com
≪春の八ヶ岳物件見学ツアー（茅野市）≫
信州八ヶ岳の麓、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、おすすめ物件を見学できる人気の日帰りツアーです！
日

時：５月 26 日(土) 10 時集合～17 時解散（解散後、希望者は個別相談）

会

場：茅野市内（集合場所：茅野市役所）

参加費：昼食費 1,500 円 ※集合場所までの往復交通費は参加者負担です。
【春の八ヶ岳物件見学ツアー】http://rakuc.net/eventinfo/2018/10310/
≪第 52 回貞逸祭・白馬連峰開山祭（白馬村）≫
北アルプス白馬連峰の山開きを告げる歴史ある山岳イベント。
地元ガイド「白馬山案内人組合」と白馬大雪渓まで行くトレッキングツアー(有料)
と残雪の白馬三山を縦走する中上級者限定の白馬三山縦走登山ツアーをあわせて開催。
日

時：５月 26 日(土) 貞逸祭・大雪渓トレッキングツアー ７時 30 分～８時 15 分(受
付)
５ 月 26 日 (土 )～ 27 日 (日 ) 白 馬 三 山 縦 走 登 山 ツ ア ー １ 泊 ２ 日 (中 上 級 者 限
定！)

会

場：白馬村猿倉駐車場(白馬岳登山口)

参加費：◇ 大雪渓トレッキングツアー １名 1,000 円（小学生以下無料）
◇ 貞逸祭特別記念!! 白馬三山縦走登山ツアー １泊２日 24,000 円
【第 52 回貞逸祭・白馬連峰開山祭】
http://www.vill.hakuba.nagano.jp/privilege/kaizansai/index.html
≪第 61 回針ノ木岳慎太郎祭(夏山開き)（大町市）≫
日本の近代登山の先駆者として語り継がれる百瀬慎太郎の業績を讃え、夏山シーズ
ンの開山祭を兼ねて針ノ木大雪渓で祭典、記念登山や植物観察を行います。
日

程：６月３日(日)（小雨決行）祭典：９時 30 分～

会

場：受付：アルペンルート扇沢駅前(車両ゲート寄り扇沢駅看板前) 7:15～7:55
※時間厳守・当日受付

参加費：2,000 円(保険料・記念バッジ・山の歌集・おしるこ含む)
【第 61 回針ノ木岳慎太郎祭(夏山開き)】

http://www.kanko-omachi.gr.jp/info/2018/03/61.php
≪秘境 岩洲山 ～歴史とロマンを訪ねて～（安曇野市）≫
地元では、美しい自然景観と歴史ロマンに満ちた山として知られている岩洲山。標
高は 1,000ｍに満たない山ですが、北アルプス登山の雰囲気が味わえる穴場スポット
です！
日

時：５月 19 日(土)

会

場：岩洲山

参加費：1,500 円

９時 30 分～12 時 30 分

※集合場所：岩洲公園下駐車場
※参加費に含まれるもの：資料代、ガイド代、おやき代、保険代

募集人員：15 名（最少催行人員４名）
申込締切日：５月 15 日(火)
【秘境 岩洲山～歴史とロマンを訪ねて～】
http://www.azumino-e-tabi.net/tour/%e7%a7%98%e5%a2%83%e3%80%80%e5%b2%a9%e6%b
4%b2%e5%b1%b1%e3%80%80%ef%bd%9e%e6%ad%b4%e5%8f%b2%e3%81%a8%e3%83%ad%e3%83%9e
%e3%83%b3%e3%82%92%e8%a8%aa%e3%81%ad%e3%81%a6%ef%bd%9e%e3%80%8d
≪平成 30 年度やぶはら高原渓流釣り大会（木祖村）≫
木曽川源流の里、木祖村で行われる渓流釣り大会。
日

時：〔第１部〕６月２日(土)～３日(日) ７時～ 《渓流釣り大会》
〔第２部〕６月９日(土) ９時 30 分～ 《小学生釣り体験》

会

場：〔第１部〕木祖村村内の木曽川支流(笹川) 〔第２部〕こだまの森渓流釣り場

参加費：〔第１部〕大人 4,000 円(当日 5,000 円)、小中学生 2,000 円
〔第２部〕1,500 円
【平成 30 年度やぶはら高原渓流釣り大会】
http://www.vill.kiso.nagano.jp/kankou/fishing/fishing.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/
【花だより】http://www.nagano-tabi.net/modules/season/hanadayori.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【３】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
みなさまのご愛顧のおかげで、４月 22 日に来場者 300 万人を達成しました！
ありがとうございます！！
多くの皆様に長野の魅力をお伝えできるよう、これからもスタッフ一同頑張ってま
いります。

◇第 20 回大信州展◇
京急百貨店上大岡店にて、第 20 回大信州展が開催されます。
会期

５月 17 日（木）～23 日（水）

会場

京急百貨店上大岡店

※最終日は午後５時閉場

7 階催事場、新・横浜家族の店およびギャラリー旬

この期間中、１階、京急線上大岡駅改札口前特設会場に銀座ＮＡＧＡＮＯも出店し
ます（各日午前 11 時～午後 7 時）。

◇ショップ（１階）◇
【アルクマピンバッジ（くまモンバージョン）販売】
長野県 PR キャラクター「アルクマ」と、熊本県のキャラクター「くまモン」。交流
もあるこのキャラクター達が丸窓から顔をのぞかせている、かわいいデザインのピン
バッジを販売しています。
販売箇所

銀座ＮＡＧＡＮＯのほか、長野県庁生協（地下売店）、長野県合庁売店、
エムウェーブショップ、（有）BIG WAVE ウェブサイトほか

材質

真鍮

販売価格

500 円（税込）

※このピンバッジの売上げの一部を、熊本地震の義援金として寄付します。
【今月のおすすめ日本酒】
2018 年度は銀座ＮＡＧＡＮＯで開催される日本酒関連のイベントとそのイベント
にまつわるお酒をご紹介します。
5 月はなんといっても 59 醸！
昭和 59 年度生まれの県内酒蔵の跡取り 5 人がつくったユニット「信州 59 年醸造会」
略して「59 醸」（ゴクジョウ）
2015 年から活動を開始し、今年で 4 年目。
毎年テーマと酒米を決めて各蔵がそれぞれお酒を醸します。
今年は酒米が「金紋錦」でテーマは「18 金」
各蔵十八番（オハコ）の造り方でくるか、禁じ手でくるか、アダルトなお酒（？？）
を醸すか？

出来上がったお酒を紹介しながら各蔵の話を聞くイベントは毎年大人気。

今年も残席は残りわずかですので、この機会に長野の若手が仕掛けるお酒を見届け
ては？
お酒も簡単にご紹介。価格はすべて 720ml
北光正宗

59 醸

1,800 円（税込）です。

純米吟醸 2018

北光正宗の「十八番」ドライでキレの良い酒質の、その極限へ。金紋錦のソフトな
味わいと日本酒度+18 の軽快さを併せ持つ、キレッキレでキラッキラなゴクジョウの

酒。
勢正宗

59 醸

純米吟醸 2018

麹菌（「金」）が造り出す味わいを活かした麹四段を行い、甘さが特徴であるこの蔵
で「禁じ手の」である辛口な味わいと勢正宗らしい重厚な味わいを併せ持つゴクジョ
ウの酒。
積善

59 醸

純米吟醸 2018

金紋錦×マリー「ゴールド」花酵母。二つの「金」で積善らしい十八番な味わいを
表現。キレのある酒質に旨味と酸味が煌めく、俺好みのアダルトなゴクジョウの酒。
59 醸

本老の松

純米吟醸 2018

金紋錦の奥深さを引き出すべく、米と酵母のベストカップリングを模索。金の輝き
のようなゴージャスなハデさの中にも、女性的で繊細な含み香や旨味を感じるゴクジ
ョウの酒。
福無量

59 醸

純米吟醸 2018

曲名に「金」とつくクラシックを 18 曲聞かせて発酵。2 つの酵母（9 号と 1801 号）
を使用し、さわやかな甘みとホルスト作曲「金星」のような優しい味わいのゴクジョ
ウの酒。

◇イベントスペース（２階）◇
５月13日（日）

おためしナガノ説明会

長野県で IT やってみませんか？

まずは「おためし」からどうぞ！

首都圏等の IT 人材・IT 企業の方に長野県がオフィスや住居を提供し、「おためし」
で移住・創業していただく事業「おためしナガノ」について説明します。最長約６か
月間、自然豊かな信州でライフスタイルを楽しみながら IT 事業をしてみませんか？
このような方、ぜひご参加ください！
・長野県への移住を考えている方
・長野県での IT 事業に興味がある方
日時

５月 13 日（日）

13:30～15:30

定員

30 名（申込先着順）

参加費無料
お問い合わせ

長野県 創業・サービス産業振興室（TEL 026-235-7198）

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】https://www.ginza-nagano.jp/
【５月のイベントカレンダー】https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2018/05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【４】信州スポーツ情報（４月 27 日までの結果）
～皆様の応援をお願いします！～
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
≪Ｊ２松本山雅ＦＣ≫

第 10 節まで終了

３勝５分２敗

＜22 チーム中９位＞

次節は 28 日(土)、アウェイで愛媛ＦＣと対戦。
【松本山雅ＦＣ】http://www.yamaga-fc.com/
≪Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ≫

第７節まで終了 １勝４分１敗 ＜17 チーム中 11 位＞

次節は 28 日(土)、ホームでセレッソ大阪Ｕ－23 と対戦。
【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/
≪ＡＣ長野パルセイロ・レディース≫
了

０勝１分２敗

カップ戦予選リーグＢグループ第３節まで終

＜５チーム中５位＞

次戦はリーグ戦に戻り、29 日(日)にアウェイでマイナビベガルタ仙台レディースと
対戦。
【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/
≪信州ブレイブウォリアーズ≫

2017－2018 シーズン第 29 節まで終了

23 勝 32 敗<

Ｂ２中地区６チーム中５位>
次戦は 28 日(土)、６位の東京Ｚと対戦。
【信州ブレイブウォリアーズ】http://www.b-warriors.net/
≪信濃グランセローズ≫

前期３試合終了

２勝１敗＜西地区５チーム中２位＞

次戦は 28 日(土)、伊那スタジアムで福井と対戦。
【信濃グランセローズ】http://www.grandserows.co.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【５】東京事務所のメンバー紹介
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年度の東京事務所のメンバーを紹介します。

（☆印は４月から新しく加わったメンバーです。）
所長

☆吉沢

正

次長

☆小川

三枝子

課長

塚原

仁

（経済産業省、中小企業庁、企業誘致）

〃

松島

弘子

（環境省、宮内庁）

〃

山宮

英樹

（農林水産省、林野庁、会計検査院）

〃

☆秋山

課長補佐

堀

雄一郎（総務省、消防庁）
秀雄

（国土交通省、観光庁、気象庁）

〃

浦澤

仁

（内閣官房、内閣府、文部科学省、スポーツ庁、文化庁）

〃

中込

雄一

（法務省、財務省、厚生労働省）

☆平松

諒一

（外務省）

☆小林

浩

（企業誘致、経済産業省、国土交通省）

中村

拓

（企業誘致、経済産業省、総務省）

主任

（市町村交流職員）
主査
〃

（ ）は主な担当です。引き続きよろしくお願いします。
お気軽にお声掛けください！
---------------------------------------------------------------------------確かな暮らしが営まれる美しい信州～学びと自治で拓く新時代～
しあわせ信州創造プラン 2.0（長野県総合５か年計画）推進中！
https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/sogoke
ikaku/2018keikaku.html
---------------------------------------------------------------------------

