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長野県東京事務所発『信州通信』６月号

２０１８年５月３１日（木）

～「信濃の国」県歌制定 50 周年記念・花と緑のイベント特集号～
■------------------------------------------------------------------------■
今年５月 20 日は「信濃の国」が県歌に制定されて 50 周年を迎える記念日。この度
日本記念日協会認定の記念日としても登録されました！
「聳ゆる山はいや高く

流るる川はいや遠し」。都心の炎熱に曝されていると、信州

の高原を吹き抜ける爽やかな風が思い起こされます。
今月号はさわやかな初夏の信州情報盛りだくさんでお届けします。どうぞお楽しみ
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】読者の皆さまへ
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【１】長野県のトピックス
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-----------------------------------------------------------☆ 特別 Web サイト「未来へつなごう！信濃の国」オープン ☆
～県歌制定 50 周年～ Web 投稿企画がスタート！
-----------------------------------------------------------「信濃の国」県歌制定 50 周年を契機に、より多くの皆さんに「信濃の国」を知っ
ていただくため、特設 Web サイト「未来へつなごう！信濃の国」をオープンしました。
◆特設 Web サイト◆
サイト名：「未来へつなごう！信濃の国」
掲載内容：歌詞、イベント情報、信濃の国の歴史、など
【特設 Web サイト】https://shinanonokuni.com/
◆Web 投稿企画◆
募集期間：５月 20 日(日)～９月 30 日(日)
内

容：★未来へつながるコーラスリレー
指定のキーで「信濃の国」を歌い、その動画を投稿
＊投稿作品は編集し、50 周年記念ムービーを作成
★わたしの“信濃の国”MY シナソングランプリ
ダンス動画、信濃の国ゆかりの写真、エピソードを投稿

＊投稿作品から優秀作品を選出し表彰
【Web 投稿企画】https://lp.shinanonokuni.com/
--------------------------------------------------------------☆彡 世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州 ☆ミ
「信州アフターデスティネーションキャンペーン」開催迫る！
--------------------------------------------------------------「信州アフターデスティネーションキャンペーン」（信州アフターＤＣ）を７月か
ら９月末まで開催！昨年の信州ＤＣの取組みに磨きをかけ、信州・長野県への旅を快
適にお楽しみいただける企画盛りだくさんでお待ちしています。
この夏、“信州で人生が変わる”旅へ、是非お出かけください！
期

間：７月１日(日)～９月 30 日(日)

開催地域：長野県全域
コンセプト：“信州で人生が変わる”
【信州ＤＣ公式サイト】https://www.shinshu-dc.net/
--------------------------------------------------------------日本遺産（Japan Heritage）に
「星降る中部高地の縄文世界」が認定されました ☆彡
--------------------------------------------------------------５月 24 日(木)、長野県が代表で申請した「星降る中部高地の縄文世界 ― 数千年
を遡る黒曜石鉱山と縄文人に出会う旅 ―」が、文化庁から日本遺産に認定されました。
県内では、平成 28 年度に認定された、木曽地域の「木曽路はすべて山の中～山を
守り山に生きる～」に続き２件目の認定となります。
【詳細はこちら⇒】
https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/bunsho/happyou/300524nihonisan.html
-----------------------------------------------------------◇ ふるさと信州就職説明会・インターンシップフェア ◇
東京で同時開催！
-----------------------------------------------------------長野県内での就職や、県内企業でのインターンシップを考えている大学生等の皆さ
んに向けた説明会を東京で開催。
予約不要、入場無料ですので、この機会を是非ご活用ください。
日

時：６月 30 日(土)

13 時～16 時

場

所：ＪＲ新宿ミライナタワー

対

象：《ふるさと信州就職説明会》2019 年大学等卒業予定者及び既卒３年以内の方

（留学生含む）
《インターンシップフェア》県内外の大学(院)・短期大学・専門学校の学生・
留学生
【ふるさと信州就職説明会】https://www.shukatsu-nagano.jp/event/2752.html
【インターンシップフェア】https://www.shukatsu-nagano.jp/event/2869.html
※長野県内でインターンシップをする際は、インターンシップ応援補助金を利用でき
る場合があります。インターンシップを行う企業にご相談ください。
ＵＲＬ：https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/rodo/koyou/internship.html
----------------------------------------------------------「G20 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」の開催日決定！ ☆彡
----------------------------------------------------------※日本が議長を務める 2019 年Ｇ20 における関係閣僚会合のひとつとして経済産業
省と環境省が協力して開催（世界の持続可能な成長に向けてエネルギー転換と地
球環境について）
日

程：2019 年６月 15 日(土)・16 日(日)

(参考)場所：軽井沢プリンスホテル（軽井沢町）
【経済産業省プレスリリース】
http://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180522002/20180522002.html
【環境省プレスリリース】http://www.env.go.jp/press/105526.html
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【２】信州イベント情報
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≪湯の丸高原つつじ祭り（東御市）≫
６月中旬～７月上旬には 60 万株もの自生のレンゲツツジが満開を迎えます。高原
の爽やかな風を感じながらレンゲツツジの間を縫うように登るトレッキングコースが
特に人気です！
日

時：山開き：６月１日（金）
つつじ祭り：６月８日（金）～７月１日（日）
つつじ祭りイベント：６月 24 日（日）

会

場：湯の丸高原（第１ゲレンデ）

入場料：散策自由、リフト代（大人往復 800 円・片道 500 円、小学生以下往復 500 円・
片道 300 円）
http://tomikan.jp/genre/experience/%e6%b9%af%e3%81%ae%e4%b8%b8%e9%ab%98%e5%8

e%9f%e3%81%a4%e3%81%a4%e3%81%98%e7%a5%ad%e3%82%8a/
≪ランドネピクニック 2018 in まつもと（松本市）≫
山へ行きたい。自然のなか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」を今年も長野県松本市で開催！
日

時：６月２日(土)～３日(日)

１日目：10 時～17 時、２日目：10 時～16 時

会

場：松本市あがたの森公園平和ひろば

入場料：無料（一部コンテンツは有料）
http://sharethemt.com/randonneepicnic2018/
≪第 11 回高遠「しんわの丘ローズガーデン」バラ祭り（伊那市）≫
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：６月２日(土)～24 日(日)

会

場：高遠しんわの丘

９時～16 時

ローズガーデン

入場料：開催協力金 300 円（団体 15 名様以上：200 円）小中学生：150 円
https://inashi-kankoukyoukai.jp/contents/archives/30033
≪まるっととうみ号運行（東御市）≫
東御市のワイナリーや温泉、道の駅を巡るバスを運行。車を運転できない方も、気
軽にお酒を楽しみたい方も、東御の美味しさや楽しさを満喫できます！
日

時：６月２日(土)～11 月 25 日(日)の間の土日祝、お盆運行

会

場：東御市内（１日５便、所要時間約１時間 20 分）

料

金：2,000 円／日

http://tomikan.jp/bus/
≪天空の高ボッチ高原に行こう！（塩尻市）≫
日本のほぼ中央、八ヶ岳中信高原国定公園内にある「高ボッチ高原」。山頂（標高
1,665ｍ）からは、富士山を始め数々の名峰を望むことができます！
日

時：6/9(土)、6/10(日)、6/16(土)、6/17(日)、8/25(土)、8/26(日)、9/1(土)、
9/2(日)、9/8(土)、9/9(日)
※各日 10 時にＪＲ塩尻駅からバス出発
※締切は各運行日の前日正午まで

参加費：大人 2,000 円

小学生以下 1,000 円（３歳未満は無料）

※参加費は当日徴収
http://www.city.shiojiri.lg.jp/kanko/takabocchi.files/20180514192257305.pdf

≪第 34 回信州安曇野あやめまつり（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なか、期間中の土日を中
心に、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 15 日(金)～26 日(火)

会

場：安曇野市明科

あやめ公園・龍門渕公園

http://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/32/28708.html
≪山吹天伯峡ほたる祭り（高森町）≫
地域の皆様による伝統芸能、ダンスなどの発表や、長年続いている地域の小学生の
太鼓発表が見どころです。地元の方々によるブース出展もあります。
日

時：６月 16 日(土)

17 時 30 分～21 時

会

場：ほたるパーク山吹
※当日は交通規制が行われますので、誘導員の指示に従ってください。

http://www.town.nagano-takamori.lg.jp/kosodate/7/3520.html
≪親子で体験！森林セラピーin 志賀高原（山ノ内町）≫
自然豊かな風景や、野鳥のさえずり、澄んだ空気を体で感じて日々の疲れを癒す場、
ストレス解消の場として、参加してみてはいかが？
日

時：６月 30 日(土)

９時 30 分～13 時 30 分

会

場：志賀高原歴史記念会館

参加費：小・中学生 1,000 円

新緑のクラフトフェア会場内
大人 2,000 円

（ストレスチェック・セラピー食(昼食)・保険料込み）
参加対象：小中学生とその保護者
募集人数：30 名(予定)
申込締切：６月 20 日(水)

※定員になり次第受付終了

http://www.shigakogen.gr.jp/news/entry-365.html
≪開館 30 周年記念 特別企画 伊那音楽祭（伊那市）≫
この機会を逃せば二度と聴けない、国内外で活躍する一流メンバーの組み合わせに
よる究極の室内楽。地元出身のチェリストや、伊那フィルハーモニー交響楽団の有志、
高校生有志も花を添えています。
日

時：６月 30 日(土)、７月１日(日)

会

場：長野県伊那文化会館

開演 15 時

入場料：【全席指定・税込】一般 3,000 円（２日通し券：5,000 円）学生 1,000 円
http://inabun.or.jp/ai1ec_event/%e4%bc%8a%e9%82%a3%e9%9f%b3%e6%a5%bd%e7%a5%a
d/?instance_id=

※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
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【３】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
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◇ショップ（１階）◇
【今月のおすすめ商品】
７月３日から東京国立博物館で始まる特別展「縄文－１万年の美の鼓動」。縄文時代
の国宝６件すべてが勢揃いするのは史上初とのこと。長野県で出土した仮面の女神、
縄文のビーナスなどにちなんだおみやげを、銀座ＮＡＧＡＮＯでも販売します。
・中ッ原土ッ器ー（421 円）（税別）
国宝「土偶

仮面の女神」出土の中ッ原縄文公園近くにある洋菓子店が考案。大麦、

とうもろこし、大豆を素材に使ったクッキーです。
他にも、国宝土偶塩ようかん、国宝土偶貯金箱など、続々と入荷予定です。
【今月のおすすめ日本酒】
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。
６月 16 日（土）に開催する「最初で最後の？1ttou 秘話」
軽井沢国際カーリング選手権大会を彩ってきた公式酒・純米大吟醸「1ttou（イット
ウ）」にスポットを当てた特別イベント。
お酒造りの裏話や大会公式酒を醸すという特殊性などをお話します。あと数名の募
集となっていますが、ご興味ある方はぜひご予約下さい。
https://www.ginza-nagano.jp/event/26999.html
歴代「1ttou」のご紹介
1ttou2015

純米大吟醸

720ml

1,980 円（税込）

初代の 1ttou。氷をイメージして旨味と香りを控えめに、氷の切れの良さを前面に
出した純米大吟醸。２年という熟成期間を経てなお旨味のまろやかさが顔を出す、最
上のお酒です。
1ttou2016

純米大吟醸

720ml

1,980 円（税込）

氷のイメージにスイープしている選手の「熱さ」をプラス。力強い華やかさをプラ
スしたバランスの良い純米大吟醸に仕上がりました。2015 年の切れの良さに華やかさ
が加わった極上のお酒です。
1ttou2017

純米大吟醸

720ml

2,980 円（税込）

オリンピックイヤーに友を応援するために醸されたお酒。全てのカーリングプレー
ヤーへ努力の先にあるしあわせの瞬間を味わってもらうために杜氏が全身全霊をこめ
て造った純米大吟醸。カーリング日本代表の男女とも大好きなお酒です。

◇イベントスペース（２階）◇
----------------------------------------------しあわせ信州健康セミナー
「歩くことが楽しくなる体操でフレイル予防」
----------------------------------------------※フレイル：加齢とともに運動機能・認知機能が低下する状態
日時

６月 24 日（日）

時間

セミナー

11:00～12:30（予約制）／フットケアマッサージ体験

14:00～

18:00
上田市の鹿教湯（かけゆ）温泉発で、障がい等があってもあきらめない旅、人に優
しい外出・旅行支援を目指して活動を行う日本バディケア協会とのコラボでお届けし
ます。
旅行中の健康管理や認知症予防につながる簡単な足の体操やバディケア足底マッサ
ージを体験してみませんか。
１）セミナー「旅行中の健康管理と簡単にできるフットケア体操」
定員

24 名（予約制）／料金

500 円

※セミナーにご参加いただいた方は、無料で午後のマッサージ体験に
参加いただけます。希望される方は、ご一緒にご予約してください。
２）バディケアのフットケアマッサージ体験
定員

48 名

料金

500 円（セミナー参加者は無料）

所要時間はお 1 人約 10 分／予約優先
痛みのあるマッサージではありませんので、安心してご参加ください。
お問合せ

銀座ＮＡＧＡＮＯ

E-mail event@ginza-nagano.jp

参加お申込みは銀座ＮＡＧＡＮＯのＷＥＢページで受付中です。
【イベント詳細ページ】https://www.ginza-nagano.jp/event/26989.html
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。
【銀座ＮＡＧＡＮＯ】https://www.ginza-nagano.jp/
【６月のイベントカレンダー】https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2018/06
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【４】信州スポーツ情報（５月 27 日までの結果）
～皆様の応援をお願いします！～
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≪御嶽海（上松町出身）≫

大相撲夏場所（東小結）９勝６敗

東の小結で勝ち越し。来場所の関脇復帰は確実か？
≪Ｊ２松本山雅ＦＣ≫

第 16 節まで終了

６勝７分３敗

＜22 チーム中７位＞

次節は６月３日(日)、ホームで栃木ＳＣと対戦。
【松本山雅ＦＣ】http://www.yamaga-fc.com/
≪Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ≫

第 11 節まで終了 ２勝６分２敗 ＜17 チーム中 13 位

＞
次節は６月２日(土)、アウェーでＦＣ琉球と対戦。
【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≫

第８節まで終了

４勝１分３敗

＜10 チーム

中５位＞
次節は６月３日(日)、アウェイでジェフユナイテッド市原・千葉レディースと対戦。
【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 シーズン終了

25 勝 35 敗<Ｂ２中地区６

チーム中５位>
【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 20 試合終了

14 勝１分５敗＜西地区５チーム中１位

次戦は６月１日(金)、高岡西武で富山サンダーバーズと対戦。
【信濃グランセローズ】http://www.grandserows.co.jp/
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【５】読者の皆さまへ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
６月末発行号から、信州にゆかりのある飲食店の紹介を予定しています。
信州産の食材を使い、長野県の伝統的な料理を提供しているお店、店主が長野県出
身などなど、信州ゆかりの店舗を紹介していきたいと考えていますのでお楽しみに！
ゆかりのお店をご存じの方は、是非「信州通信」専用アドレスに情報をどしどしお
寄せください！
【専用アドレス】mg-shinshu@pref.nagano.lg.jp
---------------------------------------------------------------------------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
---------------------------------------------------------------------------

