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長野県東京事務所発『信州通信』８月号

２０１８年７月３１日（火）

～長野県出身力士初！御嶽海優勝お祝い号～
■------------------------------------------------------------------------■
連日連夜、息苦しいほどの暑さが続いています。こんなときには適度な水分補給と
塩分摂取、そして涼しい場所でリラックスするのが一番！涼を求める皆様のご期待に
沿えるよう、爽やかな長野県の情報満載の『信州通信』８月号をお届けします。
【号外】祝！御嶽海初優勝!!
【１】発見！信州ゆかりのお店 in 東京
【２】長野県のトピックス
【３】信州イベント情報
【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
【５】信州スポーツ情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【号外】祝！御嶽海初優勝!! おめでとう!!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
７月 22 日(日)に千秋楽を迎えた大相撲名古屋場所で快挙。関脇の御嶽海（上松町出
身）が、長野県出身力士として初めて優勝を勝ち取りました！千秋楽に行われた表彰
式では賜杯や優勝旗を受け取り、更に殊勲賞と技能賞も受賞しました。
３横綱１大関が休場という異常事態の中、初日から 11 連勝と快進撃を続け、その後
も失速することなく、13 勝２敗で幕内優勝。
場所が終わったばかりですが、来場所以降の大関昇進についても期待が高まります。
新大関誕生となると、江戸時代の伝説的な力士、雷電為右衛門を除けば長野県初。
９月９日(日)に初日を迎える秋場所でも、御嶽海の活躍から目が離せません！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【１】発見！信州ゆかりのお店 in 東京 （日比谷松本楼その１）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今月号は、ご存じの方も多い「日比谷松本楼」です！！
日比谷公園の真ん中に立つ「日比谷松本楼」は明治 36 年、日本で初めての洋式公園
の開園とともにオープンした歴史あるレストランです。
現在の小坂文乃社長は 4 代目になりますが、創業者である初代の小坂梅吉社長は長
野県伊那地域のご出身で、そもそもは同郷の方が紀尾井町で営まれていた料理屋を引
き継ぎ、割烹「松本楼」として経営されたことが店名の由来とのことです。

小坂梅吉社長は公園建設時に東京市が行った公募に応じ、現在の地にレストランを
開業されました。洋食が珍しかった時代、ハイカラ好きな人々の間では、松本楼でカ
レーやデザートを味わい、コーヒーを飲むことが大流行し、高村光太郎や夏目漱石、
松本清張など多くの文学作品にも松本楼が登場しています。
長い歴史を持つ松本楼をめぐる様々なエピソードは、引き続き次号で紹介します！
日比谷松本楼
千代田区日比谷公園 1-2

TEL：03-3503-1451

http://www.matsumotoro.co.jp

東京メトロ日比谷線・丸ノ内線「霞ヶ関駅」B2、B1a、B3a 出口
東京メトロ千代田線・都営三田線「日比谷駅」A14 出口
JR 山手線・京浜東北線「有楽町駅」日比谷口

メニューのご紹介（HP から）
（グリル＆ガーデンテラス）
本日のランチ

1,250 円、彩り野菜カレー

オムレツライスハヤシソース

1,450 円

1,280 円、おまかせのディナー

5,000 円

など

（仏蘭西料理ボア・ド・ブローニュ）
レディースヘルシーランチ
ディナータイムのコース

3,800 円、セレクトランチ

5,000 円

7,000 円から

など

※レストランでは、長野県産ワイン（「おぶせワイナリー」のワインなど）も
いただくことができます。

※信州ゆかりの飲食店情報がありましたら、専用アドレスにお寄せください！
【専用アドレス】mg-shinshu@pref.nagano.lg.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【２】長野県のトピックス
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------------------------------～第 42 回全国高等学校総合文化祭～
「２０１８信州総文祭」を開催します！
--------------------------------------------------------------------「文化部のインターハイ」とも呼ばれる、国内最大規模の高校生による芸術文化の
祭典、全国高等学校総合文化祭。その 42 回目の大会を長野県内各地で開催します。

開催期間：８月７日(火)～11 日(土)

<５日間>

開催部門・会場：「２０１８信州総文祭」公式ホームページでご確認ください。
http://shinshu-soubunsai2018.jp/
--------------------------------------------------------------------～今できること、今学ぼう。未来のために。～
.。o○「信州環境カレッジ」ＷＥＢサイト オープン！○o。.
--------------------------------------------------------------------環境に関する「学びの場づくり」の第一歩として、７月 29 日(日)に「信州環境カ
レッジ」ＷＥＢサイトを開設しました！
https://shinshu-ecollege.pref.nagano.lg.jp
☆ 参加したい講座がすぐ見つかる！
～環境に関する様々な講座をご紹介
☆ 環境活動に取り組む人を応援！
～講座開催の告知や、開催レポートを掲載
～活動団体等の交流によりネットワークを拡大
-----------------------------------------------------------信州アフターデスティネーションキャンペーン関連
☆ ８月のイベント情報 ☆
-----------------------------------------------------------７月から開催している「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)」。今月号では、８月以降のイベントの一部をご紹介します。
【トロバスカウントダウン 111 日前イベント】
11 月 30 日にラストランを迎える「関電トンネルトロリーバス」。54 年にわたり黒
部ダムへのアクセスを担ってきた歴史に幕を下ろすにあたり、111 日前イベントを
開催。
日

時：８月 11 日(土・山の日) 10 時～16 時

場

所：ＪＲ信濃大町駅及び同駅前「黒部の太陽ウィーク」インフォメーションセ
ンター

内

容：◇駅弁「大糸線の旅」アフターＤＣ特別包装紙バージョン 30 食限定販売
◇長野県産材を使った箸づくり体験
◇トロバス・アルクマ缶バッジ製作体験
◇おおまぴょん・くろにょん・アルクマ撮影会（４回予定）

など

https://www.omachi-promotion.com/%E9%BB%92%E9%83%A8%E3%81%AE%E5%A4%AA%E9%99%
BD%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AF/

【白駒の池 無料シャトルバス運行（小海町・佐久穂町）】
昨年度の信州ＤＣで注目された「白駒の池」。青々としたコケに覆われた原生林に
囲まれて神秘的で美しく、「日本の貴重なコケの森」にも選定されています。
快適に観光をお楽しみいただくため、無料シャトルバスの運行などの交通対策を
行っていますので、リンク先でご確認のうえ、お出かけください。
https://www.shinshu-dc.net/summer-activity/10150.html
※この他にも関連イベント盛りだくさん。次のサイトをチェック！
https://www.shinshu-dc.net/
-----------------------------------------------------------伊那谷風土記街道周遊バス運行！ ☆彡
-----------------------------------------------------------アルプスの雄大なパノラマが広がる伊那谷風土記街道をたどり、ＪＲ伊那市駅と５
つの美味しいスポットを結ぶ周遊バスを運行します。多くの皆様のご利用をお待ちし
ています！
運行日：８月１日(水)～26 日(日)
ルート：ＪＲ伊那市駅－かんてんぱぱガーデン－北川製菓(ル・ノール・リヴィエール)
－マルス信州蒸溜所－駒ヶ根ファームス－養命酒健康の森
（時刻表はリンク先をご確認ください）
料

金：<1 回ご利用につき> 大人 300 円
<1 日乗車券> 大人 1,000 円

小中学生 150 円

小中学生 500 円

https://www.pref.nagano.lg.jp/kamichi/kamichi-kikaku/suisinhi.html
------------------------------------------------------------------------東京ディズニーリゾート(R)オフィシャルホテル「サンルートプラザ東京」で
「信州フェア」開催中！
------------------------------------------------------------------------高原野菜やフルーツなど、信州の旬の味覚や郷土料理等をご用意。洋食・和食・フ
レンチ料理にアレンジした信州の食材をお楽しみいただけます。
「銀座ＮＡＧＡＮＯ」のお買い物券がついた「銀座ＮＡＧＡＮＯへ行こう！信州フ
ェア特別宿泊プラン」の販売も！
期

間：７月 17 日(火)～９月２日(日)

会

場：サンルートプラザ東京（千葉県浦安市舞浜１－６）

http://www.sunroute-plaza-tokyo.co.jp/restaurant/fair/shinshu2018/index.html

--------------------------------------------------------------°・.☆ ゆるキャラ(R)グランプリ 2018 ８月１日投票開始 ☆.・°
長野県 PR キャラクター「アルクマ」を応援してください！
--------------------------------------------------------------『長野県 PR キャラクター「アルクマ」』が今年も「ゆるキャラ(R)グランプリ 2018」
にエントリーしています。
皆様の清き１票で、「アルクマ」を大きく育ててください。
◇投票期間は８月１日(水)10 時から 11 月 9 日(金)18 時までです。
◇投票は 1 アドレスにつき 1 日 1 回可能です。ご家族・ご友人にもお声掛けください！
http://www.yurugp.jp/vote/detail.php?id=00000357 （アルクマページ）
◇投票を行うためには、最初だけ簡単なＩＤ登録が必要です。
http://www.yurugp.jp/vote/method.php (グランプリ投票方法)
問い合わせ先：長野県観光部観光誘客課（026-235-7254）
--------------------------------------------------------------～とっておきの信州をお届け！～
「信州フルーツ便」「信州味めぐり」夏ギフト☆彡
--------------------------------------------------------------信 州各 地 の 逸 品を 産 地 直 送で お 届 け ！大 切 な 方 への 贈 り 物 やご 家 庭 向 けに い か が
でしょうか？（販売価格はいずれも送料・消費税込）
☆「信州フルーツ便」夏ギフト☆（贈答用５kg、贈答用３kg、家庭用約２kg）
◇川中島白桃：５kg <5,600 円>、３kg <4,500 円>、２kg <3,600 円>
◇黄金桃：５kg <6,100 円>、３kg <4,800 円>、２kg <3,600 円>
◇ワッサー：５kg <5,300 円>、３kg <4,200 円>、２kg <3,400 円>
※申込期限：８月 10 日(金)
※配送範囲：本州および四国の配送に限ります。
☆「信州味めぐり」夏ギフト☆
◇商品番号１：りんごジュースしぼりっぱなし（１Ｌビン×６本セット）4,752 円
◇商品番号２：安曇野ベリーソース３種（３本セット）3,500 円
◇商品番号３：やぶそば 生そばセット 4,968 円
◇商品番号４：いろは堂 炉ばたのおやき詰合せ 3,607 円
【お問合わせ・お申込み先】（一社）長野県観光機構 物産ブランド振興部
TEL：026-234-7201(直通)

FAX：026-232-3220

E-mail：butsushin@nagano-tabi.net

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【３】信州イベント情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
---------------信州の夏祭り
---------------≪こもろ市民まつり「ドカンショ」（小諸市）≫
日

時：８月４日(土)

18 時 45 分～20 時 30 分(予定)

会

場：小諸駅周辺市街地

http://komoro-tour.jp/blog/shiminmatsuri-dokansho/
≪第 61 回伊那まつり（伊那市）≫
日時・会場：８月４日(土)
８月５日(日)

16 時～20 時〔伊那市生涯学習センター「いなっせ」周辺〕
15 時 30 分～21 時〔伊那市役所周辺〕

※５日には無料シャトルバス運行
http://www.inacity.jp/kankojoho/event_kanko/inamatsuri_61/20180713.html
≪第 35 回信州安曇野わさび祭り（安曇野市）≫
日

時：８月４日(土) 16 時 30 分～20 時

５日(日) ９時～19 時

会

場：穂高駅前通り及び穂高神社周辺

内

容：◇ 納涼祭〔8/4〕：30 を超える踊り連が参加
◇ YOSAKOI 安曇野〔8/5〕：県内外から 20 を超えるチームが参加

http://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/32/45226.html
≪第 31 回たかぎふるさと祭り（喬木村）≫
日

時：８月 15 日(水)〈雨天の場合は 16 日(木)〉15 時～21 時

会

場：阿島橋下河川敷及び飯田養護学校周辺

内

容：◇ 15:00～ 催事：餅投げ・吹奏楽等の演奏・地元サークルの発表 など
◇ 19:30～21:00 大花火大会

http://www.vill.takagi.nagano.jp/special/sp5_kanko/natsumatsuri.html
-------------花火大会
-------------≪第 12 回安曇野花火（安曇野市）≫
「ありがとう安曇野」をテーマに、約 12,000 発の花火が次々に打ち上げられ、犀川
の川面を幻想的に照らします。

日

時：８月 14 日(火) 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
https://azumino-hanabi.com/
≪信州新町 ろうかく湖とうろう流しと花火大会（長野市）≫
送り盆の行事として 1940 年代から続いている歴史ある行事。犀川に色とりどりのと
うろうが流され、夜空に約 4,000 発の花火が打ち上げられます。
日

時：８月 15 日(水)

19 時～21 時

会

場：犀川ろうかく湖新町橋周辺(長野市信州新町)

※臨時駐車場あり(1,000 台)

入場料：無料
http://www.tabinet-jp.com/hanabi/roukakuko_tourou.htm
≪木崎湖灯籠流しと花火大会（大町市）≫
盆供養や安全祈願などの願いを込めて流される色とりどりの灯籠や、鮮やかなスタ
ーマインなどの花火が湖面を飾ります。
日

時：８月 15 日(水) 湖上慰霊祭 19 時～／灯籠流し 19 時 30 分～
／花火大会 20 時～

会

場：木崎湖畔

http://www.tabinet-jp.com/hanabi/kizakiko_tourou.htm
≪第 51 回小坂田公園納涼花火大会（塩尻市）≫
小坂田池の水上で花開く約 1,000 発の花火と、体の芯まで響く大迫力の音響との競
演をお楽しみください！
日

時：８月 17 日(金) 19 時 30 分～

会

場：小坂田公園

入場料：無料
http://www.city.shiojiri.lg.jp/event/kanko/hanabitaikai.html
----------------イベント情報
----------------≪ながのとびっくラン in わかほ（長野市）≫
2012 年に始まった長野市若穂地区のマラソン大会も今年で７回目。さわやかな秋の
若穂を感じてください！
エントリーは８月 31 日(金)まで。定員になり次第締め切りとなります。
日

時：11 月 11 日(日) ９時スタート

会

場：若穂中央公園 多目的グラウンド<スタート・フィニッシュ>

参加費：◇ハーフ(高校生、一般)：5,000 円
◇10km（高校生、一般）：3,000 円
◇３km（高校生、一般）：3,000 円
◇３km（小・中学生）：1,500 円
◇1.5km（大人と小学生３年生以下）：2,500 円
http://tobicrun.jp/
≪第 65 回高ボッチ高原観光草競馬大会（塩尻市）≫
日本一標高の高い競馬場で行われる草競馬大会。県内外から 70 頭あまりの競走馬
やポニーが集まり、レースが繰り広げられます。
塩尻駅から会場までを結ぶ無料シャトルバスも運行。
日

時：８月４日(土)

９時～14 時 30 分

会

場：高ボッチ高原

草競馬場

入場料：無料
内

容：◇動物ふれあいコーナー
◇高ボッチ高原散策ツアー

など

http://www.city.shiojiri.lg.jp/event/kanko/kusakeiba.html
≪米子大瀑布サマーハイキング（須坂市）≫
日本の滝百選に選定されている「米子大瀑布」。二条の滝が並び落ちる姿は壮観！
地元ガイドの案内有。滝の清涼感とマイナスイオンで癒されてください。
日

時：８月４日(土)

10 時～13 時

※募集締切：８月２日(木)<定員に達し次第締め切り>
会

場：米子大瀑布

※集合場所＝米子大瀑布 駐車場

※お弁当や飲み物、雨具などは各自でお持ちください。
参加費：1,000 円(おやき、旬のお土産付き)
http://www.suzaka-kankokyokai.jp/event/55.html
≪2018 志賀高原カレッジコンサート（山ノ内町）≫
音楽合宿に訪れた学生等の成果発表の場として毎年開催され、今年で 22 回目。標高
1500 メートルの大自然の涼風を満喫しながら、学生の皆さんの洗練された清々しい演
奏をお楽しみいただけます。
日

時：８月６日(月)～31 日(金)

会

場：志賀高原総合会館 98（蓮池）

入場料：無料
http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/asset/00032/site_shared/loveyama/ibento

/college.pdf
≪サマーイルミネーション 2018（安曇野市）≫
今回は装いを新たに、アルプス山脈が連なるモニュメント広場をご用意。県内最大
の夏のイルミネーションをお楽しみください。
日

時：８月 10 日(金)～19 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 1,000 台(無料)

入場料：大人 450 円

65 歳以上 210 円

中学生以下無料

http://www.azumino-koen.jp/horigane_hotaka/new/topics.php?preview=1&id=1632
≪真田邸庭園ライトアップ（長野市）≫
江戸末期の貴重な御殿建築として国の史跡に指定されている真田邸。幻想的な光で
色鮮やかにライトアップされた庭園を、優雅な音楽とともにお楽しみください。
日

時：８月 11 日(土)～16 日(木) 19 時～21 時
※17 時で一旦閉館します。ライトアップ開館は 18 時 30 分から
※入館は 20 時 30 分まで

会

場：真田邸（松代町）

入場料(真田邸入館料)：一般 200 円(団体 160 円)

小・中学生 80 円(団体 60 円)

http://www.city.nagano.nagano.jp/site/kanko-nagano/412994.html
≪藤村忌（小諸市）≫
小諸は、文豪・島崎藤村の第２の出発点となった町。
藤村の命日にあたる８月 22 日には、毎年文学愛好者の皆様が藤村記念館前に集い、
その遺徳を偲びます。
日

時：８月 22 日(水) ９時 30 分～11 時頃

会

場：小諸市立藤村記念館(小諸城址 懐古園内)

※雨天の場合：やすらぎ会館

入場料(懐古園入園料)：共通券(大人 500 円 小人 200 円)、散策券(大人 300 円 小人
100 円)
https://www.shinshu-dc.net/event/12622.html
≪第 44 回木曽音楽祭（木曽町）≫
木曽駒高原の冷涼な風と美しい自然の中で、妙なる調べに耳を傾けてみてはいかが
でしょうか？
日

時：８月 23 日(木)～26 日(日)

会

場：木曽文化公園文化ホール(前夜祭コンサートは木曽町中学校体育館)

入場料：◇前夜祭コンサート(自由席)：大人 1,000 円／小中学生 無料

<23 日(木)19 時～>
◇フェスティヴァルコンサート(全席指定)：
大人 4,000 円／小中学生 2,000 円
<24 日(金)19 時～、25 日(土)17 時～、26 日(日)15 時>
※フェスティヴァルコンサート通し券：11,000 円(前夜祭コンサートチケッ
ト付き)
https://www.town-kiso.com/manabu/event/100210/
≪第 12 回いけだまちてるてる坊主アート展（池田町）≫
北アルプス・安曇野の田園風景をバックに、全国から寄せられた「手作りてるてる
坊主」の展覧会を開催。遊び心やユーモアのある作品は必見。
日

時：８月 24 日(金)～26 日(日) 10 時～15 時

会

場：あづみ野池田クラフトパーク会場

http://www.ikeda-kanko.jp/
≪北アルプス「三蔵」呑み歩き（大町市）≫
大町市本通り周辺を歩きながら三つの地酒蔵のおいしいお酒を呑み比べる、日本酒
好きにはたまらないイベント。
街の協力店では、当日限定の特別サービスが登場することも。今年も大勢の皆様の
ご参加をお待ちしております！
日

時：９月１日(土) 15 時～19 時

会

場：大町市・本通り周辺
(株)薄井商店「白馬錦」／(株)かぶちゃん信州酒造「金蘭黒部」／
北安醸造(株)「北安大國」
※当日限定無料シャトルバス運行(大町温泉郷観光協会⇔塩の道ちょうじや）

参加費：2,000 円（参加証として「酒器(桝)」をお渡しします）
http://alps3kura.jp/
≪浅間国際フォトフェスティバル（御代田町）≫
浅間山の美しい自然に囲まれた御代田町に、写真にまつわるアート作品が国内外か
ら集結。写真、映像作品のほか、芝生に寝転んだり、森を散歩しながら写真を鑑賞す
る屋外展示など、最前線のアート写真を見るだけでなく、写真をもっと身近に感じら
れる体験を楽しむことができます。
日

時：８月 11 日(土)～９月 30 日(日)

会

場：北佐久郡御代田町馬瀬口 1794－１（旧メルシャン軽井沢美術館）周辺エリア

入場料：無料
http://asamaphotofes.jp/

10 時～18 時

≪青木村の元気な暮らし体験モニターツアー（青木村）≫
人気の移住地、青木村の暮らしを丸ごと体験できるモニターツアーを開催。田舎暮
らしに興味のある方は、ぜひ青木村の環境と暮らしを体験してみてください！
日

時：９月８日(土)～９日(日)

会

場：青木村内各地

参加費：大人 8,000 円

１泊２日

※田沢温泉・沓掛温泉の旅館に宿泊

※上田駅集合・解散
子供(３歳以上小学生まで)5,000 円

※３歳未満の幼児無料（添い寝・食事なし）
内

容：◇信州昆虫資料館「シルクのランプシェード」手作り体験
◇道の駅あおき・ふるさと体験館「そば打ち体験と昼食交流会」

など

http://nagano.visit-town.com/visittour/aokimura_kurashitaiken

※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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【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇ショップ（１階）◇
■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」。銀座ＮＡＧＡＮＯでの
フルーツリレーにいよいよ登場です。
■お酢で信州の夏を漬けよう
果物から作った酢や、たまりみそやお出汁の利いた浅漬けの素を使って、キュウリ
やナスなどのおいしい野菜を、お漬物にしてみませんか。
・信州りんご酢＆信州うめ酢
・柿酢

各 430 円（税抜）マルマン／150ml

864 円（税抜）東御市農産物加工組合

・和だしでピクルス
・早漬たまりみそ風味

756 円（税抜）マルヰ醤油（株）／70ｇ×2
290 円（税別）ＪＡ信州諏訪／600ml

【今月のおすすめ日本酒＆イベント紹介】
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。

■銀座ＮＡＧＡＮＯ日本酒講座酒蔵参上～仙醸之巻～

8 月 29 日（水）18:00～19:15

蔵元にお越し頂き、お酒造りの裏話や蔵の特徴などを、お酒とお肴を楽しみながら、
講演してもらう人気講座。
今回は伊那市高遠から仙醸の安藤杜氏がお越しになります。みなさん、「どぶろく」
ってどうやって造るか知ってますか？

呑みやすい「どぶろく」が存在するのは？

普段はあまり気にしない「どぶろく」の製法や美味しさの秘訣を、安藤杜氏に全部
お話頂きます。まだまだ申し込みも受け付けておりますので、ご興味ある方はぜひご
予約下さい。
https://www.ginza-nagano.jp/event/28260.html
・黒松仙醸

どぶろく

600ml

1,300 円（税込）

お米の甘さと爽やかな酸味、発酵中に出る炭酸ガスが調和する、フレッシュ感を味
わえる本格どぶろくです。
・黒松仙醸

どぶとゆず

600ml

1,400 円（税込）

お米の甘味と爽やかなゆずの香りが調和する新感覚のどぶろく。低温殺菌なので発
酵中に生まれる泡の発泡感もお楽しみ頂けます。

◇イベントスペース（２階）◇
■信州ソフトクリームフェスティバル
8 月 12 日（日）～17 日（金）

各日 11:00～17:00（最終日は 16:00 まで）

旅の楽しみは、ご当地のソフトクリームの食べ比べ！そんな方におすすめしたい夏
休みのスペシャル企画が実現。
期間中に、なんと 7 種類のおいしいソフトクリームが登場するこの機会をお見逃し
なく！
8/12-13〔第 1 日・第 2 日〕のラインナップ
・松本山雅牛乳ソフトクリーム（松本市） 400 円
・りんご三兄弟ソフトクリーム・シナノゴールド味（長野市） 400 円
・ハーフ＆ハーフ 400 円
8/14-15〔第 3 日・第 4 日〕のラインナップ
・スノーキャロットソフトクリーム（飯山市） 400 円
・ブルーベリーソフトクリーム（須坂市） 400 円
・ハーフ＆ハーフ 400 円
8/16-17〔第 5 日・第 6 日〕のラインナップ

・＆MORE フローズンヨーグルト（千曲市） 400 円
・＆MORE 千曲アンズパルフェ（千曲市） 600 円
・市田酪農牛乳ソフトクリーム（高森町） 400 円
※全てカップでのご提供となりますのでご了承ください。
お問合せ：銀座ＮＡＧＡＮＯ TEL 03-6274-6015

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/
【８月のイベントカレンダー】https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2018/08
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【５】信州スポーツ情報（７月 29 日までの結果）
～皆様の応援をお願いします！～
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－☆現在１位!!!☆－
≪Ｊ２松本山雅ＦＣ≫

第 26 節まで終了

14 勝８分４敗

＜22 チーム中１位＞

次節は８月４日(土)、アウェーでジェフユナイテッド千葉と対戦。
【松本山雅ＦＣ】http://www.yamaga-fc.com/
≪Ｊ３ＡＣ長野パルセイロ≫

第 19 節まで終了 ５勝７分６敗 ＜17 チーム中 13 位＞

次節は８月 25 日(土)、アウェイでギラヴァンツ北九州と対戦。
【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≫カップ戦終了 ３勝１分４敗＜５チーム中４位＞
リーグ戦９節まで終了

４勝２分３敗＜10 チーム中５位＞

次戦はリーグ戦に戻り、９月８日(土)、ホーム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/
≪信濃グランセローズ≫後期 18 試合終了

９勝１分８敗＜西地区５チーム中２位＞

次戦は８月３日(金)、しんきん諏訪湖スタジアムで福井ミラクルエレファンツと対
戦。
【信濃グランセローズ】http://www.grandserows.co.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
---------------------------------------------------------------------------

