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長野県東京事務所発『信州通信』１２月号

２０１８年１２月３日（月）

～スキーシーズン到来！初滑り特集号…今月のお店は「魚がし日本一」…～
■------------------------------------------------------------------------■
冬の清冽な大気の中でくっきりと輝く雪山は、眺めるだけでも格別なもの。
今月号ではスキー場のオープン日（予定）をご紹介しています。雄大な景色をバッ
クに、信州でウィンタースポーツを楽しんでみてはいかがでしょうか？
【☆】祝！Ｊ１昇格!! 松本山雅Ｊ２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
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【☆】祝！Ｊ１昇格!! 松本山雅Ｊ２初優勝
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
１１月１７日（土）、Ｊ２最終節を首位で迎えた松本山雅ＦＣはホームで徳島ヴォル
ティスと対戦し、０－０で引き分けとなりました。最終戦を白星で飾ることはできま
せんでしたが、Ｊ２優勝とＪ１への昇格が決定!! Ｊ２での優勝は初めて、Ｊ１へは４
年ぶりの復帰となります。
今シーズンのチームスローガン「One Soul 全緑登頂！」そのままに、チームとサポ
ーターが一丸となり、激戦のＪ２リーグを登りつめ、栄光を手にした松本山雅。Ｊ１
のステージで迎える来シーズンは、さらに厳しい戦いが予想されます。皆様の熱いご
声援を、引き続きお願いします。
頑張れ、松本山雅!!
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【１】発見！信州ゆかりのお店 in 東京 （魚がし日本一）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今月号は、新鮮なお寿司をリーズナブルにいただける「魚がし日本一」です！！
「魚がし日本一」の創業者である「㈱にっぱん」の村田宣政会長は、お父様の仕事
の関係で少年時代を長野県内各地で過ごし、飯田高校を卒業されました。

昭和 57 年に現在の会社を創業。平成元年には、新橋烏森口に寿司事業一号店であ
る立ち食い「魚がし日本一」をオープンしました。
その後、ご苦労を重ねながら事業を拡大、現在では都心駅やその近辺に、お寿司を
はじめ魚を中心に扱う和食、イタリアンといった形態の 46 店舗を展開し、カレッタ汐
留 46 階では、ワインと職人が握る極上の江戸前鮨をいただくことのできる「美寿思（み
すじ）」という店舗も経営されています。
お店のコンセプトは「七たて」（とれたて、おろしたて、煮たて、焼きたて、揚げ
たて、炊きたて、握りたて）で、
「幸せな気分の時のごちそうであるお寿司をリーズナ
ブルに召し上がっていただきたい」と語る村田会長。長野県との縁も深く、県人会の
役員も務められています。
お出かけの際やご家族での食事など、気軽に立ち寄ってお寿司を楽しんでみません
か！
寿司

魚がし日本一

（メニューのご紹介）
握り寿司 75 円から、セットメニュー（ランチ）600 円から、コース料理各種

など

（各店舗の情報、メニューの詳細については、
ホームページ http://www.uogashi-nihonichi.com/

をご覧ください。）

※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
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【２】長野県のトピックス
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----------------------------------------------------------長野県内への就職に興味のある学生大歓迎！
☆「シューカツ NAGANO 応援隊との交流会」開催☆彡
----------------------------------------------------------キラリと光るアピールポイントをもつ県内企業で働く若手社員 22 名で結成されて
いる「シューカツ NAGANO 応援隊」。Ｕターン就職に関する疑問や悩みなどについて先
輩社員とざっくばらんに話し合える交流会が開催されます。
日

程：〔長野会場〕１２月２６日（水）＠信濃毎日新聞社 本社講堂
〔松本会場〕１２月２７日（木）＠深志神社 梅風閣
〔東京会場〕2019 年１月１４日（月・祝）＠銀座 NAGANO

〔京都会場〕2019 年２月１１日（月・祝）＠京都市内会議室（烏丸御池ラボ）
https://www.shukatsu-nagano.jp/
---------------------------------------------狩猟シーズン到来！
◇◆「信州ジビエフェア」を開催します◆◇
---------------------------------------------１１月１５日（木）の狩猟解禁日から、県内外の飲食店等と連携して、信州ジビエ
の魅力を楽しめるフェアを開催しています。
東京にも参加店舗がありますので、是非この機会に信州の森の恵みをお楽しみくだ
さい！
期

間：１１月１５日（木）～2019 年２月１５日（金）

参加店舗：県内外の飲食店 ５０店舗（参加店舗情報はリンク先をご確認ください）
http://www.shinshu-gibier.net/topics/1842.html
--------------------------------------------------○●○「ザワメキアート展２０１８」開催 ○●○
--------------------------------------------------信州の障がいのある皆さんの表現の数々を、県内外３箇所で巡回展示します。
会場・日程：〔ホクト文化ホール〕１２月７日（金）～２０日（木）
〔長野県伊那文化会館〕2019 年１月１０日（木）～２２日（火）
〔銀座 NAGANO〕2019 年２月２１日（木）～２３日（土）
http://zawameki-art.com/

---------------------------------------------------------------------------------------長野のワインが東京に大集結！
◇◆「NAGANO WINE FES in 東京」チケット発売開始◆◇
---------------------------------------------------------------------------------------長野県下、約 30 社のワイナリーが来場し、各ワイナリーのフラッグシップとなる
ワインを提供します。
信州産食材による軽食とともに、プレミアムな NAGANO WINE をご賞味ください。
日

時：平成 31 年 2 月 3 日（日）
事業者向け

11：00〜12：30（受付 10：30）

一般向け

14：00～16：00（開場 13：30）第 1 部
17：30～19：30（開場 17：00）第２部

会

場：帝国ホテル東京（東京都千代田区内幸町 1-1-1）

料

金：事業者向け

光の間（本館中 2 階）

前売 1,000 円／当日 1,500 円 （試飲のみ）

一般向け

前売 7,000 円／当日 7,500 円
（試飲、軽食、グラスフォルダー付）

＊前売券で定員に達した場合、当日券の発売はありません
＜詳細はこちら＞http://www.nagano-wine.jp/event/1169/
【チケットの購入方法】
○e+（イープラス）
専用ウェブサイトにて無料会員登録のうえ申込み。支払い・受取方法は適宜
e+専用サイト

https://eplus.jp/sys/T1U14P002280154P0050001

○NAGANO WINE 応援団運営委員会
必要事項（お名前、住所、電話番号、枚数）を記入のうえ、FAX またはメールで申
込み。

※振込手数料およびチケット発送料はお客さま負担

FAX 026-262-1624

メール nagano.wine.pepteam@gmail.com

○銀座 NAGANO
東京都中央区銀座 5-6-5

Tel 03-6274-6015（10:30-20:00）

※12 月中旬以降の発売を予定

---------------------------------------------------------------------------------------◇◆NAGANO WINE ラジオ番組が首都圏で放送されます！◆◇
---------------------------------------------------------------------------------------NAGANO WINE の歴史や魅力、世界での評価などについて、放送作家の小山薫堂
氏らをナビゲーターに、ゲストとして信州ワインバレー構想推進協議会長の玉村豊男
氏らが出演し、現地取材を交えて放送。
日

時：１週目／平成 30 年 12 月 23 日（日）22:00～22:54
２週目／平成 30 年 12 月 30 日（日）22:00～22:54

放送局：東京の FM ラジオ局「J-WAVE」／周波数 81.3MHz
番組名：J-WAVE SELECTION「Terroir of Nagano Wine」
-----------------------------------------------------------------「ゆるキャラ(R)グランプリ 2018」“ご当地キャラ部門１７位”
長野県 PR キャラクター「アルクマ」への応援ありがとうございました!!
-----------------------------------------------------------------８／１～１１／９に投票が行われた「ゆるキャラ(R)グランプリ 2018」。長野県 PR
キャラクター「アルクマ」の順位は、ご当地キャラ部門“１７位”!!
皆様のおかげをもちまして、昨年の順位（ご当地キャラ部門 27 位）を上回る結果
を残すことができました。
「アルクマ」を応援し、投票していただきました皆様、ありがとうございました！

今後も引き続きご支援のほど、よろしくおねがいします!!
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【３】信州イベント情報
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≪善光寺表参道イルミネーション（長野市）≫
長野市・善光寺を中心としたエリアを光で彩るイベント。冬の夜、幻想的なイルミ
ネーションの世界と、地域一体のおもてなしを体感してください。
日

時：◇イルミネーション点灯期間：１１月２４日（土）～１２月２５日（火）
１７時～２０時
◇善光寺の装飾期間：１２月１５日（土）～２５日（火）１７時～２０時
※１２月１８日（火）は点灯なし。

会

場：善光寺境内、表参道中央通り

入場料：無料（申込や事前予約が必要なイベントもあります）
http://www.nagano-cvb.or.jp/modules/event/page/331
≪2018.Azumino. 光のページェント（安曇野市）≫
「子ども達に夢を与えたい」と集まった市民有志によるイルミネーションイベント。
10m のメインツリーをはじめ、あづみ野ガラス工房の作家たちによるガラスを使っ
たイルミネーション、手づくりならではのユーモラスで温かい光が安曇野の夜を彩り
ます。
日

時：１２月１日（土）～２０１９年１月３１日（木）１７時～２３時

会

場：安曇野の里

http://azuminohikari.wixsite.com/azuminohikari
≪山麓クリパ～きっと忘れられない夜～（大町市）≫
北アルプス山麓地域（５市町村）の若手市町村職員が企画・運営するクリスマスパ
ーティー。シェフこだわりの料理や豪華なプレゼントが当たる企画も！
日

時：１２月２２日（土）１７時３０分～２０時３０分（受付開始１７時）

会

場：くろよんロイヤルホテル（大町市平 2020）
※信濃大町駅、白馬・小谷方面、池田・松川方面の送迎バスあり

参加費：4,000 円(税込)
内

容：◇定員：男女各 50 名（北アルプス山麓地域で出会いを求める 20～30 代の未
婚の方が対象）
◇申込期限：１２月１８日（火）
◇詳細・申込先：http://u0u0.net/MRNt

https://alps-asobi.jimdo.com/イベント/イベント-2018/山麓クリパ-18/
---------------------------スキー場オープン情報☆彡
---------------------------※オープン日は予定です。積雪の状況により変動します。
〈上信越自動車道沿線エリア〉
◇さかえ倶楽部スキー場（栄村）：１２月１７日（月）～
http://vill.sakae.nagano.jp/ski.htm
◇野沢温泉スキー場（野沢温泉村）：１１月２３日（金）～
http://www.nozawaski.com/
◇戸狩温泉スキー場（飯山市）：１２月２２日（土）～
http://togari.jp
◇斑尾高原スキー場（飯山市）：１２月１５日（土）～
http://www.madarao.jp/ski/
◇木島平スキー場（木島平村）：１２月２２日（土）～
http://kijimadaira.info/
◇牧の入スノーパーク（木島平村）：１２月２２日（土）～
◇タングラムスキーサーカス（信濃町）：１２月１６日（日）～
http://www.tangram.jp/ski/
◇黒姫高原スノーパーク（信濃町）：１２月２２日（土）～
http://www.kurohime-kogen.co.jp
◇いいづなリゾートスキー場（飯綱町）：１２月２２日（土）～
http://iizunaresort.com
◇X-JAM 高井富士（山ノ内町）：１２月２２日（土）～
http://x-jam.jp
◇よませ温泉スキー場（山ノ内町）：１２月２２日（土）～
http://x-jam.jp
◇北志賀小丸山スキー場（山ノ内町）：１２月１６日（日）～
http://www.komaruyama.jp
◇竜王スキーパーク（山ノ内町）：１２月１日（土）～
http://www.ryuoo.com
◇志賀高原のスキー場（山ノ内町）：１２月１日（土）～
http://www.shigakogen.gr.jp/
◇YAMABOKU ワイルドスノーパーク（高山村）：１２月２２日（土）～
http://www.yamaboku.jp

◇山田温泉キッズスノーパーク（高山村）：１２月２６日（水）～
http://www.shinshu-takayama-onsenkyo.com/
◇峰の原高原スキー場（須坂市）：１２月１７日（月）～
http://www.minenohara.biz
◇戸隠スキー場（長野市）：１２月１５日（土）～
http://www.togakusi.com
◇飯綱高原スキー場（長野市）：１２月２２日（土）～
http://www.iizuna-kougen.com/
◇菅平高原スノーリゾート（上田市）：１２月１日（土）～
http://sugadaira.com/
◇上田市武石番所ヶ原スキー場（上田市）：１２月２３日（日）～
http://unkeiso.com/bansyogahara.html
◇湯の丸スキー場（東御市）：１１月２３日（金）～
http://www.yunomaru.co.jp
◇アサマ 2000 パーク（小諸市）：１１月２３日（金）～
http://www.asama2000.com/
◇軽井沢プリンスホテルスキー場（軽井沢町）：１１月３日（土）～
http://ski.princehotels.co.jp/karuizawa/
◇佐久スキーガーデン「パラダ」（佐久市）：１２月２１日（金）～
http://www.saku-parada.jp/
〈ビーナスライン・八ヶ岳エリア〉
◇八千穂高原スキー場（佐久穂町）：１２月１日（土）～
http://yachiho-kogen.jp/ski
◇白樺高原国際スキー場（立科町）：１２月８日（土）～
http://www.shirakaba-ski.jp/
◇しらかば 2in1 スキー場（立科町）：１２月８日（土）～
http://blogs.yahoo.co.jp/tateshina_official
◇ブランシュたかやまスキーリゾート（長和町）：１２月８日（土）～
http://www.blanche-ski.com
◇エコーバレースキー場（長和町）：１２月３日（月）～
http://www.echovalley.co.jp
◇小海リエックス・スキーバレー（小海町）：１２月８日（土）～
http://www.reex.co.jp/KOUMI/SKI/
◇シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳（川上村）：１２月１５日（土）～
http://www.chateraiseresort.co.jp/SKI/
◇白樺リゾート 池の平スノーパーク（茅野市）：１２月２２日（土）～

http://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/
◇車山高原 SKYPARK スキー場（茅野市）：１２月９日（日）～
http://www.kurumayama.com
◇白樺湖ロイヤルヒル（茅野市）：１２月８日（土）～
http://royalhill.co.jp/
◇ピラタス蓼科スノーリゾート（茅野市）：１２月８日（土）～
http://www.pilatus.jp/
◇蓼科東急スキー場（茅野市）：１２月１５日（土）～
http://www.tateshina-tokyu.com/outdoor/ski/
◇ファミリーゲレンデ霧ヶ峰スキー場（諏訪市）：１２月２２日（土）～
http://www.suwanet.net/~kirigamine/ski.htm
◇富士見高原スキー場（富士見町）：１２月１５日（土）～
http://fujimikogen-ski.jp/
◇富士見パノラマリゾート（富士見町）：１２月８日（土）～
http://www.fujimipanorama.com
〈中央線木曽路エリア〉
◇やぶはら高原スキー場（木祖村）：１２月１４日（金）～
http://www.yabuhara-kogen.jp
◇きそふくしまスキー場（木曽町）：１２月２２日（土）～
http://www.kisofukushima-ski.com/
◇開田高原マイアスキー場（木曽町）：１２月８日（土）～
http://www.mia-ski.com
◇おんたけ 2240（王滝村）：１２月８日（土）～
http://www.ontake2240.jp/
〈北アルプスエリア〉
◇白馬コルチナスキー場（小谷村）：１２月１５日（土）～
http://www.hgp.co.jp/cortina/ski/
◇白馬乗鞍温泉スキー場（小谷村）：１２月１５日（土）～
http://www.hakuba-alps.co.jp/ski/
◇栂池高原スキー場（小谷村）：１１月２３日（金）～
http://www.tsugaike.gr.jp
◇白馬岩岳スノーフィールド（白馬村）：１２月１５日（土）～
http://www.iwatake.jp
◇白馬八方尾根スキー場（白馬村）：１１月２３日（金）～
http://www.happo-one.jp

◇Hakuba47 ウインタースポーツパーク（白馬村）：１１月下旬～
http://www.hakuba47.co.jp/
◇白馬五竜スキー場（白馬村）：１１月下旬～
http://www.hakubagoryu.com
◇白馬さのさかスキー場（白馬村）：１２月１７日（月）～
http://www.sanosaka.com
◇鹿島槍スキー場（大町市）：１２月１５日（土）～
http://www.kashimayari.net/
◇爺ガ岳スキー場（大町市）：１２月２２日（土）～
http://www.jiigatake.com/
◇聖高原スキー場（麻績村）：１２月２０日（木）～
http://www.vill.omi.nagano.jp/kanko/hijiri/000236.php
◇Mt.乗鞍スノーリゾート（松本市）：１２月１５日（土）～
http://www.norikura.co.jp
◇野麦峠スキー場（松本市）：１２月１６日（日）～
http://gakutoresort.jp
◇あさひプライムスキー場（朝日村）：１２月１６日（日）～
http://asahi-prime.com/
〈中央道・伊那路エリア〉
◇中央道伊那スキーリゾート（伊那市）：１２月１５日（土）～
http://inaski.com/
◇中央アルプス千畳敷スキー場（駒ヶ根市）：４月下旬～
http://www.chuo-alps.com/
◇駒ヶ根高原スキー場（駒ヶ根市）：１２月２２日（土）～
https://www.chuo-alps.com/ski/
◇ヘブンスすのはら Snow World（阿智村）：１２月２２日（土）～
http://mt-heavens.com/winter/index.php
◇治部坂高原スキー場（阿智村）：１２月１５日（土）～
http://www.jibuzaka.co.jp
◇ひらや高原スキー場（平谷村）：１２月２２日（土）～
http://hiraya.boy.jp/
※スキー場の積雪情報やイベント・キャンペーン情報はこちらをご覧ください。
【NAGANO SNOW LOVE】http://www.snowlove.net/
※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】https://www.nagano-tabi.net/
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【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
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今年も残すところ、あとひと月となりました。
銀座ＮＡＧＡＮＯは、年内は 12 月 30 日（日）18:00 まで、年始は 1 月 4 日（金）
10：30 から営業いたします。皆様のご来店をお待ちしております。
◇ショップ（１階）◇
市田柿を販売する（株）アグリスタくましろ（豊丘村）から「金のとろ柿」
（300 円
（税別））が登場！
干し始めて 10 日くらいの柔らかい柿を冷凍した、今までにない味わい。冷凍したま
ま食べれば不思議な口どけが、また、解凍してから食べればとろっとした甘さが楽し
めます。
地元の長野県でも手に入らない、銀座ＮＡＧＡＮＯでの限定販売!!

数量限定です

のでこの機会にぜひお買い求めください。
そして、もう一品。お待たせしました！

木曽地域伝統の発酵食品「すんき漬け」

の販売がいよいよスタートです。
赤かぶの葉を、塩を使わずに乳酸菌発酵させたすんき漬けは、植物性乳酸菌がとて
も豊富で優れた食材としても大人気です。
（・メーカー

内容量

価格（税別））

・おんたけ有機

180ｇ

455 円

・アースかいだ

200ｇ

470 円

・アルプス物産

200ｇ

480 円

【今月のお酒紹介】
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。
11 月 28 日の銀座ＮＡＧＡＮＯ日本酒講座では、11 月 7 日に表彰式のあった関東信
越国税局酒類鑑評会にちなみ「出品酒と市販酒の違い」を、参加者の皆さんと学びま
した。
大吟醸の出品酒は市販のお酒と若干異なりますが、関東信越国税局酒類鑑評会に昨
年から設けられた「純米酒」の部門で今回優秀賞を獲得した２銘柄をご紹介します。
・角口酒造店（飯山市）

北光正宗

・田中屋酒造店（飯山市）

水尾

純米

純米
一味

720ml

1,130 円（税別）

720ml

1,100 円（税別）

水尾は旨味があって呑みやすく、北光正宗はキリッとすっきりとした味わいで、ど
ちらもお料理と共に楽しんで頂くのにピッタリのお酒です。
受賞酒は高いお酒ばかりではありません。ぜひこの機会に毎日のめる受賞酒をお楽
しみください。
◇イベントスペース（２階）◇
「味噌野沢菜」と「黒糖小豆」

■信州“粉もん”づくり講座
開催日

12 月 22 日（土）

時

間

11:00～13:00

定

員

24 名（申込先着順）

参加費

2,500 円

信州の冬といえばやっぱり「野沢菜」。
収穫の最盛期を迎える 11 月中旬から、信州の家庭では一冬分の野沢菜の漬け込みが
始まります。そんな漬かり始めの野沢菜によく合う味噌味でおやきを作ります。
年末年始などハレの日に作られてきた「小豆おやき」の黒糖タイプにも挑戦してみ
ましょう。
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/
【12月のイベントカレンダー】https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2018/12
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【５】信州スポーツ情報（11 月 30 日までの結果）
～皆様の応援をお願いします！～
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
≪御嶽海（上松町出身）≫

大相撲九州場所（東関脇）７勝８敗

４場所ぶりの負け越し。
≪Ｊ３ＡＣ長野パルセイロ≫

第 33 節まで終了 ９勝 11 分 10 敗
＜17 チーム中 11 位＞

次節は１２月２日(日)、ホームでグルージャ盛岡と対戦。
【ＡＣ長野パルセイロ】https://parceiro.co.jp/

≪ＡＣ長野パルセイロ・レディース≫ 全試合（全１８節）終了 ６勝４分８敗
＜10 チーム中７位＞
目標の３位以内に届かず。来季に期待。
【ＡＣ長野パルセイロ】https://parceiro.co.jp/
≪信州ブレイブウォリアーズ≫
2018-2019 シーズン

１６勝３敗

＜Ｂ２中地区６チーム中１位＞

次戦は１２月８日(土)、ホームで金沢武士団と対戦。
【信州ブレイブウォリアーズ】http://www.b-warriors.net/
≪ＶＣ長野トライデンツ≫
V.LEAGUE DIVISION1 MEN

１勝８敗

＜１０チーム中９位＞

次戦は１２月１日(土)、パナソニックと対戦。
【ＶＣ長野トライデンツ】https://vcnagano.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
----------------------------------------------------------------------------

