
精神科の医療に関する
相談はこちらへ

○精神科救急情報センターで24時間365日精神医療相談を開始します。
○開始日：2月1日（火）
○応対者：看護師、精神保健福祉士等
○電話番号：0265-81-9900
○対象者：県内在住で緊急に精神科医療を必要とされる方やそのご家族など
健康福祉部健康長寿課 ☎026-235-7109

「歯と健康」について
みんなで考えましょう

○県歯科保健推進条例制定記念県民大会を開催します。
○日時：1月27日（木） 13:30 ～ 16:30
○場所：長野市　サンパルテ山王
○講演やシンポジウムが行われます。
○どなたでもご参加いただけます。事前の申し込みは不要です。
健康福祉部健康長寿課 ☎026-235-7116

若者の皆さん 悪質なセールス
などでお困りではありませんか

○特別相談「若者トラブル１１０番」を開催します。
○日時：1月27日（木） ～ 28日（金）
8:30 ～ 17:00（岡谷のみ10:00 ～ 18:00）
○場所：県消費生活センター（長野、松本、上田、岡谷、飯田）
○お気軽にご相談ください。（電話または来所）
企画部消費生活室 ☎026-223-6770
　または最寄りの県消費生活センター

県外の方々などへの情報発信に便利！
お役立てください

○県ホームページに「知ってる？信州農産物」コーナーを設けました。
○現在、米、そば、りんご、レタスなど９品目を掲載し、順次追加していきます。
○こちらをご覧ください。
http://www.pref.nagano.lg.jp/nousei/nousei/
kiso-joho/kisojoho-top.html
農政部農業政策課 ☎026-235-7211

あなたの「もったいない」の
気持ちを伝えてみませんか

○「食べ残しを減らそう県民運動」応援メッセージとアイデア
を募集しています。
○県内にお住まいの方は誰でもご応募いただけます。
○募集期限:2月28日（月）まで
○詳細は募集チラシ及び県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/haiki/
tabekiri/aidea/aidea.htm
環境部廃棄物対策課 ☎026-235-7181

口蹄疫対策にご協力ください

○牛、豚、ヤギなどが感染する口蹄疫がアジア、アフリカなど
海外の多くの国で発生しています。
○発生国へ旅行した際には、
①畜産施設へできる限り立ち入らない
②家畜に接触した場合などは空港内の動物検疫所へ立ち寄る
③肉製品を国内へ持ち込まないなどご協力をお願いします。
農政部園芸畜産課 ☎026-235-7232

“信州産”の素晴らしい
味わいをお楽しみください

○長野県原産地呼称管理制度～ 日本酒・焼酎・ワイン・
シードル官能審査会・認定品お披露目会を開催します。
○日時：2月2日（水）
　10:00 ～ 12:00 日本酒・焼酎官能審査会
　14:00 ～ 16:30 ワイン・シードル官能審査会
　17:00 ～ 18:30 認定品お披露目会
○場所：塩尻市市民交流センター
○どなたでも参加できますが、お披露目会は事前に申込が必要です。
農政部農産物マーケティング室 ☎026-235-7216 または
商工労働部ものづくり振興課 ☎026-235-7132

～消防団員募集中～
あなたのチカラを消防団に！

○地域の仲間との交流が広がります。
○団員の８割以上がサラリーマンです。
○女性の団員も活躍しています。
○加入のお問い合わせは、お住まいの市役所、町村役場、最寄りの消防署まで
危機管理部消防課 ☎026-235-7182

情報 掲示板情報 掲示板＝問い合わせ先
＝申し込み先

「多重債務」の問題について
考えましょう

○消費者問題シンポジウムを開催します。
○日時：2月12日（土） 13:00 ～ 16:00
○場所：松本市　ホテルモンターニュ松本
○当日は多重債務問題をテーマに講演が行われます。
　企画部消費生活室 ☎026-223-6770
または最寄りの県消費生活センター

★キャンペーン期間:
　４月３０日（土）まで
★応募方法

“信州に泊まろう！
キャンペーン”
開催中！

「信州まつもと空港
プレゼントキャンペーン」
実施中！

県内の宿泊施設に泊まって、
無料宿泊券や県産品、「アルク
マ」のぬいぐるみなどをゲッ
トしよう！

２月１０日（木）まで、「札幌線」、「静岡線」、「福岡線」の出発
便搭乗者に「信州産のジュース」をプレゼント！

１月１１日から３月２６日までに「静岡線」を往復で利用された
方の中から抽選で５０名様に県内特産品など10,000円相
当の賞品をプレゼント！
なお、キャンペーン期間中は、「静岡線」片道6,000円、往
復9,900円の新割引運賃が設定されています。この機会
に静岡へぜひお出かけください！

信州まつもと空港から冬の旅行に出かけよう！

「静岡線利用促進特別応援
キャンペーン」実施中！

○お問い合わせ先：信州まつもと空港利用促進協議会事務局
　☎026-235-7019

○お問い合わせ先：“信州に泊まろう！キャンペーン”事務局
　☎026-234-7219（平日 AM8:30 ～ PM5:15）
○詳しくは県公式観光サイト「さわやか信州旅．ｎｅｔ」 
　をご覧ください。

期間中に県内の宿泊施設に泊まる1

市町村役場や観光案内所にあるこの
パンフレットについている応募はがきに
宿泊施設のスタンプを押してもらう

2

応募はがきに必要事項を記入して、
切手を貼ってポストへ3

抽選で合計８８８名様にプレゼント！

さわやか信州　旅 検索

　スキー１００周年大使に任命していただき、とても光栄に感じています。

ひとりの人間としてとてもスキーが好きだということを実感しており、これ

からスキーを始められる方にスキーの楽しさを発信できたらいいと思って

います。まだ慣れずに戸惑っていますが、がんばっていきたいと思います。

　雪山は寒いとか大変というイメージがありますが、スキーのあとに泊まる

など、ゆとりを持って時間を使うことで、楽しさを実感できます。私は、こ

どもの頃はスキーが上手ではありませんでしたが、たくさん転んで真っ白

になりながら、ゆっくり上手になっていきました。

　海外の大会の中には、一番派手にクラッシュした人を表彰するものもあり

ます。転ぶことは恥ずかしいことではないと、ポジティブになれます。特に

初心者の方は、失敗しても転んでもいいからやってみようという気持ち

を持って、少しずつ上達することを目指してがんばってもらいたいと

思います。

広くスノースポーツの魅力を伝えていただく先導役として、猪谷千春さん、三浦雄一郎さん、

荻原健司さん、荻原次晴さん、皆川賢太郎選手とともに「スキー１００周年大使」に

任命された、本県にゆかりの深い上村愛子選手からメッセージをいただきました。

この冬、県内全ての小学生に
「リフト優待券」をプレゼントしました

この冬、県内全ての小学生に
「リフト優待券」をプレゼントしました

スキー文化の伝承を

長野県索道事業者協議会　会長　駒谷 嘉宏
北野建設スキー部所属　上村 愛子

▲2010年12月17日 「東京スノーワールドinお台場」にて

▲白馬岩
岳スキー

場にて

　県内のすべてのスキー場で、「100年宣言」をしました。宣言では、これまでおい
でいただいたお客様に感謝し、今後そして将来に向けてスキー場が目指すところを表
明いたしました。
　県民の皆様にぜひ協力していただきたいのは、スキー文化の伝承。家族お揃いで
スキーを楽しむ文化を育てていただきたいと願っています。

時　期

シーズン中

シーズン中
シーズン中

3/28まで

5/8まで

　　　　　スキー場名

戸隠スキー場

タングラムスキーサーカス
白馬五竜＆HAKUBA47スキー場

白馬さのさかスキー場

野沢温泉スキー場

　　　　　 イベント名

縁結びかまくらで塩むすび
女子会プロジェクト
リフトナンバー 100を狙え！
お財布にやさしいキャンペーン

“ゆきねこ”の自然プロジェクト

スキー場内クイズラリー

　　　　　　　　　　　　　　　内　容
スキー場内にかまくらが登場！ 塩むすびをかまくら内で食べて願いを叶えちゃおう！

女性３名以上の来場で、（リフト１日券+ランチ+ドリンク+スイーツ）5,400円→4,000円とおトク。

リフト券番号下３桁で「100」をゲットした幸運な貴方に総額100万円の豪華賞品をプレゼント。

ホームページから応募した方のうち抽選で合計100名様にリフト券、宿泊券などをセットでプレゼント。

5～ 12歳の子どもを対象にしたネイチャーツアー。最初に手渡される“ぼうけんの書”を見ながら
みんなで知恵を出し合い各イベントをクリアー。

スキー場内にある３カ所のクイズに答えて抽選で２名様にオーストリア旅行をプレゼント。

シーズン
全般

2/19
2/19 ～ 20

きそふくしまスキー場
やぶはら高原スキー場

親子ボウリング
輪かんじき体験＆トレッキング

何本のピンを倒せるかな？ 雪の上でボウリング大会。

自分でつくった輪かんじきをはいてゲレンデをトレッキング。

2月
第3週

2/7 ～ 10

2/11 ～ 12
2/12

2/12

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳
小海リエックス・スキーバレー
斑尾高原スキー場
白樺リゾートスキー場

駒ヶ根高原スキー場

ＭＹバッグ

みゆき野映画祭in斑尾2011
冬のおもしろ！運動会
Happy Valentine
ゲレンデキャンドルデコレーション

スキー場やホテルでの買い物に持参のエコバックを使用するとシャトレーゼのお菓子をプレゼント。

雪のスクリーンで北欧・日本短編映画を上映。北欧文化を感じるカフェや市場、体験イベントを開催。

雪上お宝さがし、だるまさんが転んだ、親子そりレース大会など各優勝者には池の平ホテル「ペア宿泊券」をプレゼント。

来場した女性から男性にメッセージを書いたキャンドル約1,000本でコースをデコレーション。

2月
第2週

2/5 黒姫高原スノーパーク 集まれ！ 懐かしのスタイル・
スキーヤーコンテスト

昔のスキー板や懐かしいウェアで来場するとリフト１日券が→ 1,000円に。
2月
第1週

1/23
1/23、2/6

1/29、30

1/31まで

白馬みねかたスキー場
八千穂高原スキー場

白樺湖ロイヤルヒル

軽井沢プリンスホテルスキー場

一本杖滑走デモンストレーション
スノーシューハイキング
ケッパレ★キッズキャンプ
八の字脱却大作戦！！
スキー専用コースタイムサービス

100年前、レルヒ少佐が最初に指導した一本杖滑走をテレマーカーにより現代に再現。一般参加も募集。

白樺林の中をスノーシューでハイキング。

ゲレンデいっぱいを使った遊びゴコロ満載のレッスンで、遊びながら気づいたら八の字を脱却。

期間中毎日12時から14時にかけてパノラマコースがスキー専用コースに。

1月
第5週

※各スキー場の連絡先は 「SNOWLOVE.NET」 http://www.snowlove.net/index.phpをご覧ください。

○お問い合わせ先　観光部観光振興課 TEL:026-235-7254 FAX:026-235-7257

キャンペーン
お得な

県内３カ所のスキー場でスタンプを集めて応募すると、
抽選で５５０名様に、来シーズンの共通リフトシーズ
ン券やスキーなどの豪華賞品をプレゼント！
5月8日まで実施中！

1 ポイントラリーキャンペーン

３年以上スキー・スノーボードをやっていない方が、県内
各スキー場でアンケートにご協力いただくと、
「レンタル用品１日無料 + リフト１日券」をプレゼント！
自己申告でＯＫ！ 

2 スノーアゲインキャンペーン

【お問い合わせ】 いずれも詳しくはお近くのスキー場まで

（県内のスキー場が加盟する長野県索道事業者協議会より）

県内のスキー場では楽しいイベントをたくさん用意して皆さんのお越しをお待ちしています。

長野県観光ＰＲキャラクター
「アルクマ」

長野県
観光

ＰＲキャ
ラクター

「アルク
マ」

もおス
スメ！

●県のホームページでも詳細な情報をご覧になれます。

●次回の広報ながのけんは平成23年2月26日（土）掲載予定です。　
●「広報ながのけん」は、県内のセブン-イレブン、ローソン、サークルK、ファミリーマート、JA、主要駅、市町村などにも置いています。

ご意見
・

ご質問

長野県に関するご意見・ご質問は「信州・フレッシュ目安箱」へお寄せください。 知事への直接のご意見は　□ FAX 026（232）2123　□ 　  メール governor@pref.nagano.lg.jp

この紙面に関するお問い合わせは総務部広報課まで
□ ☎026（235）7054　□ FAX 026（235）7026　□ 　  メール koho@pref.nagano.lg.jp

フリーダイヤル

いただいたご意見・ご質問には、責任者の氏名と連絡先を明記して、
原則1週間以内にお答えします。[ ]

フジドリームエアラインズ・ＦＤＡコールセンター （毎日8:30～19:30）
信州まつもと空港発着便のご予約・ご購入は ☎050-3786-0489

児童虐待・ＤＶ２４時間ホットライン（毎日 24時間） ☎０２６３-９１-２４１０


