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長野県東京事務所発『信州通信』４月号

２０１９年３月２９日（金）

～サクラサク春到来号…今月のお店は「ビストロ

エコー」…～

■------------------------------------------------------------------------ ■
スマートフォン片手に、咲き誇る桜を見上げるそぞろ歩きの面々、桜の下で顔を赤らめながらど
んちゃん騒ぎに興じる酔客、夜桜を物思い顔で眺める訳ありげな人々、等々。どうして日本人はこ
れほどまでに桜に心惹かれるのでしょうか？
桜咲く春は出会いと別れの季節。別れの悲しさも、出会いの喜びも、共に包み込む大らかな優し
さを楚々と咲く桜に感じながら、平成 30 年度最後の『信州通信』を始めたいと思います。
【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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【１】発見！信州ゆかりのお店 in 東京 （ビストロ

エコー）
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ジビエ料理をいただけるお店は都内に多々あれど、信州産のジビエを楽しめるお店
はあまりないかもしれません。
今回は大人のための小粋な空間、フレンチレストラン「ビストロ

エコー」の登場

です。
村松康之シェフは、北アルプスの麓、長野県白馬村で 15 年ほどオーベルジュ（宿
泊できるレストラン）を営業。地元の猟師の皆さんと出会い、近隣農家の新鮮な野菜
に惚れこみ、信州食材のジビエ・フレンチ料理を提供している中で、長年の夢でもあ
った都内での営業を決心し、2018 年２月、三軒茶屋駅近くに新店舗をオープンしまし
た。
PR ポイントは、シェフ自らが大町市周辺の生産者から直接仕入れた「信州ジビエ」
の料理を年間通じて食べられること、信州産のおいしい野菜やワインを楽しんでいた
だけること。
らせん階段を上がった２F の可愛いお店で貸し切りも大歓迎。ジビエは脂肪分も少
なくヘルシーで栄養価も高い食材です。肩肘はらずに一味違うフレンチをいただける
お店へ足を運んでみてはいかがでしょう？
住

所：

世田谷区太子堂 5-28-9 クレア太子堂 2F

T E L：

080-7973-2860

交通手段：東急東横線・東急世田谷線

三軒茶屋駅より徒歩 10 分

営業時間：水曜日定休、12:00～15:00、18:00～翌 1:00
予

算：

ジビエ：

ランチ

950 円～、ディナー

3,800 円～

鹿肉、鳥肉ほか

https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131706/13217278/

※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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------------------------------------------------------------◇信州花フェスタ 2019～北アルプスの贈りもの～◇
開催直前企画第２弾！メイン会場をご紹介します☆彡
------------------------------------------------------------国内最大級の花と緑の祭典「信州花フェスタ 2019」ってどんなイベントなのか？
前月号では、大まかな概要と「５つの魅力」についてご説明させていただきました。
今月号では、松本市のメイン会場で行われるイベントのうち、主なものをピック
アップしてご紹介します。
☆メイン会場概要☆彡
会

場：長野県松本平広域公園（信州スカイパーク）
※信州まつもと空港に隣接しています。

アクセス：◇松本・塩尻駅からシャトルバス運行〔無料〕
◇駐車場 3,000 台〔無料〕
☆主なイベント☆彡
◆特別企画展◆（やまびこドーム内）
==そら植物園・西畠清順による信州産サボテンのインスタレーション==
期間：４月２５日（木）～６月１６日（日）〈通期〉
内容：２１歳から日本各地・世界各地を旅して様々な植物を収集するプラント
ハンターによる、県内産のサボテンや石材等を活用した展示。
==劇団四季展==
期間：４月２５日（木）～５月１９日（日）
内容：大町市に「劇団四季記念館」を有する世界的な演劇集団による、花や

緑に関係する舞台道具等の企画展。
==みて、ふれて、つくって「いわさきちひろ・花とあそびの庭」==
期間：５月２５日（土）～６月１６日（日）
内容：信州の自然を愛し、花と子どもを描き続けた絵本画家いわさきちひろの
作品と、花や緑がコラボレーションした体験型の企画展。
◆スペシャルイベント◆
==まるごと信州わくわくデー==
期間：４月２７日（土）～２９日（月・祝）
内容：県内自治体等によるブース出展・ステージイベント等
※信濃大町観光大使の鉄拳氏・村井美樹氏も出演！（4/28（日））
==ＳＢＣくらしフェア in 信州花フェスタ 2019==
期間：５月３日（金・祝）～６日（月・休）
内容：住まい、健康、レジャーなど、生活に密接に関わる様々な情報をお届け。
お笑いライブやキャラクタショー、地元高校生の演奏も。
==エクステリア＆ガーデンフェスタ in まつもと==
期間：５月１１日（土）～１２日（日）
内容：長野県最大級のエクステリア専門展示会。
==信州アクティビティ体験フェア==
期間：５月１８日（土）～１９日（日）
内容：スラックラインやボルダリング、カヤック、フォレストアドベンチャー
など、人気のアクティビティが大集結！
==テレビ信州春祭り in 信州花フェスタ 2019==
期間：５月２５日（土）～２６日（日）
内容：テレビ信州の番組アトラクションが大集合。家族で楽しめるおいしい
広場や企画も盛りだくさん！
==abn 地球を守ろう！フェスタ==
期間：６月１日（土）～２日（日）
内容：駅前テレビの公開生放送のほか、エコをテーマにステージイベント、
様々なエコブースを展開！
==ランドスケープシンポジウム==
期日：６月４日（火）
内容：緑や花の魅力をアピールしながら、長野県内における都市緑化の普及
啓発を図ることを目的としたシンポジウム。
==信州夢街道フェスタ 2019==
期間：６月８日（土）～９日（日）
内容：長野県内の自治体ブースで各地の観光・歴史・文化を紹介。ご当地
グルメ、地元特産品が勢揃いし、ステージイベントも！

==国際フラワーフォーラム 2019==
期間：６月１４日（金）～１５日（土）
内容：世界に誇る県産花きの魅力や、様々な場所や場面での花の利用について
発信するフォーラム。フラワーファッションショーや全国高校生花生け
バトル、花育教室を開催。
https://shinshu-hanafesta2019.jp/
--------------------------------------------------------＊ 今年もやってきました！「２０１９長野の酒メッセ」＊
--------------------------------------------------------今年も酒メッセの季節がやってきました！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。
前売券をご購入のうえ、ご来場いただいた方には「信州産びん詰なめ茸」をプレゼ
ント。是非この機会に信州の酒をご賞味ください。
【in 大阪】
日

時：４月１５日（月）１６時３０分～２０時

会

場：大阪新阪急ホテル

２階紫の間

【in 東京】
日

時：５月８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

http://www.nagano-sake.or.jp/topics/002/
------------------------------------------------「焼來肉ロックフェス」今年も開催！☆彡
------------------------------------------------飯田地域を盛り上げようと毎夏開催されている焼肉とロックの祭典「焼來肉ロック
フェス」。第５回となる今夏の日程が発表されました。
出演アーティストは４月１日に発表される予定とのことですが、昨年はサンボマス
ターなど約３０組のアーティストが出演しています。
日

時：７月２０日（土）開場８時３０分

会

場：野底山森林公園

【公式ホームページ】
http://yakifes.jp/

開演１０時
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【３】信州イベント情報
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≪大草城址公園「咲く楽市」（中川村）≫
残雪の中央アルプスと桜の競演が見どころの桜スポット。五平餅や山菜うどん、お
土産品の出店もあります。
４月７日（予定）には桜まつりが開催され、中川村伝統の「陣馬太鼓」や、地元の
皆さんの踊りなどの出し物で賑わいます。
日

時：３月２８日（木）～４月１４日（日）

会

場：大草城址公園

桜まつり４月７日（日）

入場料：無料
http://www.inadanikankou.jp/area/nakagawa/%e5%a4%a7%e8%8d%89%e5%9f%8e%e5%9d%
80%e5%85%ac%e5%9c%92%e3%80%80%e5%92%b2%e3%81%8f%e6%a5%bd%e5%b8%82%e3%81%95%e
3%81%8f%e3%82%89%e3%81%84%e3%81%a1
≪臥竜公園

平成最後のさくらまつり（須坂市）≫

臥竜公園の竜ヶ池の周りに 160 本、公園全体で約 600 本の桜が楽しめます（ソメイ
ヨシノなど）。見頃期間中は夜桜のライトアップが開催され、水面に映る夜桜が幻想的
です。
日

時：４月４日（木）～２５日（木）

会

場：臥竜公園

入場料：※駐車場（協力金として）
内

バス 2,000 円／普通車等 500 円

容：◇夜桜ライトアップ：見頃期間中 18 時～22 時
◇さくらまつり熱気球体験
日時：13 日（土）夜（19 時～20 時 30 分）
14 日（日）朝（６時 30 分～８時）

夜（18 時 30 分～20 時）

発着地点：小山小学校グラウンド
料金：大人 1,500 円

小人 1,000 円

※要予約

https://www.suzaka-kankokyokai.jp/midokoro/sakuramatsuri.php
≪ぐるっと駒ヶ根

花めぐりバス（駒ヶ根市）≫

駒ヶ根市には、光前寺のしだれ桜をはじめ、一本桜や花桃の里など、数多くの花ス
ポットが点在します。個性的で美しい花の数々を、バスに揺られてゆっくり眺めてみ
ませんか？
【ぐるっと駒ヶ根

花めぐりバス】

催行日：４月６日（土）・１３日（土）・２０日（土）
時

間：１０時～１５時（９時４５分 駒ヶ根ファームス集合）

参加費：4,900 円（昼食代込）
定

員：２０名（最少催行人員１５名）

https://www.suzaka-kankokyokai.jp/midokoro/sakuramatsuri.php
【特別編

ぐるっとみなこい

桜めぐりバス】

催行日：４月７日（日）・１４日（日）
時

間：９時～１５時（８時４５分 駒ヶ根ファームス集合）

参加費：5,800 円（昼食代込）
定

員：２０名（最少催行人員１５名）

http://www.kankou-komagane.com/news/index2.php?id=956
≪なぎそミツバツツジ祭り（南木曽町）≫
天白公園の高台に群生する６種類約４００株のミツバツツジが、鮮やかなピンク色
の花を咲かせます。祭り期間中には、地元の土産物やツツジ苗等の販売が行われ、大
勢の花見客で賑わいます。
日

時：４月６日（土）～２１日（日）

会

場：天白公園（木曽郡南木曽町読書）

９時～１６時

※国道 19 号の信号「三留野大橋」を曲がってすぐ。
入場料：※駐車場（環境整備協力金として）：大型バス 1,500 円／
マイクロバス 800 円／普通車 300 円／二輪車 100 円
http://www.town.nagiso.nagano.jp/kankou/event/azaleafest_2_2.html
≪湯楽里館ワイン＆ビアミュージアムオープン（東御市）≫
千曲川ワインバレーの中心都市・東御市に、ワインとビールの情報発信拠点「ワイ
ン＆ビアミュージアム」がオープンします！
日

時：オープン日 ４月１１日（木）※水曜定休 営業時間１０時～１８時

会

場：東御市湯楽里館２階

入場料：無料

※一部有料サービスあり。団体は事前予約にて対応可

https://www.facebook.com/kanko.city.tomi.nagano/
≪花もだんごも蔵開き（須坂市）≫
信州最大級 35,000 人が集う春の蔵開き。会場にはおやき、やきとりなどおいしい食
べ物がいっぱい！蔵開き限定のお酒や酒粕詰め放題も大人気です。
日

時：４月１２日（金）・１３日（土）・１４日（日）

会

場：遠藤酒造場酒蔵／田中本家博物館
※須坂駅から会場まで無料シャトルバス運行

入場料：無料

※内容により有料のものもあります。

http://www.keiryu.jp/event.html

各日９時３０分～１６時

≪立山黒部アルペンルート開通式及び関電トンネル電気バスオープンイベント
（大町市）≫
立山黒部アルペンルートは、北アルプスを貫いて富山県と長野県を結ぶ、国際的な
山岳ルート。豪雪地帯のため冬の間閉ざされていましたが、４月１５日（月）に全線
開通になります。
今年は「電気バス元年」のため、開通式のほか、関電トンネル電気バスオープンイ
ベントも併せて開催。
日

時：４月１５日（月）

会

場：立山黒部アルペンルート開通式（扇沢駅２階待合スペース）<7:00～7:15>
関電トンネル電気バス出発式（扇沢駅３階）<7:20～7:30>

https://www.omachi-promotion.com/
≪光前寺不動滝桜と幻想的な七大ライトアップ（駒ヶ根市）≫
境内には、光前寺住職が先代から育ててきた「光前寺不動滝桜」や「鐘楼の古木」
桜など７０本のしだれ桜が植えられており、古いものは樹齢約 200 年にもなります。
見頃は例年４月中旬頃で、複数の樹種があるため、長ければ３週間ほど花を楽しむこ
とができます。
日

時：４月１３日（土）～３０日（火）

１８時３０分～２１時

会

場：宝積山光前寺

内

容：◇七大ライトアップ：光前寺「不動滝桜」、仁王門、参道、三門、古木の鐘楼
桜（しょうろうさくら）、苔の古道、池に映る三重塔
◇特別開催：平成最後の記念イベント
日時：４月３０日（火）１８時３０分～２５時
内容：◇新旧二元号入り御朱印発行
◇新元号変更記念の鐘（先着 108 名）
◇門前売店にて甘酒振舞い（先着 200 名）23 時 30 分～

など

http://www.kankou-komagane.com/news/index2.php?id=954
≪みどり湖水芭蕉まつり（塩尻市）≫
昭和 61 年に地元の愛好家が水芭蕉を植えたのをきっかけに、
「 みどり湖水芭蕉の会」
の皆さんが株分けしながら公園を整備しています。
約 4,000 株の「春の妖精」をぜひ見に来てください。
日

時：４月１４日（日）

会

場：みどり湖畔

※駐車場あります。

入場料：無料
https://tokimeguri.jp/annual_event/156.php

≪大町温泉郷さくら祭り（大町市）≫
広葉樹の林に囲まれた静かな大町温泉郷に、ヤマザクラやソメイヨシノ等が咲き誇
ります。期間中は郷内に提灯が灯り、最終日には「お客様感謝デー」も予定。
日

時：４月１４日（日）～５月６日（月・休）

会

場：大町温泉郷内

http://www.omachionsen.jp/
≪宇木の古代桜まつり（山ノ内町）≫
樹齢 850 年を超える「千歳桜」をはじめとする名木が点在している宇木地区で 、満
開の時期に桜まつりを開催。
日

時：４月中旬（土日の２日間開催予定）

会

場：宇木区民会館・隆谷寺

内

容：◇「10 周年記念 桜めぐりスタンプラリー」
◇「桜の写真展」

など

http://info-yamanouchi.net/event/item.php?id=47
≪おおまち桜まつり（大町市）≫
大町市内が一望できる人気の桜の名所で、桜まつりが開催されます。
日

時：４月中旬～５月上旬（開花時期に合わせて開催）
ぼんぼり点灯時間（１８時～２２時）

会

場：大町公園

https://shinshu-hanafesta2019.jp/gs-event/%e3%81%8a%e3%81%8a%e3%81%be%e3%81%
a1%e6%a1%9c%e3%81%be%e3%81%a4%e3%82%8a
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【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
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◇ショップ（１階）◇
４月 25 日から始まる「信州花フェスタ 2019」と連動して、銀座ＮＡＧＡＮＯの店
頭にもプランターの展示が始まりました。
また、花フェスタにちなみ、「花ショコラコンフィ」も販売中。伝統菓子「ぼうろ」
にクリーミーなチョコレートを程よく含ませ「サクッとしっとり」のスイーツに仕立
てました。25 個入り 1,100 円（税別）、５個入り 300 円（税別）。
生鮮コーナーでは、大人気の“わさびの花”に続いて、須坂市のグリーンアスパラ
ガスが入荷します。極太で甘みがたっぷり詰まった春の味をお楽しみください。

【４月のお酒＆イベント紹介】
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してきました。
今回はその最終回！
３月９日に銀座ＮＡＧＡＮＯで開催した「しあわせ信州日本酒研究会

信州かるた

ラベル＆新酒発表会」で発表したお酒が大人気！今回はそちらをご紹介させて頂きま
す。
「信州かるた」なので頭文字は「な・が・の・さ・け」
な・・・鍋倉の夜空に輝く北斗七星→北光正宗の微発泡酒
が・・・頑として続ける伝統もち米四段→勢正宗の低アルコール酒。
の・・・飲むほどに豊かに香る花酵母→積善のバナナの香りの酒。
さ・・・犀川の伏流水に変わらぬ味わい→本老の松の甘酸っぱい酒
け・・・蹴鞠から始まる歴史福無量→福無量のリンゴの香りのお酒。
と、全部テーマをつけて初めてお酒を呑む方にも楽しく飲んでいただける味わいにな
っています。300ml で価格 800 円（税込）。
ピクニックにも持って行けて、各種コレクションとしても楽しいお酒ですのでぜひ
お楽しみください。
◇イベントスペース（２階）◇
■映画「4 月の君、スピカ。」のロケ地千曲市の魅力を知り尽くす！
４月６日（土）

11:00～12:00／13:30～14:30

定員各 30 名（参加費無料）
映画「4 月の君、スピカ。」の見どころと千曲市内のロケ地各所をロケ地マップでご
紹介します。さらにせっかく千曲市を訪れるなら行っていただきたいおすすめ観光ス
ポットも千曲市のロケーションサービス担当がまとめてご案内！
ほかにも映画に登場する「ちくまあんずコッペパン」も特別にご用意しますので、
同じものをぜひ味わってみてください。
ご来場いただいた方から抽選で、主演の福原遥さんと佐藤大樹さんのサイン入りポ
スターを 1 名様にプレゼント！！
「君スピ」と千曲市の魅力を満喫しましょう♪
お問い合わせ：長野県信州ブランド推進室 TEL 026-235-7249

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/
【４月のイベントカレンダー】https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2019/04

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【５】信州スポーツ情報（２月２７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）≫

大相撲春場所（東小結）７勝８敗

夏場所（５月１２日初日）で小結に留まることができるのか注目。
≪Ｊ１松本山雅ＦＣ≫

第４節まで終了

１勝１分２敗

＜18 チーム中 12 位＞

次戦は３月３１日（日）、ホームで川崎フロンターレと対戦。
【松本山雅ＦＣ】https://www.yamaga-fc.com/
≪Ｊ３ＡＣ長野パルセイロ≫

第３節まで終了

０勝２分１敗
＜18 チーム中 16 位＞

次戦は３月３１日（日）、アウェーでブラウブリッツ秋田と対戦。
【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≫

第２節まで終了

０勝０分２敗
＜10 チーム中９位＞

次戦は３月３０日（土）、アウェーでノジマステラ神奈川相模原と対戦。
【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

41 勝 11 敗

＜Ｂ２中地区６チーム中１位＞

次戦は３月３０日(土)、アウェーでアースフレンズ東京Ｚと対戦。
【信州ブレイブウォリアーズ】https://www.b-warriors.net/
---------------------------------------------------------------------------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
----------------------------------------------------------------------------

