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朝夕の寒気が身にしみる時節となりました。みなさま、いかがお過ごしでしょうか。 

 

いよいよ晩秋です。秋が深まり、日が暮れていく景色などを見ると何とも言えないノス

タルジックな気持ちになる方も多いのではないでしょうか。 

長野県内では紅葉が見ごろを迎えています。山肌が鮮やかな色で覆われ、ひときわ美し

い姿で人の目を楽しませています。 

早いもので今年もはや１カ月半を残すところとなりました。 

  何かと忙しい毎日に、思わず一息つくようなホットな情報をお届けできれば幸いです。 

  信州通信 11月号、どうぞお楽しみください。 

 

△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△ 

本 日 の メ ニ ュ ー 

△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△∀△ 

 

【１】 長野県からのお知らせ  

【２】 銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 

【３】 信州スポーツ情報  

 

※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 

 

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼ 

『水・木・土・空』 ～土地は気配であり、透明度であり、重さなのだ～ 

北アルプス国際芸術祭 2020-2021を開催しています 

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ 

北アルプスの麓、大町市では 10月２日から 11月 21日までの 51日間の日程で北 



アルプス国際芸術祭 2020-2021を開催しています。 

コロナ禍の影響で約 1年の延期を経ての開催となる今回は、11の国と地域の 36 

組のアーティストが北アルプスの雄大な自然と人間の営みをコンセプトに、市内の 

神社仏閣、空き家・空き店舗、廃校や野外劇場で展示やパフォーマンスを行います。 

アートを通して大町市の魅力を体感してみませんか。 

またこの季節、すばらしい芸術作品の数々とともに北アルプスの三段紅葉などの 

美しい自然が皆さんをお待ちしています。ぜひとも大町温泉郷など市内で一泊して 

いただきゆっくりと芸術祭をお楽しみください。 

 残り期間わずかとなっておりますので是非ご来場をご検討ください。 

 

【作品鑑賞パスポートのご案内】 

 作品鑑賞パスポートはスタンプラリー台紙になっており、スタンプを集めながら 

鑑賞を楽しむことができます。またパスポートの提示で大町市内の温泉・飲食店 

などで割引や特典が受けられます。 

一般：3,000 円 

16～18歳：1,500 円 

15歳以下：無料（KIDSパスポートを配布します。） 

※個別で作品を鑑賞できる個別鑑賞券 300円もご用意しています。 

北アルプス国際芸術祭 HP  http://shinano-omachi.jp/ 

 

北アルプス国際芸術祭実行委員会事務局 

（大町市役所まちづくり交流課国際芸術祭推進担当内） 

TEL：0261-85-0133  

Email：info@shinano-omachi.jp 

プレス専用 Email：press@shinano-omachi.jp 

 

 

 

【２】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース   

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆ショップニュース◆ 

 /／ 

★ バルコーナーがいよいよ再開 ――――――――――――― 

  お待たせしました。１階ショップのバルコーナーが、11月３日(水)から再開！ 

  感染対策をしながら営業をいたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

-------------------------------------------------------------- 

  営業時間：10時 30分から 18時 45分まで（ラストオーダー：18時 15分） 

http://shinano-omachi.jp/
mailto:info@shinano-omachi.jp
mailto:press@shinano-omachi.jp


 

～お客様へのお願い～ 

  ・１ブースお一人様、１時間までのご利用にご協力をお願いします。 

  ・会話の際は、マスクを着用ください。 

  ・当面の間、椅子を設置いたしません。立ち飲みになりますので、予めご了承願います。 

-------------------------------------------------------------- 

 

 /／ 

★ 新商品ぞくぞく入荷 ――――――――――――――――― 

  銀座ＮＡＧＡＮＯに新たにお目見えした商品。一部をご紹介します。 

 

≪ウフフドーナチュ≫ 

2021年８月５日にオープンした「ウフフドーナチュ軽井沢店」。スタッフ全員がママ。子

どもたちに愛情たっぷりの手づくりおやつを届けたい。という想いでドーナツを作ってい

ます。 

長野県の食材を使用した保存料無添加ドーナツです。 

 ○ウフフドーナチュ（軽井沢ブルーベリー、軽井沢いちご、軽井沢こどもコーヒー、チョ

コくるみ） 

 ○オールドファッション（軽井沢ブルーベリー、軽井沢いちご、軽井沢おとなコーヒー） 

 

≪軽井沢チョコレートファクトリー≫ 

 カラフルで可愛いチョコレートとラスクのお店「軽井沢チョコレートファクトリー」。 

厳選されたカカオ豆を使用したベルギー産のチョコレートからは、本場ならではの伝統

製法により生み出される気品あふれる香り、豊かな味わいが楽しめます。 

 ○チョコレートボール（ビター、キャラメル、いちご、ブルーベリー、レモン、りんご、

MIX） 

 ○軽井沢ラスク（ミルクチョコレート、ラズベリーチョコレート） 

 

≪信州ご当地コーヒー≫ 

Alps coffee lab（アルプスコーヒーラボ）が手がける信州の全く新しいご当地コーヒ

ー。 

七味や味噌などと掛け合わせて独自の製法で作られたコーヒーは、オリジナリティにあ

ふれています。自宅でのコーヒータイムにいかがでしょうか。 

  ○コーヒーバッグ（信州林檎、信州味噌、七味、柚子七味、ブレンド、など） 

 

 /／ 

★ 銀座ＮＡＧＡＮＯ×SDGs ――――――――――――― 

  食品ロス低減の取組みとして、長野県内の事業者から在庫品や賞味期限の近い商品を募

り、２階イベントスペースで特別販売中です。 

  併せて、県内の学校や企業の SDGsの取組をパネルで紹介しています。 

  実施期間は 11月 28日(日)まで。 

  銀座ＮＡＧＡＮＯにお立ち寄りの際は、是非２階にも足を運んでください。 

 

 

 

 

 

◇オンラインセミナーのご案内◇ 



 /／ 

★ ワイン・日本酒オンラインセミナー ――――――――――――― 

  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。） 

 

 ○11月 13日（土）17:30～19:15 

  銀座ＮＡＧＡＮＯ×東急百貨店コラボ企画 

  オンライン日本酒講座 日本酒を楽しむ秘訣 ～年末年始編～ 

 

 ○11月 20日（土）17:30～19:15 

  銀座ＮＡＧＡＮＯ×ビック酒販コラボ企画 

  オンライン日本酒講座 はじめての日本酒 ～今さら聞けない！？おいしい飲み方②

～ 

 

 ○11月 27日（土）17:30～18:00 

  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「林農園」 

 

 /／ 

★ オンライン料理教室 ―――――――――――――――――――― 

  銀座ＮＡＧＡＮＯの２階イベントスペースで人気の料理教室を、オンラインで実施。 

皆さまのご参加をお待ちしています。 

 

 ○11月 23日（火・祝日）14:00～15:30 

  銀座ＮＡＧＡＮＯ×信州 旬のフルーツ 

  オンラインジャムづくり体験「洋梨」（予定） 

 

 ○11月 27日（土）11:30～13:00 

  小出陽子先生のオンライン粉もん講座「ふんわり生地でスイーツおやき２種」 

 

 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/2021/11 

 

 

◆銀座ＮＡＧＡＮＯ公式 YouTubeチャンネル◆ 

 毎月第１金曜日、第３金曜日に配信する、銀座ＮＡＧＡＮＯの YouTubeチャンネル。 

銀座ＮＡＧＡＮＯの商品の紹介や、商品を使った料理も紹介しています。 

https://www.youtube.com/channel/UC8_uYpGpiVk20NiJT-FOHkw 

 

 

◇店舗営業時間短縮のお知らせ◇ 

 銀座ＮＡＧＡＮＯは、新型コロナウイルス感染拡大防止の徹底を図るため、店舗営業時間

を短縮しています。 

-------------------------------------------------------------- 

  営業時間：10時 30分から 19時まで 

-------------------------------------------------------------- 

 ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 



 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。 

 

【銀座ＮＡＧＡＮＯ】https://www.ginza-nagano.jp/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】信州スポーツ情報 

※情報は令和３年 11月 18日現在のものです。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

≪大相撲 御嶽海関（上松町出身）≫  

 あと一歩で二ケタ勝利を逃したものの、９勝６敗で９月場所も勝ち越した御嶽海関。 

 千秋楽は大関の貴景勝関にも勝利するなど奮闘を見せました。 

 来場所も、どん欲に勝利にこだわって二ケタ勝利を決める姿を見せてくれることを祈り、

引き続き御嶽海関の奮闘を応援しましょう！ 

 

≪Ｊ２ 松本山雅ＦＣ≫ 

2021明治安田生命Ｊ２リーグ第 39節まで終了  

現在第 22位（７勝 11分 21敗） 

次回試合は 11月 21日（日）にホームでレノファ山口 FCと対戦 

【松本山雅ＦＣ】https://www.yamaga-fc.com/ 

 

≪Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ≫  

2021明治安田生命Ｊ３リーグ第 27節まで終了  

現在第９位（７勝 10 分８敗） 

次回試合は 11月 21日（日）にホームでアスルクラロ沼津と対戦 

【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。第７節まで終了。 

現在第５位（２勝２分４敗） 

 次戦は 12月４日（日）にホームでマイナビ仙台レディースと対戦 

【ＡＣ長野パルセイロレディース】https://parceiro.co.jp/ 

 

≪信州ブレイブウォーリアーズ≫ 

 2021-2022シーズン開幕！ 

 現在西地区３位（９勝５負） 

https://www.yamaga-fc.com/
https://parceiro.co.jp/
https://parceiro.co.jp/


 次戦は 12月４日（土）にホームで宇都宮ブレックスと対戦 

【信州ブレイブウォーリアーズ】https://www.b-warriors.net/ 

 

≪長野 VCトライデンツ≫ 

2021-2022 Vリーグレギュラーラウンド開幕！ 

現在 10位（０勝 10負） 

次戦は本日 11月 28日（日）にホームでジェイテクトと対戦 

【Vリーグ公式 HP】https://www.vleague.jp/ 

【長野 VCトライデンツ公式 HP】 

 

＼◇／◇＼◇／◇＼◇／◇＼◇／◇＼◇／◇＼◇／◇＼◇／◇＼◇／◇＼◇／◇＼◇／ 

            【災害支援寄付及び義援金の募集】 

長野県では「令和３年８月大雨災害」及び「令和３年長野県茅野市土石流災害」に対する

皆様の温かいご支援をお待ちしております 

／◆＼◆／◆＼◆／◆＼◆／◆＼◆／◆＼◆／◆＼◆／◆＼◆／◆＼◆／◆＼◆／◆＼ 

 この度の「令和３年８月大雨災害」及び９月に発生した「令和３年長野県茅野市土石流災

害」によって、長野県内各地で甚大な被害が発生しました。 

 長野県では、迅速な復旧・復興施策のためのふるさと納税による災害支援寄付及び被災さ

れた方々を支援するための義援金を令和４年３月 31日【木】まで募集しております。皆様

の温かいご支援を心よりお待ちしております。 

 

 ○災害支援寄付についてはこちら 

【令和３年 8月大雨・令和３年長野県茅野市土石流災害支援寄付】 

寄付受付サイト「ふるさとチョイス」 

https://www.furusato-tax.jp/saigai/detail/1191 

 

○義援金についてはこちら 

【令和３年８月大雨災害義援金の受付について】 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kaikei/202108gienkin02.html 

【令和３年長野県茅野市土石流災害義援金の受付について】 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kaikei/202109gienkin.html 

 

 

今月も信州通信をご購読いただきありがとうございました。 

  

 長野県の冬の風物詩の一つをご紹介します。 

https://www.b-warriors.net/
https://www.vleague.jp/
https://www.furusato-tax.jp/saigai/detail/1191
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaikei/202108gienkin02.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaikei/202109gienkin.html


長野市では毎年 11 月 23 日の勤労感謝の日に、市内の犀川河川敷で「長野えびす講 煙

火大会」が開催されます。花火大会といえば夏を連想されるかたが多いと思いますが、凍て

つく寒さの中、出店で甘酒や豚汁などを買って暖を取り、河川敷で防寒具にくるまりながら

間近にみる花火の美しさは、特別な気分と癒しを味わえます。毎年、寒いのはわかっている

けど見に行きたくなる、まさに、長野市の冬の風物詩といえます。 

「長野えびす講 煙火大会」公式ＨＰ 

 http://www.nagano-cci.or.jp/ebisukou/ 

 

 さて、今年もいよいよ残すところ２カ月になりました。年末に向けてイベントも多く公私

ともに忙しくなってきます。また、冬の始まりの季節は、新型コロナウイルス感染症はもち

ろんのこと、インフルエンザウイルスなども流行し始める時期です。リラックスタイムには

存分にお体を休めていただき、引き続き、感染症に気をつけながら充実した日々をお過ごし

ください。 

 来月もご購読どうぞよろしくお願いいたします。 

http://www.nagano-cci.or.jp/ebisukou/

