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

 月刊メールマガジン『日本のふるさと「信州通信」』（長野県東京事務所発） 

 ２月号 ２０１７年１月３１日（火） 

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

 2017 年の幕開けとともに、全国的に本格的な冬がやってきましたね。 

 年末年始の雪不足で少しハラハラしていた信州も本格的なスノーシーズン到来です。 

今月は、冬の国体「ながの銀嶺国体」スキー競技が開催されるほか、県内各地では

様々な雪や氷のイベントが開催されます。 

 県では今年初めて「ライフスタイルデザイン国際会議」を開催します。これは今後

世界が人生１００年時代を迎えるにあたり新しい生き方や社会のあり方を展望する中

で、長野県の役割と今後を世界の皆さんと考えようというものなのです。このような

取組を通して“しあわせ信州“が世界へ広く発信できたら素敵ですね！地方自治体が

独自の国際会議を企画して開催するなんてスゴイですよね。是非お見逃しなく！ 

今月も魅力的なイベントが盛りだくさんですのでお楽しみください！ 

 

【１】 長野県のトピックス 

－史上初、「ライフスタイルデザイン国際会議」いよいよ開催！－ 

【２】首都圏で行われる注目イベント情報 

【３】信州だより  

【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース －今月のおすすめ地酒・ワイン－ 

【５】首都圏で頑張る県職員ご紹介 －Ｖol.９－ 

【６】信州スポーツ情報 

【編集後記】 
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【１】長野県のトピックス 
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----------------------------------------------------------- 

史上初、「ライフスタイルデザイン国際会議」いよいよ開催！ 

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

“しあわせ”をブランド戦略のコンセプトに掲げる長野県が、これからのライフス

タイルを世界の皆さんと考える国際会議を、２月５日（日）に長野市のメルパルク長

野で開催しちゃいます！ 

 テーマは「人生１００年時代への新しい生き方～from NAGANO」です。 

人間の寿命が延びるなか、人々の生き方や価値観も変化していますし、それに伴い

働き方やライフスタイル、社会のあり方も変えていかねばなりません。長寿世界一と

いう貴重な価値を県民の手で作り上げてこられた長野県だからこそ、そんな新しい生

き方に対して何か提言や貢献ができるのでは。。。パネルディスカッションなどを通じ



て世界の皆さんと楽しく考えていきます。 

パネルディスカッションには、“農家レストラン職人館館主の北沢正和さん”や“栄

養コンサルタントのエリカ・アンギャルさん”、“タレントでもあるスリランカの社会

学者にしゃんたさん”など国内外で広く活躍中の方々をお招きします。 

テレビでお馴染み、日本総合研究所会長の寺島実郎さんの基調講演もありますよ。 

地方発の注目イベントです！是非ご参加ください。皆さまのご来場をお待ちしてい

ます。 

日時：２月５日(日)１３時～１７時２０分 

会場：ホテルメルパルク長野「メルパルクホール」 

内容：○パネルディスカッション「ライフイノベーション～生き方の選択の時代～」 

○基調講演「しあわせな社会をどうデザインするか」 

※詳細は下記サイトをご覧ください。 

【ライフスタイルデザイン国際会議】 

http://www.rakuen-shinsyu.jp/lifestyle-design/ 

 

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

「ながの銀嶺国体」２月１４日からスキー競技会スタート！ 

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

平成２０年以来、９年ぶりに長野県で開催中の冬季国体「ながの銀嶺国体」は、１

月のスケート・アイスホッケー競技会に引き続き、２月１４日（火）から１７日（金）

の４日間、いよいよスキー競技会が始まります。 

昨年度は２９年振りとなる女子総合連覇を達成し、今回は３連覇がかかります。男

女総合では２年ぶりの優勝を狙うなど期待が高まります。 

１９９８年の長野オリンピック・パラリンピックで使用された会場を中心に熱戦が

繰り広げられます。白馬ジャンプ競技場は、長野オリンピックで日本代表が団体金メ

ダルを獲得した感動の舞台ですよね。全国から集う選手の皆さんの健闘を期待しまし

ょう。 

全ての競技が観戦無料で、事前申込みなどの手続きも不要です。引き続き多くの皆

様のご来場とご声援をお待ちしています！ 

【ながの銀嶺国体】 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/sports-ka/72kai_toukikokutai.html 

 

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

 「地方創生☆政策アイデアコンテスト２０１６」 

松本県ケ丘高校１年生ペアが「地方創生担当大臣賞」受賞！ 

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

１月２１日（土）に開催された、内閣府の「地方創生☆政策アイデアコンテスト２

０１６」最終審査会で、長野県松本県ケ丘高校１年生の内田佑香さんと横山瑠奈さん

http://www.rakuen-shinsyu.jp/lifestyle-design/
http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/sports-ka/72kai_toukikokutai.html


が提案した『長野県の負のスパイラル大問題！！「昆虫食」で解決します！』が最優

秀の地方創生担当大臣賞を受賞しました！ 

このコンテストは「地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）」を活用して地域活性化

策を提案することを目的としたもので、これに対し同校の２人は農家の高齢化や耕作

放棄地の増加などに注目し、その解決策として、イナゴや蚕といった昆虫を加工して

販売する「昆虫食」というアイデアを提案したのです！ 

この他、株式会社八十二銀行法人部地方創生プロジェクトチームの『地域内所得向

上に果たす地域金融機関の役割～長野市におけるＩＣＴ産業振興支援策～』が協賛企

業賞として、富士ソフト賞を受賞しました。 

このコンテストには２部門で計７００件の応募があり、その中から長野県関係では、

上記の２団体が見事受賞されました。 

受賞された皆様、本当におめでとうございます。 

私たちもみんなで長野県の地方創生を考え、盛り上げていきましょう！ 

 

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

 ＴＢＳラジオ「コンシェルジュ 沓掛博光の旅しま専科」で 

阿部知事が長野県の魅力をお伝えします！ 

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

著名な旅行ジャーナリスト沓掛博光さん（長野県出身）のラジオ番組に阿部知事が

出演して、長野県の魅力や旅の見どころなどをお話します。 

・「真田丸」から「おんな城主 直虎」へ。ゆかりの地“南信州・高森町”をご紹介！ 

・健康長寿日本一“長野県”の秘密と魅力は？ 

・さあ！今年の夏（７～９月）はいよいよ“信州デスティネーションキャンペーン”

「世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州」。 

 どうぞお聞き逃しなく！ 

日時：２月２０日（月）２１時４５分～２２時 
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【２】首都圏で行われる注目イベント情報 
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 首都圏で信州の魅力をお伝えするイベントが開催されます。 

是非お出かけください。 

 

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

 「NAGANO WINE FES. in 東京」 チケット好評発売中！ 

  ～第１部は完売。第２部もお早めにお求めくださいね！～ 

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

品質の高いぶどうが栽培される地域として認知度が高まってきている長野県。世界



的にも注目を集める「NAGANO WINE」のつくり手たちが、年に一度、東京で一堂に会す

る試飲会を開催します！ 

２９社のワイナリー・ヴィンヤードが、渾身のワイン７５種を皆様にご披露します。 

普段店頭ではなかなか購入できない人気の極上ワイン、これから開業を目指して委

託醸造でつくるチャレンジワイン、試験醸造の段階で市販されていない希少ワインな

ど、様々なワインやこだわりのつくり手が勢揃い。多くの皆様のご来場を心よりお待

ちしています。 

日 時：２月１２日（日） 

    【第１部】１３時３０分～１５時３０分（開場１３時） 

※第１部のチケットは完売致しました。 

    【第２部】１７時～１９時（開場１６時３０分） 

         ※第２部のチケット残りわずか！お急ぎください。 

会 場：帝国ホテル東京 「光の間」 

参加費：前売７，０００円／当日７，５００円 

（ワイン試飲・軽食・グラスフォルダー付、抽選会あり） 

【NAGANO WINE FES. in TOKYO】 

http://www.pref.nagano.lg.jp/jizake/happyou/20161205winefes.html 

 

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

 北陸新幹線沿線５県のアンテナショップフェアを開催！ 

各県の魅力あふれる特産品が勢揃い！！ 

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

 北陸新幹線が開業してまもなく２周年。ぐっと近くなった北陸・信越５県（長野県、

富山県、石川県、福井県、新潟県）のアンテナショップが表参道に集結し、魅力あふ

れる特産品などをお届けします！ 

 さらに、各県コーナーでお買い上げごとにお渡しする補助券でガラポン抽選会にご

参加いただきますと、魅力満載の賞品をプレゼント！ 

 ５県のご当地キャラクターも応援にかけつけます。是非お出かけくださいね。 

日時：２月２１日（火）１０時３０分～１７時 

会場：表参道・新潟館ネスパス 

※詳細は、銀座 NAGANO のＨＰで２月初旬頃ご紹介する予定です。 

 

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

 長野県原産地呼称管理制度認定品 お披露目会 

～自然と人に磨かれた信州厳選の日本酒～ 

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

 本年２月に「長野県原産地呼称管理制度官能審査会」で認定されたばかりの信州厳

http://www.pref.nagano.lg.jp/jizake/happyou/20161205winefes.html


選の日本酒を、信州サーモンや市田柿など長野県産食材「おいしい信州ふーど（風土）」

とともにお楽しみいただきます。 

 アメリカ人日本酒伝道師“ジョン・ゴントナー”さんによる日本酒の解説もありま

すよ。 

 最高の“日本酒”に、“おいしい信州ふーど”と素敵な“お話”！これこそ“しあわ

せ信州”ですね。 

日時：３月１日（水）１７時３０分～１９時［予約制。参加料 1,500 円（予定）］ 

会場：銀座ＮＡＧＡＮＯ ２階イベントスペース 

内容：「長野県原産地呼称管理制度」に認定された日本酒５銘柄程度の試飲 

   「おいしい信州ふーど（風土）」食材を使ったおつまみ 等 

   長野県が育成した“もち麦”「ホワイトファイバー」の紹介・試食もあります。 

※詳細は、銀座 NAGANO のＨＰで２月中旬頃ご紹介する予定です。 

 

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

アルクマファン注目～！ 

首都圏でも会えちゃいます。“アルクマ”出没情報！ 

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

 首都圏でも“アルクマ”に会えるチャンスがあるんです！ 

 全国各地の皆さんに信州の魅力をお伝えしたくて、時々東京にもお出かけしてるん

です。 

 今月のお出かけ先はこちらです。是非遊びに来てくださいね！ 

○お出かけ先 

２月 ８日（水） ＧＩＮＺＡ de マルシェ（銀座 NAGANO２階イベントスペース） 

２１日（火） 北陸新幹線沿線県アンテナショップフェア 

（表参道・新潟館ネスパス） 

【みんなのまちへ！アルクマキャラバン】 

http://www.arukuma.jp/caravan/index.php#arukuma 
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【３】信州だより 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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

 信州の冬をまるごと楽しむ！ 歴史・体験・発見・美味の旅！ 

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

○ 伝統行事・祭り ○ 

≪第１４回長野灯明まつり（長野市）≫ 

 長野オリンピック開催５周年を記念して始まった長野の冬を代表する冬祭り。 

http%3a%2f%2farukuma%2ejp%2fcaravan%2findex%2ephp%23arukuma


今年は「愛と平和を」をテーマに、善光寺周辺は平和の光に包まれます。 

 真冬の澄んだ夜空に浮かび上がる“善光寺・五色のライトアップ”や、石畳の表参

道に平和への願いが込められた数々の灯明が並ぶ“ゆめ灯り絵展”など、この時季に

しか見られない幻想的な冬の善光寺をお楽しみください。 

日 時：２月１１日（土・祝）～１９日（日） 

ライトアップ１８時～２１時（１９日のみ２０時まで） 

会 場：長野市 善光寺周辺、善光寺表参道、長野駅前西口広場 

入場料：無料（有料のイベントもあります） 

内 容：○オープニングイベント（２月１１日） 

    ○善光寺ゆめ常夜灯 

    ○表参道ゆめ灯り絵 

    ○宿坊ゆめ茶会 

    ○同時開催「門前そば屋のそば食いねえ」 

【長野灯明まつり】http://www.nagano-toumyou.com/ 

 

≪だるま市（伊那市）≫ 

 鉾持（ほこじ）神社では、旧暦正月１４日（現在は２月１１日）に五穀豊穣を祈る

祈念祭りが行われます。 

この祭りに併せて参道には露店が並び、幸運をもたらすという縁起物の「福だるま」

や地元の物産販売などが行われます。市内の各団体が制作した人形飾りもこのだるま

市を盛り上げます。 

約４００年前から開催されているというこの伝統のだるま市をお楽しみください。 

日 程：２月１１日（土・祝）７時～１７時 

会 場：伊那市高遠町 西高遠鉾持神社から高遠駅周辺 

【だるま市】http://inashi-kankoukyoukai.jp/contents/archives/31150 

 

≪大町あめ市（大町市）≫ 

古来生活必需品であった“塩”を売った「塩の市」が転じて、「あめ市」になった

と言われる伝統的なイベントです。 

塩俵をかたどった飴や福飴、縁起物を売る露店が並び、商店街の大売り出しやまち

なかウォークスタンプラリーなどのイベントも各所で開催されます。あめ市限定のほ

かほか蒸したてまんじゅうや行列のできるドーナツも楽しみのひとつです！！ 

日時：２月１１日（土・祝）１０時～１４時 

会場：大町市中央通り商店街 

【大町あめ市】 

http://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=000

0000572 

http://www.nagano-toumyou.com/
http://inashi-kankoukyoukai.jp/contents/archives/31150
http://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=0000000572
http://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=0000000572


 

△ スノーシュー・かんじきツアー △ 

≪北アルプス山麓かんじきハイク（大町市）≫ 

 北アルプス山麓の里山を、雪の感触や動植物の息遣いを感じながら、“かんじき”で

歩いてみませんか。北ア山麓の豊かな冬の森は、見逃せない出会いでいっぱいです。   

標高１６００ｍもの標高がある中級コースから眺める景色は、北アルプスならでは

のダイナミックで圧倒的な眺望あり、山の不思議もあり、楽しさ満載です。 

是非、お出かけください！ 

日 程：［初級］２月５日（日）、１２日（日）、１９日（日） 

    ［中級］２月２６日（日） 

会 場：［初級］中山高原コース ［中級］黒沢尾根コース 

料 金：［初級］２，０００円 ［中級］５，０００円 ※かんじきレンタル含む 

    ※防寒具・ザック・飲み物・スノーブーツをご持参ください。 

内 容：［初級］集合：大町温泉郷観光協会前（９時集合、１２時解散） 

       定員：３０名 

    ［中級］集合：鹿島槍スキー場チケット売り場前（９時集合、１４時解散） 

       定員：１５名 

要事前申込：希望日前日の２０時締切 

【北アルプス山麓かんじきハイク】http://grutta.net/snowhike/ 

 

≪安曇野の高原でスノーハイキング（安曇野市）≫ 

 標高９００～１，０００ｍの安曇野の高原エリアで、専門のコーチと一緒にスノー

シューでハイキングを楽しんでみませんか！  

白銀の世界で山や森の美しさを満喫しながら、ウサギやキツネに出会ったり、動物

の足跡探しなど、冬の安曇野の自然を一緒に探検しましょう。 

日 程：２月１１日（土）、１５日（水）、２２日（水）９時～１１時 

会 場：安曇野の高原（集合：穂高ビューホテル駐車場） 

参加費：２，０００円 

    ※スノーシューレンタル料（スノーシュー・ストック）・コーチ料・ 

保険代含む 

    ※オプショナルツアー：日帰り温泉入浴とランチセット（2,160 円） 

定 員：各日２０名 

要事前申込：開催日の１週間前締切 

【安曇野の高原でスノーハイキング】 

http://www.azumino-e-tabi.net/modules/xpressme/?page_id=12130 

 

☆ 氷・雪の祭典 ☆ 

http://grutta.net/snowhike/
http://www.azumino-e-tabi.net/modules/xpressme/?page_id=12130


≪氷の彫刻展 in エムウェーブ（長野市）≫ 

 長野オリンピックのスピードスケート会場になったエムウェーブで、今年も氷の彫

刻展を開催します。 

西洋料理の調理人の皆さんによる、繊細かつダイナミックな躍動感あふれる彫刻の

数々を是非ご覧ください。 

開催中、なんとスケートリンクは無料開放！同時に開催されるダンスや太鼓などの

ステージイベントや飲食ブースなどもたっぷり楽しめますので、是非お出かけくださ

い。 

日 程：２月２５日（土）～２６日（日）１０時～１８時 

会 場：長野市 オリンピック記念アリーナ エムウェーブ 

入場料：無料（貸靴料は有料） 

【氷の彫刻展 in エムウェーブ】 

http://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=321

0 

 

≪木曽路氷雪の灯祭り（木曽路全域）≫ 

奈良井宿、福島宿、妻籠宿などの中山道の宿場町や、開田高原、王滝村などの御嶽

山麓などを会場に、木曽路を幻想的に輝く手作りのアイスキャンドルや雪像、氷彫な

どで彩る“木曽路統一イベント”です。 

 １月末～２月中旬の週末を中心に木曽路の各所で行われますが、灯がともされたキ

ャンドルの中の風情ある散策はもちろんのこと、甘酒の振る舞いや花火など、盛りだ

くさんのイベントもお楽しみいただけます。 

 今年もフォトコンテストを開催しますので、この時期にしか撮れない素敵な写真の

ご応募お待ちしています。 

日程：１月２８日（土）、２月３日（金）～２月５日（日）、２月１１日（土） 

１７時頃～２０時頃 

会場：木曽路内の１２会場 

【木曽路氷雪の灯祭り】 

http://www.kisoji.com/kisoji/hyosetsu/hyousetsu/2017hyousetu.html 

 

≪第３５回いいやま雪まつり（飯山市）≫ 

例年５万人以上の来場者で賑わう、飯山の冬を代表するイベント。市民や小中高校

生などが製作した大小の雪像が街を埋め尽くします。 

期間中は雪像コンクールや雪中神輿、雪中ライブ、雪中ウォークラリーなどの様々

なイベントが行われます。街の通り一帯を小型の雪像で飾る“雪像ストリート”もあ

り、飯山市全体が雪の芸術で彩られます。夜間はイルミネーションや道を温かく照ら

す雪見灯篭など、風情ある「雪と寺のまち」がお楽しみいただけますよ。 

http://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=3210
http://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=3210
http://www.kisoji.com/kisoji/hyosetsu/hyousetsu/2017hyousetu.html


日程：２月１１日（土）～１２日（日） 

１１日：９時～１８時３０分、１２日：１０時～１５時３０分 

会場：飯山城北グランド～市内全域 

【第３５回いいやま雪まつり】 

http://www.isnowfes.org/index.php/snowstatue 

 

○ 花火と音の祭典 ○ 

≪大町温泉郷 夢花火と音の祭典２０１７（大町市）≫ 

澄んだ夜空に輝く冬の花火と和太鼓や吹奏楽団の演奏がコラボして、様々なジャン

ルの魂が響き渡る光と音の世界。 

各所に設置されるメッセージキャンドルや“かまくら”も幻想的な信州の冬の夜を

演出するなど、見どころ満載ですよ。是非お出かけくださいね。 

日程：２月４日（土）、１１日（土）、１８日（土）、２５日（土）２０時～ 

会場：大町温泉郷 ※イベントにより日時・開場が異なります。 

内容：○花火打ち上げ（２０時４５分～） 

   ○和太鼓演奏 

   ［２月４日のみ］ 

    オープニングセレモニー、三九郎まつり、メッセージキャンドル、 

    吹奏楽団演奏 

【大町温泉郷 夢花火と音の祭典２０１７】 

http://www.kanko-omachi.gr.jp/info/2016/11/2017.php 

 

☆ 雛祭り ☆ 

≪お人形さんめぐり・わら馬パレード～北国街道小諸宿～（小諸市）≫ 

北国街道小諸宿を中心に、江戸、明治、大正、昭和の各時代の“ひな人形”や“つ

るし雛”が冬の街道を彩ります。期間中は、お人形さんめぐりガイドツアーやつるし

雛作り体験教室など各種イベントが盛りだくさん！ 

３月４日（土）には、無病息災をわら馬に託す「わら馬パレード」も開催します。 

お人形さんに彩られた素敵な宿場街に是非お出かけください。 

日時：２月１８日（土）～３月５日（日）１０時～１６時 

会場：北国街道沿い ほんまち町屋館ほか 

内容：○オープニングセレモニー［２月１８日（土）１０時～］ 

   ○わら馬パレード［３月４日（土）１２時～（予定）］ 

   ○お人形さんめぐりガイドツアー 

   ○各種体験教室 など 

【お人形さんめぐり・わら馬パレード】 

http://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=000

http://www.isnowfes.org/index.php/snowstatue
http://www.kanko-omachi.gr.jp/info/2016/11/2017.php
http://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=0000001781
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≪第３回海野宿ひな祭り（東御市）≫ 

海野宿の街道沿いの家々では、毎年３月３日のひな祭りに飾るひな人形が、街道の

格子越しに眺めることができます。夜になるとライトアップされたひな人形も楽しめ

て、普段とは一味違う雰囲気が味わえます。  

３月１９日・２０日のイベント開催日には、甘酒・あられの振る舞いや一坪市（フ

リーマーケット）が行われ、１９日の夜には街道沿いに行燈が灯り、宿場街は幻想的

な雰囲気につつまれます。 

日時：２月２５日（土）～３月２０日（月・祝） 

会場：海野宿・白鳥神社境内 

内容：イベント内容［３月１９日（日）～２０日（月・祝）］ 

   ・甘酒、あられの振る舞い 

   ・着物の参加者に粗品（にほひ袋）をプレゼント 

   ・流しびな（紙で作った雛人形を街道中央の川に流します） 

   ・一坪市（フリーマーケット） 

【第３回海野宿ひな祭り】 

http://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=0000

005862 

 

 

△ ワイナリー体験ツアー・燻製づくり △ 

≪2017 ワイナリー体験ツアー・早春「剪定体験」（飯綱町）≫ 

 北信濃・飯綱町の人気ワイナリー“サンクゼール”で、ぶどうの木の剪定体験がで

きて、おまけにチーズフォンデュとワインまで楽しめちゃう日帰りバスツアーを開催

します！長野駅から往復送迎バスが出ますのでとっても便利！ 

“サンクゼール”のぶどう畑「大入ヴィンヤード」は、志賀高原などの山並みのパ

ノラマが広がる絶景の地！銀世界広がる畑をスノーシューでウォーキングしながら、

栽培担当者から剪定技術を学びます。作業の後はチーズフォンデュとワインを思う存

分お楽しみくださいね。皆さまのご参加お待ちしてます！ 

日 時：２月２６日（日）９時（集合）～１６時３０分（解散） 

会 場：サンクゼールワイナリー 

参加費：旅行代金 大人９，９００円 小学生８，９００円 

募集定員：２０名（先着順） 

要事前申込：２月２１日（火）締切 

年間実施予定：［第 2 回・初夏編］5 月 14 日（日）／芽かき体験講習会 

       ［第 3 回・秋編］ 9 月 24 日（日）・30 日（土） 

http://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=0000001781
http://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=0000005862
http://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=0000005862


／収穫祭 ワインぶどう収穫体験 

【2017 ワイナリー体験ツアー・早春「剪定体験」】 

http://www.nagano-tabi.net/modules/tour/detail.html?tid=22 

 

≪家庭で作る簡単燻製づくり（安曇野市）≫ 

 最近、家庭でできる燻製がちょっとしたブームになってますよね。 

 ご家庭にある調理器具と素材を使ってできるお手頃な燻製を、安曇野で学んでみま

せんか。お料理に、お酒のおつまみに重宝すること間違いなし！ 

日 時：２月１４日（火）１０時～１２時３０分 

会 場：ビレッジ安曇野 

参加費：２，５００円 

    ※材料費・講師代・昼食代・保険代含む 

持ち物：エプロン・三角巾 

募集定員：２０名（先着順） 

要事前申込：２月７日（火）締切 

【家庭で作る簡単燻製づくり】 

http://www.azumino-e-tabi.net/modules/xpressme/?page_id=12126 

 

☆ 移住相談会 ☆ 

≪温泉地移住相談会（上田市）≫ 

自然豊かな温泉地でのびのび子育てをしませんか？ 

上田市の鹿教湯（かけゆ）温泉で活動する地域活性化団体の“女性受入コーディネ

ーター”が、シングルマザーや子育て中の方々を対象とした移住相談会を開催します。   

移住・定住のご相談、移住体験プランや週末里山温泉暮らしのご紹介など、様々な

角度から鹿教湯温泉の楽しみ方をご提案させていただきます。 

仕事と子育ての両立にお悩みの方、地域づくりや地域活性化に興味のある方、新た

な出会いや人生のスタートを考えている方、どうぞお気軽にご相談ください。 

日時：２月５日（日）１４時～１８時、６日（月）１０時～１３時 

会場：銀座 NAGANO ４階コワーキングスペース 

定員：５日１０組、６日８組 

【温泉地移住相談会】 

https://www.ginza-nagano.jp/event/15903.html 

https://www.ginza-nagano.jp/event/15913.html 

 

≪南信州移住セミナー（下伊那地域）≫ 

豊かな自然や移住した方々の子育て体験談を交え、長野県南信州の様々な魅力をご

紹介するとともに、移住を希望している皆様のニーズに応じた個別相談を行なう「南

http://www.nagano-tabi.net/modules/tour/detail.html?tid=22
http://www.azumino-e-tabi.net/modules/xpressme/?page_id=12126
https://www.ginza-nagano.jp/event/15903.html
https://www.ginza-nagano.jp/event/15913.html


信州移住セミナー」を開催します。 

長野県南部に位置する「南信州」は１４の市町村からなり、２０２７年に予定され

るリニア中央新幹線の開業により東京と約４０分で結ばれる地域です。 

様々な伝統芸能や独特の食文化も残されたこの地域。今から大注目ですね！ 

日  時：２月１３日（月）１２時３０分～１５時３０分（受付開始１２時） 

会  場：銀座 NAGANO ２階イベントスペース 

参加団体：南信州広域連合、長野県下伊那地方事務所、（公財）長野県看護協会 

     飯田市、松川町、高森町、阿智村、根羽村、下條村、売木村、泰阜村、 

喬木村、豊丘村 

定  員：２０名（予約優先） 

【南信州移住セミナー】 

http://www.rakuen-shinsyu.jp/event/14941 

 

≪薪ストーブの灯る移住者カフェ訪問と物件見学ツアー（茅野市）≫ 

八ヶ岳の裾野に広がる茅野市で、市内のお薦め物件の見学と先輩移住者が経営する

カフェ訪問などの現地見学ツアーを開催します。 

古民家を改装したカフェ「西尾珈琲」で、先輩移住者から移住までの道のりや移住

後の地域との関わり方、薪ストーブのある暮らしの魅力などを自慢のコーヒー、食事

を味わいながらお聞きいただきます。田舎暮らしに興味のある方のご参加をお待ちし

ています。 

日 時：２月２５日（土）１０時～１７時 

会 場：茅野市役所集合 ※駐車場有。マイクロバスで市内を移動。 

参加費：無料 

    ※集合場所までの交通費、当日の昼食代は参加者負担。 

内 容：○先輩移住者のカフェ訪問 

    ○薪ストーブのご紹介 

    ○市内空き物件のご紹介 

定 員：２４名 

要事前申込：２月１９日（日）締切 

【薪ストーブの灯る移住者カフェ訪問と物件見学ツアー】 

http://www.furusatokaiki.net/event/118422/ 

 

※この他、県内のイベント情報をこちらでご覧いただけます。 

【さわやか信州旅．Net】http://www.nagano-tabi.net/ 

 

※スキー場や積雪情報、イベント・キャンペーン情報はこちらをご覧ください。 

【スノーラブ】https://www.snowlove.net/ 

 

http://www.rakuen-shinsyu.jp/event/14941
http://www.furusatokaiki.net/event/118422/
http://www.nagano-tabi.net/
https://www.snowlove.net/
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【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ショップ（１階）◇ 

【今月のおすすめ商品】 

○バレンタインデー特別企画「信州フレーバーチョコ特集」 

市田柿、くるみ、栗、あんず、ゆず、ワインなど、信州の豊かな自然で育ったフル

ーツなどを贅沢に使用したチョコレートを各種取り揃えました。 

お薦めの一つは「ゆずチョコレート“ゆず姫”」（864 円（税込み））。 

南信州・泰阜村産の柚子ピールをベルギー産チョコレートで一つひとつ丁寧にコー

ティングした冬季限定商品です。柚子の風味とチョコレートの甘さがお酒にも合うお

しゃれな大人の味。パッケージにもプレミア感を感じさせます。 

「こだわりのチョコレートを贈りたい」、「自分へのご褒美チョコとしてプレミアム

なものを」などとお考えの方、是非、銀座ＮＡＧＡＮＯにお越しくださいね。素敵な

チョコとの出会いがありますよ！ 

 

【今月のおすすめ地酒】 

新酒の季節を迎え、長野からぞくぞくと新酒が届いています。既にその数 46 銘柄！

今回はその中から、全国どこを探しても手に入らない銀座ＮＡＧＡＮＯ限定販売の地

酒をご紹介します。 

 

○「高天 辛口純米 新酒生詰」高天酒造（岡谷市）1,200 円（税別） 

地元で大人気の高天。あまりにも人気のためなかなか県外では入手することができ

ません。そんな高天酒造の定番である辛口純米を、なんと 1 回の火入れだけで出荷し

てもらいました。今回出荷分のみの銀座ＮＡＧＡＮＯ特別バージョンです。 

フレッシュな飲み心地をお楽しみください。 

 

○「北光正宗 金紋錦 純米吟醸 生酒 別囲い」 

角口酒造店（飯山市） 1,950 円（税別） 

辛口の酒で知られる北光正宗。幻の米と言われる金紋錦を使用した純米吟醸を特別

に生酒で別囲いしてもらいました。キレのある酒質は変わらず、さらに生酒らしいふ

くらみのある味わいを楽しんで頂けます。 

これもなんと！銀座ＮＡＧＡＮＯのみ、今回限りの 60 本限定生産です。 

 

この他にも、水尾、幻舞、佐久の花、大信州、眞澄、木曽路、中乗りさん等々、信

州を代表する魅力的な銘柄が盛りだくさんです。 

どれも数量限定商品のため売り切れご免！お早めにどうぞ。 



 

【今月のおすすめワイン】 

○「貴腐」 林農園（塩尻市） 5,500 円（税別） 

貴腐ワインは、収穫期の気温・降水量・日照時間など、複雑な気象条件や様々な偶

然が重なってできる本当に生産が難しい希少なワインです。澄んだ琥珀色と熟成され

た独特の香り、蜂蜜のような濃密な甘みが特徴で、“これがワイン！？”と思うような、

ワインのイメージを覆すワインです。欧州ではデザートワインの女王と言われ、昔か

ら「神々に捧げる酒」として、記念日、祭り、神事の時に飲まれてきました。 

この季節、チョコレートとともに楽しむワインとしてもピッタリです。 

 

◇イベントスペース（２階）◇ 

○「信州の Good Brand in 銀座」 ２月 16 日（木）～17 日（金） ※一部要予約 

“信州ブランドアワード 2016”選出ブランドが銀座に集結！ 

長野県の産学官各機関が主催し、毎年長野県の優れたブランドを選定・表彰する「信

州ブランドアワード」。本イベントでは、2016 年に選定されたブランドを多面的に紹

介します。選定ブランドの商品・パネル展示に加え、各種体験プログラム（参加費無

料・予約制）も開催。 

信州が誇るブランドを銀座でご体感ください。 

◇商品・パネル展示（無料・見学自由）◇ 

 16 日（木）12:30～18:00  17 日（金）10:30～18:00 

◇体験プログラム（無料・予約制）◇ 

【16 日（木）】 

長門牧場「バターづくり体験」13:00～14:00 定員 20 名 

上田電鉄「別所線沿線グルメのご紹介」14:30～15:30 定員 20 名 

【17 日（金）】 

柄木田製粉「商品紹介とそば・うどん試食会」12:30～13:30 定員 10 名 

SINANO「ポールウォーキング講習会・体験会」14:00～15:00 定員 20 名 

 

☆ 『雪の日』制定記念特別企画 ☆ 

≪銀座ＮＡＧＡＮＯイベント≫ 

○「『雪の日』制定記念・特別企画」  

２月 26 日（日）11:00～13:30 定員 40 名（要予約） 

スノーリゾート信州プロモーション委員会では、今年から２月の第４日曜日を『雪

の日』として制定しました！制定後、初の「雪の日」となるこの日、銀座ＮＡＧＡＮ

Ｏでも特別企画を開催します。 

ゲストに、フリースタイルスキー・ハーフパイプのオリンピアンで長野県野沢温泉

村在住の三星マナミ氏、スキーや雪国の生活など、雪にまつわるストーリーを紹介す



るスノーカルチャー誌『Stuben Magazine』のエディターである尾日向梨沙氏、アルペ

ンスキー発祥の地でありスノーリゾートの先進国でもあるオーストリア大使館の方を

招き、文化や環境、娯楽や子ども（遊びや競技）などの観点から「雪」をテーマに講

演とトークショーを開催します。 

併せて、スキー場の新しい楽しみ方として、ゲレンデの食事（ゲレ食）の向上を推

進している長野県内スキー場の食事の試食や、県内スキー場のシーズン券（2017ー18

シーズン）や素敵なスノーギアが当たる抽選会もありますのでお気軽にご参加くださ

い。 

 

≪県内スキー場のイベント≫ 

「雪の日」の前日（25 日（土））と当日（26 日（日））に長野県内のスキー場に来

場されたお客様を対象に、県内スキー場のシーズン券（2017ー18 シーズン）が当たる

イベントを開催いたします。皆様のお越しをお待ちしています。 

※シーズン券とは：来季（2017ー18 シーズン）に県内の全てのスキー場でいつでも何

度もリフトをご利用できるチケットです。 

※詳細は下記をご覧ください。 

【雪の日！シーズン券プレゼント】https://www.snowlove.net/yukinohi.php 

 

イベントのご予約は、銀座ＮＡＧＡＮＯの Web サイトで受付中！ 

この他にも、日替わりで信州を体感できる楽しいイベントを毎日開催しております

ので、是非お立ち寄りください。 

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

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５】首都圏で頑張る県職員ご紹介 Ｖol.８ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 昨年の６・７月号で首都圏の省庁や民間企業に勤務する県職員２５名のプロフィー

ルをご紹介させていただきました。８月号からは各職員が携わっている仕事の内容や

自己ＰＲをご紹介しています。首都圏で勤務する各職員の意気込みや思いをご覧くだ

さい。 

 

【佐藤 潤一：総務省】 

自治財政局財政課において、地方財政計画における給与費の作成、普通交付税、特

別交付税の算定や災害対応等を通じ、地方財政措置に係る経験を積ませていただいて

います。国と県との視点の違いに戸惑うこともありますが、他の研修生とも協力し、

日々精進しています。もちろん、研修生を長野観光に連れ出すなど、長野県のＰＲも

忘れていません。 

https://www.snowlove.net/yukinohi.php
http://www.ginza-nagano.jp/


 

【尾藤 孝弘：厚生労働省】 

医薬・生活衛生局の監視指導・麻薬対策課で無承認無許可医薬品等の監視指導を担

当しています。無承認無許可医薬品とは、法律に基づく品質や有効性、安全性の確認

がされていない医薬品のことです。 

日々、事件の対応に追われて忙しいですが、仕事にメリハリをつけて休みを取るな

ど、ワークワイフバランスを実践しています。県の薬事行政に貢献できるよう経験を

積みたいと思います。 

 

【江村 太郎：東京急行電鉄株式会社】 

東急電鉄と横浜市は、「次世代郊外まちづくり」の推進に関する協定に基づき、た

まプラーザ駅北側地区をモデル地区として様々な取り組みを展開中です。 

少子高齢化に伴うまちの衰退に危機感を持った行政と民間事業者の連携によるま

ちづくりを通じて、これからのまちづくりに求められる行政の役割とは何か、日々考

えながら業務に励んでいます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【６】信州スポーツ情報 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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

 “都道府県対抗駅伝”長野県男子チーム ３年振り７度目の優勝！！ 

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

１月２２日（日）に広島県で開催された天皇盃第２２回都道府県対抗男子駅伝。 

長野県男子チームは見事全国最多の７度目の優勝！２０１０年以降優勝チームに

対して天皇盃が賜与される様になってから２度目の天皇盃を獲得しました！ 

４区・５区の区間賞獲得をはじめとする各区選手の力走で「駅伝王国長野」の存在

感が力強く印象づけられました。 

また、１月１５日（日）に京都府で開催された皇后盃第３５回都道府県対抗女子駅

伝では、長野県女子チームも見事！前回から順位を４つも上げての１０位でした。 

選手、監督スタッフの皆さん、郷土の誇りと感動をありがとうございました。 

 

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

 先月の信州スポーツ情報（結果） 

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

≪やったー！“御嶽海”大躍進！県出身力士初の技能賞獲得！！≫ 

 １月２２日に千秋楽を迎えた大相撲初場所。御嶽海は２横綱２大関を破る快進撃で、

１１勝４敗と幕内２度目となる自己最多の１１勝目をあげ、県出身力士として初の技



能賞を獲得しました！ 

三賞受賞は、昨年５月場所の敢闘賞以来、４場所ぶり２度目の受賞です。 

長野県“木曽の星”の今後益々の躍進に期待が膨らむところです。 

 

≪頑張れ！信州ブレイブウォリアーズ≫ 

2016－2017 シーズン第１６節まで終了 ９勝２３敗 <Ｂ２中地区６チーム中６位> 

新年は２日（月）、３日（火）にホームの千曲市戸倉体育館で鹿児島レブナアイズ

との対戦。１日目は９４－７６、２日目は８４－７７と接戦の末に連勝し、好スター

トを切りました。 

その後の青森ワッツ、岩手ビッグブルズとの対戦では苦戦による連敗が続いていま

すが、信州初の特別指定選手 三ツ井選手（長野市出身、東海大４年）も加入し、パワ

ーアップしたチームのさらなる活躍を期待するところです。 

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

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【編集後記】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 近年県内各地のスキー場や観光施設は、海外からのお客様でにぎわいを見せていま

す。私の地元“中野飯山地域”もスキー場を中心に欧米や中国などからの沢山のお客

様で国際的な雰囲気に包まれています。先日帰省した際に、玄関口である北陸新幹線

飯山駅の１階にある飯山市観光交流センターを訪ねたところ、私の妹が抱っこしてい

た我が家の愛犬に可愛らしい外国の男の子が英語で話かけてくれました。身近な場所

も国際交流の場になっていることに改めて驚きを感じました。 

 飯山市観光交流センターと言えば、ガラスケースに収められた“北陸新幹線のジオ

ラマ”があることご存じですか？新幹線が金沢方面から飯山駅に到着する様子が本物

そっくりに作られています。なんとこの製作者は私が勤務している長野県東京事務所

のＡ課長なんですよ！このジオラマは北陸新幹線飯山駅１周年を記念してＡ課長が飯

山市に寄贈したものです。旧軽井沢駅舎記念館には同様に、“軽井沢高原鉄道”と題し

たジオラマが展示されています。これらの駅を訪れた際には是非ご覧になってくださ

いね。 

 ２月といえばバレンタインデー！銀座 NAGANO では信州産のフルーツやワインを使

った素敵なチョコレートが勢ぞろいです。プレゼントや自分へのご褒美に是非お試し

くださいね！ 

寒い冬も素敵な魅力満載の信州！どうぞお楽しみください。 

 

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

▽△▽ イベント満載！今年の信州 ▽△▽ 

http://www.b-warriors.net/


☆第７２回国民体育大会冬季大会（１月） 

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

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

★ 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 

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

http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/shisaku/5kanen/shiawase.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/brand/sangyo/brand/shinshu/logo-02.html

