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 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） 

 ４月号 ２０１７年３月３１日（金） 

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

 東京の桜はもう３月２１日に開花宣言でしたね。これは２００８年以来９年ぶりに

全国で最も早い開花宣言だったそうです。当事務所にも転勤の御挨拶に来られる方が

続く今日この頃、窓の外ではピンク色の桜が春真っ盛りが近いことを予感させてくれ

ています。 

 信州では、４月から様々なチャレンジが始まります。地域に重点を置いた施策展開

のために現地機関に設置する「地域振興局」、“信州デスティネーションキャンペーン”

の特別企画「春の信州宿泊キャンペーン」など、これに加えて雪で閉ざされていた山

岳ルートの除雪開通式や花祭り、トレッキング、サイクリングなど春を感じる旬の情

報も盛り沢山ですので、是非今月号もお楽しみください。 

 

【１】長野県のトピックス －「２９年４月組織改正について」－ 

【２】東京事務所・省庁等派遣職員 異動情報 

【３】首都圏で行われる注目イベント情報 

【４】信州だより  

【５】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース －今月のおすすめ地酒・ワイン－ 

【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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--------------------------------------------------------------- 

 ２９年４月組織改正について 

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

 地域課題に対する現地機関の対応強化、コンプライアンスの推進、全国都市緑化信

州フェアの開催準備など、県民の期待に応え、時代の要請に的確に対応できる効果的

な組織体制を整備するため、平成 29 年 4 月に次のとおり組織改正を行います。今後と

も皆様のご支援をよろしくお願い致します。 

 

１ 地域振興局の設置 

  地域で生じている課題や県民ニーズを的確に把握し、スピード感をもって主体

的・積極的に課題解決に当たる組織として、県下各地域に「地域振興局」（10 局）

を設置します。 

 



２ 現地機関の見直し 

○「地方事務所」（10 所）の廃止（地域振興局の設置に伴うもの） 

○「県税事務所」（10 所）の設置 

○地方事務所建築部門の移管（地方事務所建築部門を建設事務所に移管） 

 

３ 本庁組織の見直し 

○コンプライアンス・行政経営課の新設： 

コンプライアンス推進体制の強化、しごと改革関連業務の一元化 

○全国都市緑化信州フェア推進室の新設： 

全国都市緑化信州フェア（平成 31 年度予定）の開催準備 

 

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

信州デスティネーションキャンペーン前夜祭！ 

「春の信州宿泊キャンペーン開催中!!」 

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

今年の７月から９月に開催される大型観光キャンペーン「信州デスティネーション

キャンペーン」の前哨戦として行う特別企画。 

長野県内の宿泊施設に泊まって申込み用紙に領収書（写）を添付して応募していた

だくと、宿泊施設無料宿泊券、信州プレミアム牛肉などの特産品や限定アルクマグッ

ズなどを抽選で 500 名様にプレゼント！ 

信州の大自然に癒されながら、泊まって当てよう！！ 

開催期間：３月２３日（木）～６月３０日（金） 

     ※応募は７月７日（金）必着 

対 象 者：長野県内宿泊施設に宿泊された方 

対象施設：長野県内全宿泊施設 

【信州宿泊キャンペーン】https://www.shinshu-dc.net/campaign/ 
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【２】東京事務所・省庁等派遣職員 異動情報 
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４月１日付けで異動となります職員のご紹介をさせていただきます。 

 東京事務所及び各省庁等での経験を生かして次の職場でも励んでまいりますので、

今後ともご指導ご鞭撻いただきますようお願いいたします。 

 

＜東京事務所＞ 

熊谷 晃   観光部長 

瀧澤 修一  産業労働部産業政策課産業戦略室 



甘利 善一  企画振興部情報政策課 

大池 英樹  農政部農業技術課 

市川ユミ子  環境部環境エネルギー課 

塚田 英樹  建設部建設政策課技術管理室 

 

＜省庁等派遣＞ 

○内閣官房   小豆畑逸郎 企画振興部総合政策課 

        竹村 卓  企画振興部情報政策課 

○総務省    佐藤 潤一 総務部財政課 

        渡辺 寛子   〃 

○文部科学省  田中 翼  教育委員会事務局教育政策課 

        三島 誠司 産業労働部ものづくり振興課 

○厚生労働省  伊藤 達哉 健康福祉部医療推進課 

        中山 真吾 産業労働部労働雇用課 

○林野庁    橋渡 博之 林務部森林政策課 

○国土交通省  豊田 祐介 議会事務局総務課 

小澤 嘉敬 建設部道路建設課 

○経済産業省  丸山 勇紀 産業労働部産業政策課産業戦略室 

○日本政府観光局（ＪＮＴＯ） 

        柿崎 茂  ＪＮＴＯロンドン事務所 

○東京都    宮坂 真司 環境部環境エネルギー課 

○（一財）地域総合整備財団＜ふるさと財団＞ 

小林  衛 県民文化部私学・高等教育課 

○（一財）ダム技術センター 

        田川 智希 建設部河川課 

○三井物産（株）滝澤 正崇 産業労働部産業立地・経営支援課 

○（株）電通  米澤 和陽 企画振興部広報県民課 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】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。 

 

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

今年もやります！「２０１７長野の酒メッセ」 

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

東京での開催は１４回目。長野県内の酒造メーカー約６０社の５００種類にのぼる



清酒の試飲・展示や「長野県原産地呼称管理制度」認定酒きき酒会などが行われます。  

先着 1,500 名の皆様には“信州産びん詰なめ茸”もプレゼントしますので、是非こ

の機会に「信州の酒」をお楽しみください。 

日 時：５月１０日（水）１６時～２０時 

会 場：グランドプリンスホテル高輪 地下１階プリンスルーム 

入場料：前売券 2,000 円、当日券 2,500 円 

【長野県酒造組合】http://www.nagano-sake.or.jp/topics/ 

 

≪まるひろ川越店「長野・新潟・群馬物産展」≫ 

昨年大好評だった“まるひろ川越店「長野・新潟・群馬物産展」”が今年も開催さ

れます。 

各県自慢の名産品が勢揃いです！“地域自慢の一品！ご当地弁当特集”では、丸ご

と栗の甘さともち米が絶妙な味わいの“栗おこわ”や日本海の新鮮なネタと豪快な盛

りのよさを楽しめる“大漁めし”などが登場します。 

９日（日）にアルクマが登場しますので、是非お出かけくださいね。 

日程：４月４日（火）～１０日（月）１０時～１９時 ※１０日のみ１７時まで 

会場：まるひろ川越店 ５階催場 

問合せ先：まるひろ川越店（049-224-1111） 

 

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

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 

４月 ９日（日） まるひろ川越店「長野・新潟・群馬物産展」 

（まるひろ川越店 ５階催場） 

【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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【４】信州だより 
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---------------------------------------------------------- 



 信州をまるごと楽しむ！ 歴史・体験・発見・美味の旅！ 

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

☆ さくら祭り ☆ 

≪宇木の古代桜まつり（山ノ内町）≫ 

樹齢数百年にもなる名木・古木を誇る「宇木の古代桜」をお楽しみください。 

日時：４月中旬（土日の２日間開催予定） 

会場：宇木区民会館・隆谷寺 

問合せ先：宇木古代桜ふるさと事業実行委員会 090-4091-7574(代表 青木) 

 

≪光前寺不動滝桜と幻想的な五大ライトアップ（駒ヶ根市）≫ 

しだれ桜などの五大名所“光前寺「不動滝桜」”“三重塔”“古木の鐘楼桜”“杉の山

道”“苔の古道”で、１２０本もの“しだれ桜”を始めとするライトアップをお楽しみ

ください。 

日時：４月７日（金）～３０日（日）１９時～２１時 

会場：光前寺「不動滝桜」、三重塔、古木の鐘楼桜、杉の山道・苔の古道 

【光前寺不動滝桜と幻想的な五大ライトアップ】 

https://www.shinshu-dc.net/event/5048.html 

 

≪信州いいじま桜まつり（飯島町）≫ 

飯島町の春の代表イベントとして定着している「桜まつり」。 

与田切公園では約３００本の桜が見事に咲き誇り桜のトンネルとライトアップで

見るものを魅了します。 

日 時：４月８日（土）１０時～１５時 

    ※ライトアップ：4 月 1 日（土）～16 日（日）17 時 30 分～22 時 

会 場：与田切公園 

【信州いいじま桜まつり】http://iijima-sakura.net/ 

 

≪小川村桜ウィーク（小川村）≫ 

村内にある 7,000 本もの山桜が咲き誇り、真っ白な北アルプスと桜とのコントラス

トは圧巻です。一見と言わず、村内さまざまな場所から二見三見の価値ありです。 

 第 3 回目となる夜桜まつりも開催決定！今年は、長野駅発着のタクシープランもご

用意しました。朝のアルプスは最高ですよ。 

 是非お泊りになって、昼の桜、夜の桜、朝のアルプスと様々な桜のロケーションをお

楽しみください。 

日 時：４月１０日（月)～５月２日（火） 

    ※夜桜まつり：４月２２日（土）～２３日（日）１８時～２１時 

会 場：小川村内一円 



    ※夜桜まつり：立屋・番所の桜周辺 

【小川村桜ウィーク】https://www.shinshu-dc.net/event/5185.html 

 

≪千曲川リバーサイドパーク（小布施町）≫ 

「桜堤（さくらづつみ）」と呼ばれる千曲川堤防沿いは、4 月下旬から 5 月上旬にか

けて、全長４ｋｍ、約 600 本の八重桜「一葉」が咲き誇ります。 

また、その中央に位置する小布施橋のたもとの広場には、桜のほかに赤いハナモモ

や黄色い菜の花のじゅうたんが広がり、遠くは北信五岳が眺望できる大変美しいビュ

ースポットです。是非お出かけください。 

日 時：４月下旬～５月上旬  

※千曲川ふれあい公園花まつり：４月２９日（土・祝） 

会 場：千曲川リバーサイドパーク 

【千曲川リバーサイドパーク】 

http://www.nagano-tabi.net/modules/enjoy/enjoy_105011004.html 

 

☆ 花・庭園・新緑 ☆ 

≪小川村春の花めぐりコース（小川村）≫ 

全長１２ｋｍもの小川村アルプスラインを縦断し“ふるさとの原風景と北アルプス

の大展望”をお楽しみいただくタクシープランがスタートします！ 

 第 1 弾となる「春のコース」は“小川村の花を楽しむ”がテーマです。4 月中旬～5

月初旬の桜の時期には“二反田”や“立屋”といった桜の名所巡り、桜が終る 5 月上

旬～5 月下旬は国有形登録文化財「薬師沢石張水路工」の菜の花やアヤメ、成就地区

のりんごの花などを楽しみます。花の開花にあわせて村内を巡るだけでなく、おやき

作りの体験や、農産物直売所で新鮮野菜のお買いものなど、旬を存分に楽しめる素敵

なコースとなっていますよ。 

日 時：４月１０日（月)～５月３１日（水） 

会 場：小川村アルプスライン ※集合場所 ＪＲ長野駅新幹線改札口前 

入場料：おとな 5,500 円 こども 3,000 円（おやき作り体験、おやき 2 個付） 

要事前申込：開催日の５日前締切 

問合せ先：小川村観光協会 026-269-2323 

 

≪奥裾花自然園（長野市）≫ 

日本一といわれる水芭蕉の群生地「奥裾花自然園」。なんと！81 万本の水芭蕉が雪

解け水の中で咲き誇ります。園内には樹齢数百年のブナの原生林が広がり、初夏から

は可憐な高山植物もご覧いただけます。豊かな自然の中で散策をお楽しみください。 

日 時：４月２９日（土・祝)～１０月３１日（火）８時３０分～１７時(予定) 

    ※道路橋梁修繕工事のため、７月から９月まで通行制限予定 



会 場：長野市鬼無里 奥裾花自然園 

入場料：中学生以上４１０円(６月１日以降は２００円) 

内 容：○奥裾花自然園開園・安全祈願祭 4 月 29 日(土・祝)(予定) 

○巨木の根開きと残雪ウォーク 4 月 30 日(日)(予定) 

○水芭蕉まつり 5 月 13 日(土)(予定) 

○水芭蕉とブナの新緑ウォーク 5 月 14 日(日)(予定) 

【奥裾花自然園】http://kinasa.jp/okususobana/ 

 

≪信州須坂オープンガーデン（須坂市）≫ 

オープンガーデンが盛んな町としてガーデニング専門誌にもたびたび紹介されて

いる須坂市では、４４ヶ所ものご家庭の庭園を無料でご覧いただけます。 

市街地と峰の原高原地区とでは標高差１,000m 以上あるため、花の種類や咲く時期

が異なり、それぞれに特色ある植栽がお楽しみいただけます。また、歴史ある日本庭

園や、DIY を駆使した手作り感あふれるお庭、流行のナチュラルガーデンなど、個性

的で魅力ある庭園が勢ぞろいで、リピーターが多いのも自慢です。 

年月と共に育ち、磨かれてきた美しいお庭の数々を、ぜひゆっくりとご覧ください。 

日 時：４月１日（土)～１０月３１日（火）９時～１７時 

 ※峰の原地区は６月～９月 

会 場：市内各庭園（庭主の都合により、開催時期や時間に制限あり） 

【信州須坂オープンガーデン】 

http://www.city.suzaka.nagano.jp/enjoy/kankou/hana/open/ 

 

≪SPRING FESTA 2017（安曇野市）≫ 

春爛漫！色とりどりの 20 万本のチューリップが花を咲かせ、300 匹の鯉のぼりが北

アルプスの風に吹かれて泳ぎます！ 

また 500 万本の菜の花も咲き誇ります。アルプスのふもと安曇野は、スケールが大

きいですね。 

花の咲く季節に合わせて、アクティビティやワークショップなどさまざまなイベン

トを開催します。是非お出かけください！！ 

日 時：４月２２日（土)～５月２１日（日）９時３０分～１７時 

会 場：国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区 

入場料：大人 410 円 65 歳以上 210 円 小中学生 80 円 幼児無料 

 ※駐車場 1000 台無料 

【SPRING FESTA 2017】 

http://www.azumino-koen.jp/horigane_hotaka/index.php 

 

≪軽井沢若葉まつり（軽井沢町）≫ 



昭和４３年より毎年恒例となった『軽井沢若葉まつり』。ＧＷには「緑化木プレゼ

ント」「野鳥観察の集い」「春の乗馬体験」「渓流釣り」などの企画を予定しております。 

 また、「ハーフマラソン」「テニス」「サイクリング」「クラシックカーイベント」な

どのスポーツイベントも予定され、多彩な催しで新緑の軽井沢を満喫することができ

ます。 

日 時：４月２９日（土・祝)～６月上旬 

会 場：町内各所 

入場料：イベントにより有料のものもあり 

内 容：○４月２９日（土・祝）「緑化木無償配布・実費即売会」 

 ・配布は、先着 1,000 名 

○５月３日（水・祝） 「野鳥観察の集い（予約制）」 

     ・春の乗馬体験、渓流釣りの集い        

○５月２１日（日）  「軽井沢ハーフマラソン 2017」（雨天決行） 

     ・問合わせ先：軽井沢ハーフマラソン大会事務局 

           （信濃毎日新聞社事業部内）☎026-236-3371 

            大会ＨＰ：http://karuizawa-marathon.com/ 

問合せ先：軽井沢町観光経済課（0267-45-8579） 

 

≪善光寺花回廊～ながの花フェスタ 2017～（長野市）≫ 

16 回目を数える善光寺花回廊の今年のテーマは「花めぐり旅～春爛漫の門前へ～」。 

 花キャンバスやタペストリーガーデンなど、色鮮やかな花の絨毯が善光寺表参道を

彩ります。 

 またハンギングバスケットやコンテナガーデンも随所に施され、まさに花の回廊で

す。花いっぱいの善光寺表参道へお越しください。 

日 時：５月３日（水・祝)～５日（金・祝） 

 ※３日午前中は製作中のため展示は午後からとなります 

会 場：長野市 中央通り、権堂アーケード及びごん堂広場、ながの東急前ほか 

【善光寺花回廊】http://www.nagano-saijiki.jp/hanakairou/ 

 

○ 祭り ○ 

≪第 55 回佐久鯉まつり（佐久市）≫ 

 名産佐久鯉の振興と子ども達の健やかな成長を願ったまつりです。 

 ５月３日（水・祝）より市内各所でスポーツイベントが行われ、４日（木・祝）に

開催される「佐久鯉マラソン大会」は親子で参加することができる「ファミリーの部」

が人気です。 

メインとなる５日（金・祝）は「千曲川スポーツ交流広場」で佐久バルーンフェス

ティバルが併催されるとともに、「鯉拝領の儀・鯉車巡行」や「佐久鯉つかみ取り体験」、



「鯉こくの無料サービス」、「全長３９.５１ｍ巨大鯉のぼりの展示」など鯉に関連した

催しが行われます。 

 本年は第５５回の開催を記念して、「鯉拝領の儀・鯉車巡行」の際に上田甲冑隊も登

場予定です。今年のゴールデンウィークは佐久で楽しんでみませんか！ 

日 時：５月３日（水・祝）～５日（金・祝） 

会 場：千曲川スポーツ交流広場 佐久駒場公園 ほか 

入場料：無料（一部有料イベントあり） 

【第 55 回佐久鯉まつり】http://www.sakukankou.jp/event/sakukoi/ 

 

△ 除雪開通式 △ 

≪志賀草津高原ルート 除雪開通式（山ノ内町）≫ 

 日本国道最高地点として知られる長野県と群馬県堺の渋峠を通過する国道２９２号

志賀草津高原ルートが、冬期間通行止めからいよいよ開通オープンです！ 

当日は志賀高原の陽坂ゲートで交通安全祈願式やテープカットなどのセレモニー

を行うほか、ミス志賀高原から先着１０名様に記念品を贈呈します。 

道路サイドにそそり立つ雪の壁と遠くアルプスの峰々を仰ぎ、北信州の遅い春を実

感するドライブを楽しんでみてはいかがでしょうか。 

日時：４月２１日（金）１０時～ ※当日は１０時開通で１７時まで通行可 

会場：志賀高原 横手山地区陽坂ゲート（山ノ内町） 

【志賀草津高原ルート 除雪開通式】 

http://www.nagano-tabi.net/modules/event/?event_id=0000000429 

 

≪立山黒部アルペンルート開通式（大町市）≫ 

 立山黒部アルペンルートは北アルプスを貫いて富山県と長野県を結ぶ国際的山岳ル

ートです。 

 冬の間閉ざされていた豪雪地帯の同ルート、今年は4月15日に全線開通となります。 

 高さ２０ｍにも及ぶ室堂「雪の大谷」や春まだ浅い黒部ダムなど、雄大な景色を体

感できるアルペンルートに今年も大勢のお客様をお迎えできるよう、全線開通を祝し

て信濃大町駅にて開通式を行います。 

日時：４月１５日（土) ７時４５分～ 

会場：ＪＲ信濃大町駅前 

【立山黒部アルペンルート】http://www.alpen-route.com/ 

 

○ 山開き ○ 

≪浅間山開き（小諸市）≫ 

 日本百名山「浅間山」は、安山岩質の複合火山で標高 2,568ｍ。 

 登山コースは、天狗温泉から入山する「火山館コース」と高峰高原車坂峠から入山



する「黒斑（くろふ）コース」の 2 コースがあり、様々な景色をお楽しみいただけま

す。 

 本格的な登山シーズンを告げる「浅間山開き」は、山の平穏と登山者の安全を祈願

し、参加者全員で記念登山を行います。  

日 時：５月７日（日) 受付：８時（事前申込み不要） 

※登山所要時間 片道約 3 時間 40 分 、往復約 6 時間 

会 場：浅間山登山口（天狗温泉 浅間山荘前） 

【浅間山開き】 

http://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=539 

 

△ ウォーキング・トレッキング・サイクルイベント △ 

≪陸郷山桜トレッキング（池田町）≫ 

 カメラマンの人気スポットでもあり「西の吉野、東の陸郷（りくごう）」と言われる

池田町の“陸郷山桜”。 

 地元ボランティアガイドが、見渡す限り桜色に囲まれた“陸郷山桜の夢の里エリア”

やピンク色に染まる“山腹鑑賞 桜仙峡エリア”をご案内します。 

昼食は地元産こしひかりのおにぎりと特製味噌、豚汁をお召し上がりいただけます

よ。 

日 時：４月１５日（土） 

受付：８時～８時３０分、出発：９時、終了予定：１４時 

会 場：東山夢の郷コミュニティーセンター集合 

入場料：一般 1,200 円、高校生以下 700 円 

定 員：180 名 

要事前申込：４月７日（金）締切 ※定員に達し次第締め切り 

【陸郷山桜トレッキング】http://www.ikeda-kanko.jp/index.html 

 

≪木曽町開田高原ヘルスツーリズム（木曽町）≫ 

 「標高 1,100ｍ×運動×休養×スローフード」をテーマにココロとカラダが元気に

なる健康保養の旅をご提供！ 

木曽ヘルスツアーガイドがウォーキングやサイクリングを健康的に楽しくご案内

します。このツアーでしか食べられない地元の食材を詰めた特製の開田高原旬彩弁当

もおススメですよ。 

日 程：①月例「木曽馬と歩く健康ウォーキング」+one 

５月６日（土)～１２月３日（日）毎週第一土日 ・９時～１４時 

②開田高原Ｓｔａｙ＆Walk 春の特別企画“山菜採り+健康ウォーキング” 

第 1 回 5 月 15 日（月）～16 日（火） 

 第２回 5 月 20 日（土）～21 日（日） 



集 合：木曽おんたけ健康ラボ（開田高原観光案内所近く） 

参加費：①月例：4,000 円  ②Ｓｔａｙ＆Walk：7,000 円 ※別途宿泊代 

定 員：①２０名、②各１５名 

要事前申込：定員に達し次第締め切り 

【木曽町開田高原ヘルスツーリズム】http://ontakelabo.jp/ 

 

≪千曲川リバーサイドフラワーウォーク（須坂市）≫ 

 千曲川河川敷には約 8,000 本の桃の木に鮮やかなピンク色の花が咲き揃います。 

 リンゴの白い花や黄色い菜の花などが咲き、天気がよければ遠くに北信濃の山々を

望むことができます。 

 満開の花に囲まれた畑道を地元ガイドがご案内します。 

日 程：４月２９日（土・祝）９時～１４時（集合 8 時 45 分） 

集合場所：集合場所＝長野電鉄村山駅 歩く場所＝須坂市内・小布施町 

参加費：２，０００円（昼食代含） 

定 員：４０名 

事前申込期限：４月２６日（水） 

【千曲川リバーサイドフラワーウォーク】 

http://www.suzaka-kankokyokai.jp/event/11.html 

 

≪グランフォンドＫＯＭＯＲＯ2017（小諸市）≫ 

 「グランフォンド小諸」初開催！ 

キャラクターサイクルウェアを着て浅間山を走ろう！ 

 アニメ・コミックス・キャラクターファンのためのガチ！？サイクルイベント！！ 

注）グランフォンド：自転車で長距離を走るという意味。一般的には山岳コースをメ

インとした長距離系ロングライドイベントのことを指します。 

日 程：５月１４日（日）６時３０分～１７時（前日祭 ５月１３日（土）） 

会 場：小諸エコビレッジ（スタート・ゴール） 長野県小諸市甲 4701 

    ※小諸を起点に浅間山麓を 1 周します（113.4km） 

参加費：一般：10,000 円 キャラクターオプション：各 5,000 円 

参加資格：中学生以上。但し中学生は、保護者の同意が必要 

定 員：３５０名 

受付期間：２月２１日（火）～４月２４日（月） 

【グランフォンドＫＯＭＯＲＯ2017】https://www.gfkomoro.com/gaiyou 

 

≪第 13 回 サイクリング・フェスティバルあさま“車坂峠ヒルクライム”（小諸市）≫ 

 日本のラルプ・デュエズ（「ツールドフランス」の中でも最大の難関といわれる急坂）

とも言われている小諸の急坂「車坂峠」のヒルクライムに挑戦してみませんか？ 



 標高差 1,000m、距離 12 ㎞、斜度 8%を自転車でのぼります。「レースの部」のほか、

サイクリングを楽しむ「エンジョイの部」への参加も大歓迎です。 

 レースのあとには、楽しいランチパーティーが待っていますよ。 

日 程：５月２１日（日) ８時４０分～１４時３０分 

会 場：車坂峠（チェリーパークライン）≪集合・受付場所：信州青少年の家≫ 

参加費：一般 6,000 円、学生（大学生は一般）4,000 円 

    ※ランチパーティー食事券付き 

定 員：７００名 

要事前申込：５月８日（月）締切 

【車坂峠ヒルクライム】http://asama-sports.org/ 

 

≪第 38 回 塩の道まつり（小谷村・白馬村・大町市）≫ 

 「塩の道まつり」は、例年ゴールデンウィークに北は小谷村から白馬村を経由して、

南は大町市までを結んで行われる春の北アルプス山麓のウォーキングイベントです。 

 北アルプスの残雪など素晴らしい景色を楽しみながら、塩の道を歩くこの祭りに参

加してみませんか。往時を偲んだ昔の旅姿をしてみたり、ウォーキングを楽しんだり、

写真を撮ったりと、思い思いの楽しみ方をお試しください。 

 この春は、ぜひ「北アルプス山麓 大町・白馬・小谷」へお越しください。 

日時・会場：○小谷村 ５月３日（水・祝） ９時１０分出発（受付８時～） 

○白馬村 ５月４日（木・祝） ９時１０分出発（受付８時～） 

      ○大町市 ５月５日（金・祝）湖畔道中（受付８時～８時４０分）   

山麓道中（集合７時４５分～８時） 

参加料：無料 

コース：○小谷村 千国コース 約 9 ㎞、受付場所：下里瀬基幹センター 

○白馬村 歴史の道コース 約 10.5 ㎞、 

受付場所：白馬クロスカントリー競技場 

○大町市 湖畔道中 約 10.5 ㎞、山麓道中 約 10 ㎞、 

受付場所：JR 信濃大町駅前 

※大町市の山麓道中は事前申込制（定員 100 名） 

【第 38 回 塩の道まつり】 

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

000377 

 

△ 農業体験 △ 

≪信州なかがわファームサポート（中川村）≫ 

 「自然の中で農作業をしてみたい」方を募集中！ 

「農繁期の農家の手助けをしたい」という方で、3 泊 4 日で農家に滞在し指導を受



けながら、ボランティアで参加していただける力強い助っ人を募集しています。 

 魅力あふれる農家と寝食を共にしながら農業の大変さ、作る楽しみを語りながら、 

一緒に気持ちのいい汗を流し心のリフレッシュをして見ませんか。 

日時：４月～１２月 随時受付：８時３０分～１７時１５分 

会場：中川村内 各受入農家 

（サポーターの希望と農家との調整後決定します） 

内容：○応募資格：16 才以上 70 才くらいまでの健康な方 

○滞在期間：3 泊 4 日が基本 

○経  費：往復の交通費は参加者の自己負担。宿泊場所と食事を提供。 

○作業内容：米、果樹（りんご、梨、梅、もも、梨、柿など）の作業 

【信州なかがわファームサポート】 

http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/index.php?f=&ci=10298&i=10606 

 

△ バルーンフェスティバル △ 

≪佐久バルーンフェスティバル 2017（佐久市）≫ 

 ＧＷの風物詩として定着している佐久の一大イベント「佐久バルーンフェスティバ

ル」は今年で２５回を数えます。熱気球ホンダグランプリの第２戦として競技が行わ

れ、佐久の空を色とりどりの熱気球約４０機がうめつくします。 

今年は「子供たちに感動を！」をテーマに熱気球係留体験や親子で楽しめるイベン

トを多数用意します。 

 ４日の１９時から行われる「バルーンイリュ－ジョン」ではバーナーに照らしださ

れた熱気球が音楽に合わせて点灯し、花火とコラボレーションする人気のイベントで

す。更に本年は２５周年を記念し、スケールアップした「記念祝賀花火」を打ち上げ

るなど、例年以上にイベントを盛り上げます。 

日 時：５月３日（水・祝）～５日（金・祝） 

会 場：千曲川スポーツ交流広場 

入場料：無料（一部有料イベントあり） 

【佐久バルーンフェスティバル 2017】http://www.saku-balloon.jp/01scheme.html 

 

※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/ 

【花だより】http://www.nagano-tabi.net/modules/season/hanadayori.html 

【さくらだより】http://www.nagano-tabi.net/modules/season/sakuradayori.html 
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【５】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 
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◇ショップ（１階）◇ 



【今月のおすすめ】 

・「長野県内全市町村をかたどる木製ピースとコレクションボード」 

4 月販売開始予定 

長野県を構成する個性豊かな 77 の市町村。この 77 すべての市町村をかたどった木

製ピースをパズルのようにはめ込むと、77 市町村が一つとなって長野県が完成します。 

木製ピースは長野県産のヒノキやスギの間伐材を使っており、それぞれの木目や風合

いが異なるため、完成した「長野県」の仕上がりも全て異なり、世界で一つのオリジ

ナルが完成します。 

各市町村のピースはアクリル製のはがきか、名刺より一回り大きいアクリル製カー

ドにはめ込んで販売し、1 個 400 円～600 円程度で販売する予定、ピースを集めて長野

県を形作るコレクションボードは、1 枚 15,000 円程度を予定しています。 

これまでありそうでなかった商品！訪れた市町村などを一つひとつ集めるのもよ

し、完成版をインテリアとするのもよし、アイデア次第でいろいろな使い方が楽しめ

ます。 

商品の詳細は決定次第、ホームページなどでお知らせしますので、ご期待ください。 

 

【今月のおすすめ地酒】 

桜も咲き、いよいよ春本番です。 

長野の酒蔵も次々に甑（こしき）倒しを迎え、蔵開放などのイベントも増えてきま

した。今回は春のご贈答にもピッタリの商品をご紹介します。 

注）甑倒し：お酒の寒造りのシーズンが終了を迎えること。 

 

・「茜さす 美山錦 純米大吟醸」 土屋酒造店（佐久市） 720ml 3,000 円（税別） 

契約栽培米にいち早く取り組み、地元の農業も支えている酒蔵。このお酒のお米も

地元五郎兵衛水田にて農薬無散布で栽培された美山錦を使用して純米大吟醸を醸しま

した。フルーティーな香りと柔らかな口当たりが多くの方に好まれ、すぐに完売して

しまう商品。 

赤い素敵な箱入りでちょっとした贈り物にも最適です。 

 

・「神渡 純米大吟醸 金紋錦」 豊島屋（岡谷市） 720ml 3,200 円（税別） 

香りのよいお酒・飲み飽きしないお酒を醸す酒蔵、豊島屋。 

その最高級品となるのがこのお酒です。木島平の金紋錦を使用し、ふくらみのある

香りと上品で繊細な味わいをお楽しみいただけます。 

パッケージも諏訪湖の波と岡谷市のツツジをモチーフにし、ゴールドの色彩をメイ

ンにした洗練されたデザインで、どんな方にお送りしても喜ばれる逸品です。 

 

【今月のおすすめワイン】 



・「井筒ワイン ソーヴィニオン・ブラン 2016」 1,957 円（税別） 

信州塩尻で栽培収穫した良質のソーヴィニオン・ブラン種を醸造。若草や青林檎、ラ

イムなどを思わせる硬質で清々しい果実味に、酸の切れ味鋭いと評価される辛口の白

ワインです。 

季節は春本番。冬の体から春の体へとスムーズに移行させるため「春には苦みを盛

れ」といわれますが、フキノトウやこごみ、タラの芽といった山菜の季節を迎えます。

あの山菜特有の苦みがたまらないといった方も多いと思いますが、このワインは、ま

さにあの苦みにピッタリ！のワインです。 

山の恵みに感謝しつつ、苦みたっぷりの春の味覚とともにお楽しみください。 

 

◇イベントスペース（２階）◇ 

・「『すわのね出張工房』Presents オルゴールづくり体験」4 月 7 日（金） 

13:00～14:00／14:30～15:30／16:00～17：00 料金：3,000 円 ※予約制 

デジタル音源全盛の今なお、その温もりある優しい音色で人々の心を癒し続けるオ

ルゴールの調べ。このぜんまい仕掛けの精密機械は、戦後から現在まで信州・諏訪の

地で大きな発展を遂げ、その芸術的なまでに精緻な技術は、長野県のものづくりを代

表する一つです。 

 今回のイベントでは、通常、現地でしか体験のできないオルゴールの製作をお楽し

みいただくとともに、同じく諏訪市において、食を通して信州の健やかな暮らしを発

信する「くらすわ」の軽食もご賞味いただきます。 

 春の午後のひととき、自らが製作した世界でひとつだけのオルゴールの音色に耳を

傾けながら、信州が育んだものづくりの世界に思いを馳せてみませんか。 

 

・「木祖村物産展」（木祖村地域おこし協力隊募集説明会と同時開催） 

  4 月 16 日（日）12:00～16:00  

木祖村薮原に古くから伝わる伝統工芸「お六櫛」。お六櫛の材料として使われるの

は木祖の豊かな自然が長い年月をかけて育んだ稀少な「みねばり」の木です。みねば

りは成長がとても遅く、１ミリ太るのに３年かかると言われています。 それだけに目

の詰まった木質となり、斧が折れるほど堅いことから、精緻な梳き櫛の材料として、

他のどんな木材よりも優れているといわれており、ここから手作りの道具を使い職人

が１つ１つ精緻な手仕事で仕上げていきます。 

当日は、お六櫛職人の逸見英隆さんによるお六櫛製作の実演と販売とともに、木祖

村の特産品販売も行いますので、この貴重な機会を是非、お見逃しなく！ 

 ※お六櫛の実演スケジュール 12:00～13:00／13:30～14：30／15:00～16:00 

 

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/ 
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【６】信州スポーツ情報 
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---------------------------------- 

 先月の信州スポーツ情報（結果） 

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

≪御嶽海三役勝越し！≫ 

 大相撲春場所で、東小結の御嶽海（上松町出身）が９勝６敗と勝ち越しました。三

役２場所目となった今場所は、横綱、大関には敗れたものの、下位に取りこぼすこと

なく勝ち星を積み重ねました。関脇が全員勝ち越したため、来場所の関脇昇進は難し

いとの見方もありますが、更なる活躍に期待大です！ 

 

≪頑張れ！Ｊ２松本山雅ＦＣ≫ 

 第５節まで終了 ２勝１分２敗 ＜２２チーム中１０位＞ 

 前節は前半を１－０でリードしながら、まさかの２オウンゴールで逆転負けを喫し

てしまい、ホームでの連勝はなりませんでしたが、今シーズンの山雅の観客動員数は

平均１万５千人余で、Ｊ１から陥落した名古屋グランパスに次いで２位と、サポータ

ーの熱気はますます高まっています。熱いサポータの後押しで、勝ち点３をつかみ取

ってほしいですね。 

【松本山雅ＦＣ】http://www.yamaga-fc.com/ 

 

≪Ｊ３今シーズン開幕！ スタートダッシュだ！ ＡＣ長野パルセイロ≫ 

 第３節まで終了 ２勝０分１敗 ＜１７チーム中５位＞ 

 パルセイロのＪ２昇格に向けた今シーズンの戦いが３月１２日にスタートしました。

開幕２連勝と好調な滑り出しを見せましたが、第３節では惜しくも黒星。次節では得

点力をアップして、再スタートダッシュだ！！ 

【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/ 

 

≪なでしこリーグ１部開幕！ 頑張れ！ＡＣ長野パルセイロ・レディース≫ 

 第１節終了 １勝０分０敗 ＜１０チーム中４位＞ 

 なでしこリーグ１部のＡＣ長野パルセイロレディースは、今シーズン初戦の浦和戦

をＧＫ望月の好セーブとなでしこジャパン横山の活躍により１－０で勝利しました。

得失点差で４位となっていますが、勝ち点３で４チームが並んでいます。なでしこ１

部２シーズン目の目標である３位以内の獲得目指して、皆さんの熱い応援をお願いし



ます。 

【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/ 

 

≪どうした！信州ブレイブウォリアーズ≫ 

2016－2017 シーズン第２４節まで終了 １１勝３７敗<Ｂ２中地区６チーム中６位> 

 なんと今季２度目の９連敗となったブレイブウォリアーズ。２６日は１位の西宮ス

トークスに６２－９４の大敗を喫してしまいました。今シーズンのプレーオフは既に

消滅しているものの、ブースターの応援を力にして勝利をつかみ取ってほしいですね。 

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

 

≪勝つぞ！信濃グランセローズ≫ 

 今年もＢＣリーグのシーズンがやってきました。信濃グランセローズは４月８日（土）

に敵地金沢で石川ミリオンスターズとの初戦をむかえます。昨季完全優勝の強敵を倒

して流れをつかみ、１１年目の初優勝つかみとりましょう。 

【信濃グランセローズ】http://www.grandserows.co.jp/ 
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【編集後記】 
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 春は別れと出会いの季節ですね。 

 東京事務所でも６名のメンバーが長野へ戻り、４月から新しいメンバーを迎えるこ

とになりました。 

この１年間信州通信をお届けしてきた私も、寂しくも３年間の東京生活を終えるこ

とになりました。信州通信では信州と東京の“架け橋”となれますように、信州を身

近に、そして懐かしく感じていただけるよう旬の情報をお届けして参りましたがお楽

しみいただけましたでしょうか。皆様に信州をいつもかけがえのないものとして感じ

ていただけましたら幸いです。 

この１年間信州通信をご愛読いただきました皆様、そして東京在勤中に笑顔で支え

ていただきました皆様、本当にありがとうとうございました。 

４月以降も“信州通信”で盛りだくさんの旬の信州情報をお届けいたしますので引

き続きご愛読いただきますようにお願い致します。 

 

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

長野県は「地消地産」の取り組みを推進しています。 

▽△▽ 地消 ∞ 地産 ▽△▽ 

地域で消費されるものは、地域で生産 

☆信州農畜産物の活用拡大 



☆信州の木自給圏の構築 

     ☆エネルギー自立地域の確立 

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

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

★ 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 

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


