o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
長野県東京事務所メールマガジン「信州通信」６月号 令和３年５月 31 日配信
≪

水くれて 夕かげ待つや 蛍籠 ≫

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o。〇o
５月ももう終わり、吹く風も熱を帯び次第に夏めいてまいりましたが、みなさまいかがお
過ごしでしょうか。
９都道府県に出ている緊急事態宣言が沖縄県と同じ６月 20 日まで延長されました。後の
世の中の動向が気になるところです。
新型コロナの影響ももちろんですが、そうでなくとも人生は山あり谷あり。上手に気持ち
を盛り上げて一日一日を機嫌よく過ごしたいものです。
いよいよ梅雨が到来する季節、みなさまの憂鬱な気持ちを和らげるお手伝いが少しでも
できれば幸いです。
それでは信州通信６月号をお楽しみください。
▼ ▽ ▽ ▽ ▼ ▽ ▽ ▽ ▼ ▽ ▽ ▽
本

日 の メ ニ ュ ー

△ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲
【１】 長野県からのお知らせ
・
【第 109 回全国新酒鑑評会】入賞数・金賞数で長野県が全国１位を獲得しました
・
【京急百貨店開店 25 周年記念】
『大信州展』６月２日（水）まで開催中
・
「オールＮＡＧＡＮＯモール」オープンしました
【２】 銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース
・営業再開情報について（重要！）
・オンラインセミナーのご紹介

【３】 信州スポーツ情報
・大相撲 御嶽海関の５月場所 二ケタ勝ち越し おめでとう！
・信州ゆかりのプロスポーツ情報 他
※信州ゆかりの店の記事について今月は掲載をお休みします。

【１】 長野県からのお知らせ
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SAKESAKESAKESAKESAKESAKESAKESAKESAKESAKE
ﾔｯﾀﾈ‼ 長野県産の日本酒が受賞最多数☆☆☆
【第 109 回全国新酒鑑評会】

￣ ||醸|| 二 ⊃￣￣￣￣ 長野県が入賞数・金賞数で全国１位を獲得しました
SAKESAKESAKESAKESAKESAKESAKESAKESAKESAKESAKESAKESAKESAKESAKE
先日、第 109 回全国新酒鑑評会の結果が公表され長野県産の日本酒は 36 銘柄が入賞、う
ち 17 銘柄は金賞も獲得しいずれも都道府県別最多の受賞で見事全国１位にかがやきまし
た！(金賞は福島県と同数)
長野県は、清冽な水・日照時間の長さ・厳寒の冬など酒造りにかかせない豊かな自然環境
に恵まれており、県内には全国で２番目に多い 80 もの酒蔵が存在します。そこで丹精込め
て仕込まれた酒は蔵ごとに特色を持っており、それぞれのお酒に飲んだ人を楽しませる魅
力があります。
首都圏ではまだまだ自粛生活が続きますが、美味しいお酒は人々を励ます活力になりま
す。この機に今回の受賞酒はもちろんのこと、県産の日本酒を飲み比べされてはいかがでし
ょうか？おうち時間を利用して信州地酒の通になっていただければ喜びの限りです（＾＾）
なお、銀座ＮＡＧＡＮＯは現在お休み中ですが、オンラインショップ「ＮＡＧＡＮＯマル
シェ nagano-marche@ics-net.com」はご利用いただけますし、後で紹介する「オール NAGANO
モール」https://nagano-shodan.com/nagano-mall でも信州地酒のショッピングサイトをご
紹介しています。
これらのサイトもぜひ利用いただき、「推し」の１酒をみつけてみてくださいね～
【全国新酒鑑評会審査結果（独立行政法人酒類総合研究所 公式 HP）
】
https://www.nrib.go.jp/data/kan/shinshu/award/R02.html
【県プレスリリース（PDF）
】
https://www.pref.nagano.lg.jp/jizake/happyou/documents/20210521press.pdf
【県内入賞酒一覧 （PDF）
】
https://www.pref.nagano.lg.jp/jizake/happyou/documents/20210521press_list.pdf

K★★★K★★K★K★★K★★★K★★K★K★★K★★★K★★K★K★★K★★★K
祝！京急百貨店開店 25 周年記念
『大信州展』 ５月 27 日（木）～６月２日（水） 開催中です！！！
K★★★K★★K★K★★K★★★K★★K★K★★K★★★K★★K★K★★K★★★K
緊急事態宣言の延長で遠方へのご旅行を控えていらっしゃる方々へ、信州を
身近に感じていただける素敵なイベントのお知らせです。
京急百貨店が開店 25 周年を記念して『第 22 回 大信州展』を開催しております。
戸隠そば、おやき、ローストビーフ、五平餅などの信州の食、木曽漆器や草木染、帆布な
どの工芸品が横浜に大集結します！参加店は 38 店舗。同時に令和４年に御開帳を迎え
る善光寺の事前特別パネル展や善光寺・御朱印、すり仏限定頒布会も開催し会
場を盛り上げます。
ぜひ、京急百貨店『大信州展』へ足を運ばれ信州への旅行気分を味わってみては
いかがでしょうか。
（京急百貨店 大信州展）
https://www.keikyu-depart.com/kqdep/topics/event/saiji_tmp01.html?p_id=84980
【開催日時】５月 27 日（木）から６月２日（水）
10：00～20：00※最終日は 17：00 まで
【所在地】 神奈川県横浜市港南区上大岡西 1 丁目 6 番 1 号
【開催場所】７階催事場及び３・６・７階特設会場ほか
【電話番号】 045-848-1111（代表）
【アクセス】
「京急線」
「横浜市営地下鉄ブルーライン」上大岡駅直結

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
長野県産品を取り扱う EC サイトが一堂に会するポータルサイト
「オール NAGANO モール」がオープンしました～
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
新型コロナウイルス対策としてインターネット販売の強化に取り組む事業者を
支援するため、長野県内の特産品や地場産品を取り扱う EC サイトが一堂に
会するポータルサイト「オール NAGANO モール」を開設しました。
農畜水産物や加工食品はもちろん、日本酒やワインといったアルコール類に
加え、伝統工芸品や日用雑貨といった非食品まで幅広く掲載しています。
また、カテゴリー、フリーワードに加え、健康長寿、環境への配慮など長野県
が大切にするキーワードでも商品検索ができます。
ぜひ、あなたのお気に入りを見つけてみてくださいね（＾∀＾）ﾉｼ

【サイト URL】
https://nagano-shodan.com/nagano-mall
【県プレスリリース】
https://www.pref.nagano.lg.jp/eigyo/happyou/documents/210427pressallnaganomallop
.pdf
【お問い合わせ先】
長野県産業労働部 営業局
販売流通促進担当 （次長）山口 光彦（担当）手塚 裕介
（電話番号）026-235-7248（直通）
026-232-0111（代表）内線 3961
（fax 番号）026-235-7496
（E メール）eigyo@pref.nagano.lg.jp

【２】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース

※令和３年５月 31 日時点の情報を掲載。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇店舗営業再開のお知らせ◇
長らくお待たせしました。
銀座ＮＡＧＡＮＯの営業を６月５日（土）から時間を短縮し再開いたします。
営業時間は、午前 10 時 30 分から午後５時までとなります。
なお、酒類提供のバルコーナーは、引き続き休業させていただきます。
営業再開に当たりまして、皆さまに安心してお買い物をしていただけるよう、引き続き感
染防止対策に努めてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。
◇ＮＡＧＡＮＯマルシェ◇
お家にいながら長野県の特産品をお買物できるオンラインショップ「ＮＡＧＡＮＯマル
シェ」
。
信州の豊かな自然と大地の恵みを受けて育った特産品を多数そろえています。
この機会に是非、ご利用ください。
https://nagano-marche.com/
（お問合せ先： nagano-marche@ics-net.com （月～金 10：00～17：00）
）
※割引可能額が上限に達した時点で、割引販売は終了となります。
◇オンラインセミナーのご案内◇
ご自宅にいながら参加できる「ワイン・日本酒オンラインセミナー」を開催します。
（お酒に関するセミナーのため、いずれも 20 歳以上の方限定となります。
）
●６月 26 日（土）17:00～18:00
銀座ＮＡＧＡＮＯ×東急百貨店コラボ企画

長野ワイン オンラインセミナー「サンクゼール・ワイナリー」
イベントの詳細とお申込みは、銀座ＮＡＧＡＮＯのホームページ「イベントカレンダー」
をご覧ください。
https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2021/05
【銀座ＮＡＧＡＮＯ】https://www.ginza-nagano.jp/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【３】信州スポーツ情報
※情報は令和３年５月 31 日現在のものです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
≪大相撲 御嶽海関（上松町出身）≫ 祝☆２ケタ勝ち越し～～
大相撲夏場所（５月９日初日、両国国技館）が５月 23 日(日)千秋楽を迎えました。郷土
力士の御嶽海関（上松町出身）は東の小結で場所に臨み、結果は 10 勝５敗と場所前の抱負
通り２ケタ勝利も見事達成しました！持ち味の力強い相撲を見せてくれた御嶽海関に来場
所も期待したいですね(＾＾)
≪Ｊ２松本山雅ＦＣ≫
2021 明治安田生命Ｊ２リーグ第 16 節まで終了
現在第 17 位（２勝６分６敗）
次回試合は６月５日（土）にホームで FC 町田ゼルビアと対戦
【松本山雅ＦＣ】https://www.yamaga-fc.com/
≪Ｊ３ＡＣ長野パルセイロ≫
2021 明治安田生命Ｊ３リーグ第９節まで終了
現在第 10 位（１勝４分３敗）
次回試合は６月５日（土）にアウェーで FC 今治と対戦
【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≫
2021 シーズンから日本女子プロサッカーリーグ（WE）に参戦。
次回試合は 2021WE リーグプレシーズンマッチナンバー22 で
６月 19 日（土）にアウェーでちふれ AS エルフェン埼玉と対戦。
WE リーグ公式戦は９月に開幕予定
【ＡＣ長野パルセイロレディース】https://parceiro.co.jp/

≪信濃グランセローズ≫
ルートイン BC リーグ 2021 公式戦
現在中地区第２位（11 勝３分９敗）
次回は６月２日（水）長野県営球場で群馬ダイヤモンドペガサスと対戦
【信濃グランセローズ】https://www.grandserows.co.jp/
≪信州ブレイブウォーリアーズ≫
男子バスケットボール B リーグ１部 通算成績は 20 勝 34 敗＜西地区 10 チーム中７位＞
【信州ブレイブウォーリアーズ】https://www.b-warriors.net/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
信州通信６月号を最後までお読みいただきありがとうございました。

今年４月から９月までの間、日曜 18 時半からのアニメ「サザエさん」のオープニン
グでサザエさんが長野県内の観光地をめぐります。
https://www.pref.nagano.lg.jp/eigyo/happyou/210331press.html
４月～６月までは春～初夏バージョン、７月～９月までは夏～秋バージョンの予定
で、今は、春～初夏バージョンが放映されています。
取り上げられている観光地はこちら
（１）飯山菜の花公園（飯山市）
（２）高遠城址公園（伊那市）
（３）信州ビーナスライン
（茅野市、諏訪市、下諏訪町、上田市、立科町、長和町ほか）
（４）上田電鉄別所線 千曲川に架かる赤い鉄橋（上田市）
（５）戸隠神社 奥社杉並木（長野市）
（６）野尻湖 ナウマンゾウの親子像（信濃町）
（７）北八ヶ岳 苔の森（小海町、佐久穂町）
（８）国宝 松本城（松本市）
（９）志賀高原 田ノ原湿原（山ノ内町）
（10）天龍峡大橋

そらさんぽ天龍峡（飯田市）

（11）布引観音 釈尊寺（小諸市）
（12）白馬マウンテンハーバーと北アルプス（白馬村）

先週の日曜日の放送では、桜満開の高遠城址公園を気球に乗って見物しているサザ
エさんが放映されその手には高遠饅頭が、また松本城を見物しているときにも松本手
まりを登場させるなどご当地の特産物も入っておりなかなか凝った作りになっていま
す。なお、サザエさんのオープニングをまとめたサイトによると、オープニングのご
当地紹介は、1974 年から始まっていて長野県は 1976 年に初登場し、今回は 2015 年以
来６年ぶり６回目の登場、他の都道府県に比べて登場回数も多いようです。
https://www.yamachanet.jp/sazaekankou.html
緊急事態宣言の延長で遠方へのお出かけが難しいかたも、ぜひご覧いただいてサザエさ
んと一緒に信州への旅行気分を味わっていただけたら、と思います。
新型コロナウイルス変異株が猛威を振るっていますが、どうぞみなさまご自愛ください。
来月号もご購読どうぞよろしくお願いいたします。
---------------------------------------------------------------------------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/sogokeikak
u/2018keikaku.html
配信停止をご希望の方は mg-shinshu@pref.nagano.lg.jp へ「配信停止希望」とお知らせ
ください。
--------------------------------------------------------------------------------

