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 日本のふるさと「信州通信」（長野県東京事務所発） 

 １０月号 ２０１５年１０月３０日（金） 

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

【今月のトピックス】 

○ 銀座ＮＡＧＡＮＯ １周年！ 

○ 快挙！御嶽海新入幕 

○ ＡＣ長野レディース なでしこ１部へ昇格 
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【１】トピックス 
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----------------------------- 

 銀座ＮＡＧＡＮＯ １周年！ 

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

 信州のしあわせを多くの方々と分かち合いたい、そんな想いから開設した「銀座 

ＮＡＧＡＮＯ」も、おかげさまで１周年を迎えることができました。皆さまのご愛顧

によりオープン以来１年間の来場者数は７８万人余、売り上げは２億１千万円余とな

っています。 

 １０月２４日・２５日には１周年大感謝祭を開催し、諏訪大社御柱祭の木遣りや飯

田お練りまつりの実演のほか、白毛もちの餅つき＆振る舞い、長野県観光大使の峰竜

太さんと阿部知事のトークショーなど、大変賑わった２日間でした。 

これからも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。 

 

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

 快挙！御嶽海新入幕 

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

 木曽郡上松町出身の御嶽海は、１１月８日から始まる十一月場所で西前頭十一枚目

となることが発表されました。初土俵の今年の三月場所からわずか４場所で新入幕の

快挙を達成し、全国でも注目の力士となりました。 

 長野県出身の幕内力士は、大鷲以来３９年ぶりの復活です。１１月場所でも御嶽海

の快進撃がみられるよう、皆さまの応援をよろしくお願いします。 

 

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

ＡＣ長野レディース なでしこ１部へ昇格 

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

 なでしこリーグ２部のＡＣ長野パルセイロ・レディースは、２５日に行われたホー

ムでの試合で愛媛ＦＣに６－０で圧勝し、今季の成績を２２勝１分け３敗の勝ち点 

６７として初優勝を決めました。これにより来季の１部昇格が決定しました。 

今季は１８試合無敗など一貫して首位を独走してきたＡＣ長野は、終盤２連敗の足

踏みがあったものの盛り返し、最終戦を残しての優勝決定となりました。 

 来季、なでしこリーグ１部でのＡＣ長野パルセイロ・レディースの活躍から目が離

せません。 
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【２】首都圏で行われるイベント情報 
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○信州上田地域「銀座ＮＡＧＡＮＯの陣」 

銀座ＮＡＧＡＮＯ 11 月 12 日（木）～15 日（日） 

12 日（木）は青木村の段、13 日（金）は長和町の段、14 日（土）は上田市の段、

15 日（日）は東御市の段と題し、予約制で地元の食材をふんだんに使った昼の膳と

夜の膳がお楽しみ頂けます。また、4 日間を通じ真田一族の甲冑をバックに記念写

真を撮影する「なりきり武将コーナー」など、「真田氏ゆかりの地」信州上田地域

の魅力を紹介するこだわりのイベントです。 

11 月の 4 日間、銀座ＮＡＧＡＮＯが真田一色に染まります。 

【https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2015/11】 
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【３】信州だより 
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----------------------- 

長野えびす講煙火大会 

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

 第 110 回目を迎える長野えびす講煙火大会が、今年も 11 月 23 日（月・祝）に長野

市犀川第二緑地で開催されます。 

 全国的にも珍しい 11 月の寒い時期に開催される花火大会で、今年は 1 万 5 千発の花

火が澄んだ夜空に花開きます。 

 この頃の長野市の最低気温は1度と、東京の1月頃と同じくらい冷え込みますので、

万全の防寒対策をしてお出かけください。 

【長野えびす講煙火大会：http://www.nagano-cci.or.jp/ebisukou/index.html】 

 

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

 観光列車「ろくもん」がＪＲ姨捨駅へ 

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

 しなの鉄道の観光列車「ろくもん」が、日本鉄道３大車窓のＪＲ姨捨駅へ乗入れま

す。 

 運行日は 11 月 3 日（火・祝）で、10:30 頃軽井沢駅を出発し、姨捨駅で千曲川の眺

望を楽しんで 14:30 頃長野駅到着です。 

 また、長野～軽井沢間の通常のプランも大好評で、11 月運行分はすでに満席、12

月運行分も残りわずかとなっています。 

真田の赤備えを纏った列車が信濃路を快走中です。 

【ろくもん：http://www.shinanorailway.co.jp/rokumon/】 

 

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

命名「信州大王イワナ」 

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

県水産試験場が平成 20 年から研究に着手し、量産技術を確立した新ブランド魚「信

州大王イワナ」が 9 月 4 日付けで商標登録となりました。名付け親は「おいしい信州



ふーど（風土）」大使である玉村豊男氏です。 

成長しても生殖能力を持たないため産卵期の影響を受けず、年間を通じて肉質が良

く、従来のイワナより早く大きく育つ養殖魚です。 

調理師の方々の評価も上々で、新しい信州ブランドとして、来年度の初出荷を目指

します。 

【信州大王イワナ： 

http://www.pref.nagano.lg.jp/enchiku/happypu/151016press1.html】 

 

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

「ふるさと信州寄付金」受付中 

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

 長野県では、災害に強い長野県の実現や美しい景観や自然環境の保全のためなどに

活用する「ふるさと信州寄付金」を受け付けています。１万円以上の寄付をされた方

には、お礼の品として、農産物や加工品等の信州ブランド品を贈呈します。 

今年度は、９月末現在で、昨年を大幅に上回る 8,100 万円余のご寄付をいただいて

おります。（前年度比 212.5％） 

皆様方には厚く感謝を申し上げますとともに、引き続き応援をお願いいたします。 

【ふるさと信州寄付金： 

http://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/kurashi/kenze/kifukin/kifukin/index.html】 

 

 ふるさとチョイスのＨＰから申し込めば、簡単にカード決済で寄付ができます。 

【ふるさとチョイス：http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/20000】 

 

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

 今月の信州のスポーツ情報 

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

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

 第 18 回長野マラソン エントリー受付終了 

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

 来年 4 月 17 日に長野市で開催される第 18 回長野マラソンのエントリー受付が終了

しました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 

 インターネット申込み分（定員 9,000 人）は受付開始から 34 分、電話申込み分（定

員 1,000 人）は受付開始から 2 時間 44 分で定員に達しました。 

 なお、「視覚障がい者の部（定員 50 人）」は引き続きインターネットからエントリー

を受け付けています。 

 早春の信濃路を駆け抜ける選手に、温かい声援をお願いします。 

【第 18 回長野マラソン：http://www.naganomarathon.gr.jp/index.html】 

 

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

 松本山雅ＦＣ・Ｊ1 ～正念場！山雅！！～ 

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

 2nd ステージ 第 15 節まで終了 3 勝 9 敗 3 分 ＜18 チーム中 16 位＞ 

一つの負けも許されない状況の山雅ですが、10 月 25 日のサガン鳥栖との試合では

1-2 で逆転負けを喫し、年間成績も 7 勝 19 敗 6 分の 16 位と、J1 残留が厳しい状況と



なっています。 

15 位のアルビレックス新潟との勝ち点差は 6。残り 2 試合山雅が連勝し、アルビレ

ックスが連敗すると勝ち点差では並びますが、得失点差が現時点で 8 となっているた

め、大差での勝利が要求されています。 

次の 16 節は 11 月 7 日にアウェイでヴィッセル神戸戦、17 節は 11 月 22 日にアウェ

イで横浜Ｆ・マリノス戦です。 

【松本山雅ＦＣ：http://www.yamaga-fc.com/】 

 

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

 信州ブレイブウォリアーズ 

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

 開幕 2 連敗スタートとなったブレイブウォリアーズですが、その後星を戻して 3 勝

3 敗の 7 位となっています。 

 11 月 14 日・15 日は、上田市自然運動公園総合体育館でホームゲーム第 2 節山形戦

が行われます。 

 ブースターの熱い声援で、ブレイブウォリアーズのバックアップをお願いします。 

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

 

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

長野パルセイロ・Ｊ３ 

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

 第 35 節まで終了 19 勝 7 敗 6 分 ＜13 チーム中 3 位＞ 

 前節は首位レノファ山口に 2-1 で競り勝って、優勝の可能性を残して残り 4 試合と

なっています。ただ、2 位の町田ゼルビアも勝ったため、2 位との勝ち点差は 7 のまま

で、Ｊ２昇格へ崖っぷちの状況です。 

 トピックスでもご紹介しましたが、なでしこリーグ 2 部のＡＣ長野パルセイロ・レ

ディースは、初優勝を決め来季から 1 部昇格となります。 

【ＡＣ長野パルセイロ：http://parceiro.co.jp/】 
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編集後記 
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秋もすっかり深まり、季節は冬へと歩みを進めています。11 月になると長野県内で

は道路も冬支度を始めます。各地の山岳道路では冬期閉鎖が始まり、来年の春まで長

い眠りにつきます。冬期閉鎖とならない道路でも、積雪や凍結など路面の状況が悪く

なりますので、お車で信州にお出かけの際はスノータイヤを装着し、タイヤチェーン

の携行をお忘れなく。 

 

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

★ しあわせ信州創造プラン ～ 長野県総合５か年計画 ～ 推進中です！ 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/shisaku/5kanen/shiawase.html 

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

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



★ 信州ブランド戦略「キャッチフレーズ・ロゴマーク」を御活用ください。 

http://www.pref.nagano.lg.jp/brand/sangyo/brand/shinshu/logo-02.html 

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

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎ 「信州通信」が不要な方は、お手数ですがこのメールに返信し、配信停止を希望 

と御連絡ください。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 


