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 長野県東京事務所発『信州通信』１０月号 ２０１９年１０月３日（木） 

 ～今月のお店は よなよなビアワークス（赤坂）～ 

■-------------------------------------------------------------------------------------------------------■ 

 帰り道に聴こえてくる虫の声も賑やかになり、秋の深まりが感じられます。 

食欲の「秋」、芸術の「秋」と様々ですが、ラグビーワールドカップでの日本代表大活躍

もあり、今年はスポーツの色濃い「秋」ですね！ 

 実りの秋を迎えた信州の情報とともに、信州通信 10 月号をお届けします。 

 

【号外】祝！御嶽海２回目の幕内優勝 

【１】発見！信州ゆかりのお店ｉｎ東京 

【２】長野県のトピックス・イベント情報 

【３】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 

【４】信州スポーツ情報 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【号外】祝！御嶽海２回目の幕内優勝!! 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ９月 22 日(日)に千秋楽を迎えた大相撲秋場所で、関脇の御嶽海（上松町出身）が 12 勝３

敗で２回目の幕内優勝を果たしました。 

 確実に白星を重ねて秋場所を盛り上げ、千秋楽では本割、優勝決定戦と実力を存分に発揮

して見事優勝を決めました。 

 11 月 10 日(日)に初日を迎える十一月場所の成績次第では大関昇進も期待され、御嶽海本

人からも「一気に決めたい。」と頼もしいコメントがありました。 

この勢いで来場所も勝ち星を積み上げ、掴め大関昇進！  
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【１】発見！信州ゆかりのお店 in 東京 

よなよなビアワークス（YONA YONA BEER WORKS）赤坂店 
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 残暑厳しい８月下旬の夕暮れ時。職場の仲間３人連れ立って、クラフトビール愛好家のメ

ッカ「よなよなビアワークス（YONA YONA BEER WORKS ）赤坂店」へと向かいました。 

 青山通りの歩道橋を駆け上がり、下り階段では危うく転びそうになりながら、足早にお店

へと向かいます。そして東急プラザ赤坂２階のお店になんとか無事に到着。すでに喉はカラ

カラ、早く「よなよなエール」をググっといきたい（笑） 

 皆様ご存知のとおり、「よなよなエール」は軽井沢に本社を構える（株）ヤッホーブルー

イングが醸造する信州ゆかりのクラフトビールです。 

「よなよなエール」をはじめ数々のクラフトビールが愉しめる「よなよなビアワークス



（YONA YONA BEER WORKS ）」。今や都内８か所に出店されていますが、その１号店は赤坂店

（2013 年 10 月開店）であることを皆様ご存知でしょうか。 

 明るくお洒落な店内は、カウンター、テーブル席、ボックス席や個室など、様々なシチュ

エーションに対応可能です。 

この日は、幅広い年代のお客様で店内はほぼ満席。赤坂という立地からか外国人のお客様

も多く、活気に満ち溢れています。そして店員さんたちが若い！ビールや料理の説明は丁寧

かつユーモアを交えたもので、我々おじさん３人組にもとても優しく接してくれました。 

「よなよなエール」「インドの青鬼」ほかエール酵母（上面発酵酵母）で醸造されたビー

ルは、いずれもフルーツを想起させる薫り高い仕上がりです。口に含めば種類ごとにその味

わいも個性が際立ち、ビールづくりへの強いこだわりが伝わってきます。 

 特にスペシャルビールとして提供されている「ハレの日仙人」は「バーレイワイン（麦の

ワイン）」と呼ばれ、芳醇な薫りが高く濃厚な風味で、時間の経過とともに薫りが立ち、味

も変化します。これは旨い！！私の好みど真ん中でした。 

ビールと一緒にいただくのは、厳選された国内産食材を用い、ビールとの相性を考慮した

こだわりの自家製料理です。大人気の「季節野菜のエール漬けピクルス」に加え、12 種類

ある「職人ソーセージ」のうち３種（かぶらぎ豚プレーン、スパイシーカレー、パクチーと

レモン）と、スパイスの効いた「国産鶏の窯焼きローストチキン」をいただきましたが、い

ずれもビールとの相性抜群！大満足でした。ビールと料理の相性が一目でわかるルーレッ

トが各テーブルに置いてあり、これを使えば最高の組み合わせでオーダーができるのです。

それでも迷ったら店員さんにヘルプを。きっと丁寧にアドバイスしてくれます。 

今回取材にご協力いただいた、秋山主任（通称：あっきー）の「醸造者のこだわりを再現

できる店として、お客様を失望させないよう努力したい。」という言葉からは、クラフトビ

ールへの熱い思いと、おもてなしの心が溢れていました。 

また、読者の皆さんには「是非、クラフトビールの熱烈なファンの一員になっていただき

たい。」とのメッセージもいただきました。 

 今宵も、クラフトビールで乾杯！といきましょうか。 

 

＜よなよなビアワークス（YONA YONA BEER WORKS）赤坂店＞ 

東京都千代田区永田町２－14－３ 東急プラザ赤坂２階  

電  話：03-5510-4789 

アクセス：東京メトロ赤坂見附駅 外堀通り口から徒歩１分 

営業時間：平日 11 時 30 分～15 時 16 時～23 時 

土日祝日 11 時 30 分～23 時 

主なメニュー：３種飲みくらべ 1,280 円 

よなよなエール 450 円（250ml）680 円（400ml）900 円（550ml） 

その他のスタンダードビール 480円（250ml）730円（400ml）950円（550ml） 

季節野菜のエール漬けピクルス    500 円 

       国産鶏の窯焼きローストチキン 980 円（クォーター）1,800 円（ハーフ） 



       職人ソーセージ 650 円（1ピース）1,800 円（3ピース）2,800（5 ピース） 

       ほか（メニューは店舗により異なります） 

       ※価格はいずれも税抜 

Ｈ Ｐ：http://yonayonabeerworks.com/ 

 

※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】トピックス・イベント情報 
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☆------------------------------------------------------------------------- 

「新宿高野本店」で 

長野県オリジナル品種プルーン「オータムキュート」関連商品が販売されます 

-------------------------------------------------------------------------☆ 

長野県及び佐久穂町と老舗フルーツ専門店「新宿高野」が連携した取り組みの一環で、佐

久穂町で栽培された長野県オリジナル品種プルーン「オータムキュート」を生食で味わって

いただくイベントが開催されます。 

◆パフェ販売 

  「オータムキュート」を使用した期間限定パフェの販売 

  日時：10 月１日（火）～10 月中旬 11 時～20 時 30 分 

  場所：新宿高野本店 ５階 タカノフルーツパーラー 

◆小売り販売 

  糖度の高い大玉の果実の販売 （限定 300 個（１パック３個入）） 

  日時：10 月４日（金）～６日（日）10 時～20 時 売り切れ次第終了 

  場所：新宿高野本店 Ｂ２階 オリジナルフード＆ギフトフロア 

  詳しくは長野県ホームページの下記ＵＲＬをご覧ください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/eigyo/happyou/20190930press.html 

  高野フルーツパーラーＵＲＬはこちら http://takano.jp 

 

☆--------------------------------------------------- 

「ながの果物語り 新幹線マルシェ」を開催します！ 

---------------------------------------------------☆ 

全国屈指の果物産地である信州の中でも有数の産地である「ながの地域」では、『くだも

の』を活用した地域振興の取り組みを行っています。 

７月号でもお知らせしたとおり、ＪＲ東日本グループが取り組む「地域再発見プロジェク

ト」の一つとして、地域の新鮮で旬な果物を首都圏のお客様にお届けする「新幹線マルシェ」

を開催します。 



 ○開催予定日時と主な販売品目 

10 月 10 日（木）～10 日 11 日（金） NAGANO WINE など 

  10 月 24 日（木）～10 日 25 日（金） りんご（秋映・ｼﾅﾉｽｲｰﾄ）など 

  11 月 ７日（木）～11 日 ９日（金） りんご（ふじ）など 

  ※主な販売品目は天候などの状況により変更となる場合があります。 

 ○開催場所：東京駅構内地下１階 グランルーフ フロント イベントスペース 

      （八重洲地下中央口改札徒歩１分） 

 詳しくは長野県ホームページの下記ＵＲＬをご覧ください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/nagachi/nagachi-somu/kannai/documents/20190829-

fix.pdf 

 

☆------------------------------------------------------------------- 

信州のおいしいものが大集合！信州マルシェ＆物産フェアが開催されます 

---------------------------------------------------------------------☆ 

 （株）八十二銀行などが主催し長野県観光機構などが協力する「信州マルシェ＆物産フェ

ア」が丸ノ内 MY PLAZA で開催されます。 

 リンゴやブドウ、シードルなど信州の「おいしい」が盛りだくさん。 

当日は、長野県農業青年クラブや農業女子「南信州 hatake*girls」の皆さんが参加し、

販売を行います。 

 日時：10 月 23 日（水） 11 時～18 時 

 場所：丸ノ内 MY PLAZA（明治安田生命ビル） １階アトリウム（日比谷通り側） 

 

☆--------------------------------------------------------------------- 

ビックカメラ新宿西口店内に「長野県お酒コーナー」がオープンしました！ 

---------------------------------------------------------------------☆ 

 長野県産の日本酒、ワイン、ビール、シードルあわせて 80 種類を超える商品と、これら

のお酒に合う県産の「おつまみ」が販売されています。 

 信州のお酒とおつまみで秋の夜長を楽しみませんか。 

 

 ビックカメラ新宿西口店（新宿区西新宿 1-5-1 新宿西口ハルク２階 お酒売り場） 

 

☆---------------------------------------------- 

「長野県地域おこし協力隊員」を募集しています 

----------------------------------------------☆ 

 県では長野県内各地で地域課題の解決に取り組む「地域おこし協力隊員」の活動を後押し

する「長野県地域おこし協力隊員（１名）」を募集中です。 

 応募期間：９月 20 日（金）～11 月７日（木） 

 選考方法：第１次選考 書類選考 



      第２次選考 プレゼンテーション面接、グループワーク 

      ※第２次選考は 11 月 25 日（月）長野県庁にて実施 

 採用予定日：2020 年１月１日以降（具体的な採用日は採用決定者と相談） 

 勤務地：長野県企画振興部地域振興課（長野県庁３階） 

 委嘱期間：採用の日から 2020 年３月 31 日まで 

      勤務成績に応じて年度ごとに更新し、通算３年まで延長することができます。 

申込方法や募集要項、報酬等の詳細は長野県ホームページの下記ＵＲＬをご覧ください 

https://www.pref.nagano.lg.jp/shinko/kyoryokutai/chiikikyodosokushininn.html 

 

☆------------------------------------------------------- 

    東山魁夷館リニューアルオープン 関連イベント 

 記念対談「東山魁夷の芸術について 千住博×若麻績敏隆」 

---------------------------------------------------------☆ 

 東山魁夷館リニューアルオープン関連イベントとして、2011 年に軽井沢町に千住博美術

館をオープンし、現代を代表する画家として活躍されている千住博氏と、画家の善光寺白蓮

坊住職 若麻績敏隆氏（千住氏と東京芸術大学の同期）が対談し、画家の視点から東山魁夷

作品の魅力に迫ります。 

 

 ◇ 日 時：10 月 14 日（月・祝）13:30～15:00 

 ◇ 場 所：善光寺大勧進 紫雲閣（長野市元善町 492） 

 ◇ 講 師：千住博氏（日本画家）、若麻績敏隆氏（画家・善光寺白蓮坊住職） 

 ◇ 参加費：無料 

 ◇ 定 員：300 名程度（要申込み） 

 ◇ その他：手話・要約筆記付き 

 

申込方法等は、長野県信濃美術館ホームページの下記ＵＲＬをご覧ください。 

http://www.npsam.com/article/single/event/kinentaidan-higashiyama2 

 

◆◆◆ リニューアルオープン記念展 ◆◆◆ 

    場  所：長野県信濃美術館 東山魁夷館（長野市箱清水 1-4-4） 

    会  期：10 月５日（土）～12 月３日（火） 

    開館時間：９時～17 時（入館は 16 時 30 分まで） 

    休 館 日：毎週水曜日 

    観 覧 料：大人 500 円 大学生 300 円 高校生以下無料 

 

 詳しくは、長野県信濃美術館ホームページの下記ＵＲＬをご覧ください。 

 http://www.npsam.com/exhibition/detail/higashiyamare 

 



☆------------------------------------------------------------------------------ 

第１回長野県立病院機構薬学生病院説明会 in Tokyo を銀座ＮＡＧＡＮＯで開催します！ 

------------------------------------------------------------------------------☆ 

 地方独立行政法人長野県立病院機構では、県内５つの県立病院薬剤部で企画した特色あ

るインターンシップへ多くの薬学生に参加していただくため、次のとおり説明会を開催し

ます。 

 日時：11 月 10 日（日） 16 時～17 時 30 分 

 場所：銀座ＮＡＧＡＮＯ ２階イベントスペース 

 参加を希望される方は 11 月５日（火）までに下記ＵＲＬから申し込みください。 

 現職の薬剤師の方も大歓迎です！ 

https://ws.formzu.net/fgen/S869:16:1/ 

 

詳細は長野県立病院機構の下記ＵＲＬからご覧ください。 

http://www.pref-nagano-hosp.jp/honbu/boshu/7634 

 

☆------------------------------------------ 

「信州 IT バレー構想」が策定されました！ 

------------------------------------------☆ 

県や県内経済団体、学術機関などで組織される長野県産業イノベーション推進協議会で

は、善光寺門前や松本城下、茅野八ヶ岳山麓などに展開する IT 企業と大学、公設試験場等

支援機関によるコンソーシアムを拠点に、IT 人材を集積させ産業のデジタルトランスフォ

ーメーション推進や革新的な IT ビジネス創出を促進するため、「信州 IT バレー構想」を策

定しました。 

 産学官の力を結集し、若者をはじめ多様な IT 人材の誘致・育成、革新的な IT ビジネスの

創出・誘発に取り組みます。 

 

詳細は長野県ホームページの下記ＵＲＬをご覧ください 

https://www.pref.nagano.lg.jp/service/shinshu_itvalley/index.html 

 

☆-------------------------------------------------------- 

長野県 PR キャラクター「アルクマ」の応援をお願いします 

--------------------------------------------------------☆ 

「アルクマ」が、「ゆるキャラ(R)グランプリ 2019」にエントリーし、９月 30 日現在で 

３位と健闘しています。さらに上位を目指すため、是非「アルクマ」の応援（１日１票の投

票）をお願いします！  

 ◇投票期間は 10 月 25 日（金）18 時までです。 

 ◇投票は１アドレスにつき１日１回可能です。ご家族・ご友人にもお声掛けください！ 

 ◇投票を行うためには、最初だけ簡単な ID 登録が必要です。 



 ※ID 登録や投票の方法については、こちらをご覧ください。 

https://www.yurugp.jp/jp/vote/method.php 

  

 ※「ゆるキャラ(R)グランプリ 2019in しあわせ信州 NAGANO」が長野県で開催されますの

で、是非ご来場ください（開催日：11 月２日（土）、３日（金） 会場：オリンピック

記念アリーナ エムウェーブ）。 

イベントの詳細については、県ＨＰ等で改めてお知らせします。 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 このほか県内の各種イベント情報は「アルクマ便り」でご覧いただけます。 

 https://www.pref.nagano.lg.jp/tokyokanko/pressreleases/arukumatayori.html 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

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

【３】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 
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銀座ＮＡＧＡＮＯ ５周年感謝祭 

 2014 年 10 月 26 日にオープンした銀座ＮＡＧＡＮＯが５周年を迎えます！ 

 それを記念して、10 月 26 日（土）・27 日（日）の２日間は、「銀座ＮＡＧＡＮＯ ５周年

感謝際」を開催！ 

 この期間のみの限定商品や、抽選会、楽しいゲーム企画など、みなさまのご愛顧に対する

感謝の思いを込めたさまざまな催しを用意して、みなさまのお越しをお待ちしております。 

 イベントの詳細は、銀座ＮＡＧＡＮＯのホームページで順次発表します。 

 

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

 【10月のイベントカレンダー】https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2019/10 
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【４】信州スポーツ情報（９月 29 日までの結果） 

～皆様の応援をお願いします！～ 
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≪信濃グランセローズ≫ 西地区優勝もリーグ優勝はならず 

 西地区優勝のグランセローズはＢＣリーグチャンピオンシップ（全５戦）で東地区優勝の

栃木ゴールデンブレーブスと対戦し、１分３敗で残念ながら２年ぶり２回目のＢＣリーグ

優勝はなりませんでした。 

来シーズンの一層の飛躍に向け、引き続き皆さまの応援をお願いします。  

【信濃グランセローズ】https://www.grandserows.co.jp/ 

  



≪Ｊ１松本山雅ＦＣ≫ 第 :7 節まで終了  ５勝 10 分 1: 敗＜18 チーム中 17 位＞   

次戦は 10 月５日（土） アウェーでベガルタ仙台と対戦 

【松本山雅ＦＣ】https://www.yamaga-fc.com/  

 

≪Ｊ３ＡＣ長野パルセイロ≫ 第 24 節まで終了  ７勝７分 10 敗＜18 チーム中 14 位＞ 

 次戦は 10 月６日（日） ホーム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 14 節まで終了 ３勝３分８敗＜10 チーム中８位＞ 

 次戦は 10 月 14 日（月） ホームでマイナビベガルタ仙台レディースと対戦。 

【ＡＣ長野パルセイロ】https://parceiro.co.jp/  

 

≪Ｆリーグ ディビジョン１・ボアルース長野フットサルクラブ≫  

 19 節まで終了  ０勝３分 16 敗＜12 チーム中 12 位＞ 

 次戦は 10 月４日（金） かみす防災アリーナでエスポラーダ北海道と対戦 

【ボアルース長野フットサルクラブ】http://boaluz-nagano.com/ 

 

≪信州ブレイブウォリアーズ≫ 

2019-2020 シーズン ３勝１敗 ＜Ｂ２中地区６チーム中４位＞ 

 次戦は 10 月５日(土)、 アウェーでバンビシャス奈良と対戦。 

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

 

 信州通信 10 月号を最後までご覧いただき、ありがとうございました。 

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

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。 

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


