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 長野県東京事務所メールマガジン「信州通信」７月号 令和３年７月１日配信 

～ 夏河を越す うれしさよ 手に草履 ～ 

 

〇◆…◆〇◆…◆〇◆…◆〇◆…◆〇◆…◆〇◆…◆〇◆…◆〇◆…◆〇◆…◆〇◆… 

 

盛夏の候、みなさまいかがお過ごしでしょうか。 

 首都圏では４月末から続いていた緊急事態宣言が６月 20日に解除され、21日からまん延

防止等重点措置の適用に移行しました。そして今日から７月に入り、23 日からはいよいよ

東京オリンピックを迎えることになります。今月号は信州スポーツ情報のコーナーで信州

ゆかりの東京オリンピック出場内定選手を紹介しておりますのでぜひご覧ください！ 

 

 梅雨の蒸し暑さから気をそらせられるような「癒し」と「わくわく感」を今月もお届けで

きれば幸いです。それでは信州通信７月号をお楽しみください。 

 

≪∵≫人≪∵≫人≪∵≫人≪∵≫人≪∵≫人≪∵≫ 

本 日 の メ ニ ュ ー 

≪∵≫人≪∵≫人≪∵≫人≪∵≫人≪∵≫人≪∵≫ 

 

【１】 長野県からのお知らせ 

・千曲市 生食あんず「ハーコット」「杏月」の数量限定販売を開催します！ 

・長野市東京事務所 「ご当地アンテナショップラリー」が始まります 

・中小企業振興センター 長野県ソーシャル・ビジネス創業支援金の公募について 

【２】 銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 

・店舗営業時間変更のお知らせ 

・ショップ（１階）ニュース 

・オンラインセミナーのご案内 

・銀座ＮＡＧＡＮＯ公式 YouTubeチャンネルのご紹介 

【３】 信州スポーツ情報        

・【いよいよ東京オリンピック開催】信州ゆかりの出場内定選手をご紹介します！ 

・御嶽海関情報【７月場所番付】 

・信州ゆかりのプロスポーツ情報  

 

※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 

 

□∞□□□∞□∞□□□∞□∞□□□∞□∞□□□∞□∞□□□∞□∞□□□∞□∞□□ 

【「日本一のあんずの里」千曲市からのおしらせ】～～新宿高野へ急げ～～  

生食あんず「ハーコット」「杏月」の数量限定販売を７月２日から開催します！ 

□□□∞□∞□□□∞□∞□□□∞□∞□□□∞□∞□□□∞□∞□□□∞□□□∞□∞ 

あまり県外に出回らない生食あんず「ハーコット」と、ハーコットの中でも大きさ・甘さ

が厳選されたまさにプレミアムなあんず「プレミアムハーコット・杏月（きょうづき）」を

首都圏でもお楽しみいただけます！ 

生食用のあんずはもともと日持ちがしないため一部でしか出回っていなかったのですが、

産学官の共同研究で鮮度を 10日程度長持ちさせることに成功し、首都圏へ出荷が可能とな

りました。ピンクとオレンジが合わさった優しい色、食べ応えある果肉とみずみずしくいき

わたる甘み。そんな生食用あんず「ハーコット」を、首都圏の皆さまに味わっていただける

販売会が新宿のフルーツの名店「新宿高野」で催されます。 

また長野県アンテナショップ「銀座ＮＡＧＡＮＯ」でも、「杏月」「ハーコット」のほか「信

州大実」という品種のあんずを数量限定で販売いたします。 

古来より薬としても珍重され、健康への効能も大きいあんずですが、なによりジューシー

で豊富な甘みをもつ生食の魅力にもこの機会にふれてみてはいかがでしょうか？？ 

新型コロナウイルスへの感染防止対策を徹底して、みなさまのご来店を心よりお待ちし

ております（＾＾） 

 

≪新宿高野イベントスケジュール≫ 

 （住所）〒160-0022 東京都新宿区新宿３-26-11  

 （電話番号）0120-262-084（サービス係）受付時間 10：00～17：00 

・杏月販売 B２特設売り場 （７月２日（金）～４日（日））  

 ・あんずスイーツ販売(ハーコットのタルト・パッフェ)  B2フロア 

  (７月２日(金)～ ※タルトは５日(月)まで。パッフェは材料がなくなり次第終了。)  

 ・旅するフルーツ～長野県千曲市産ハーコット（杏）～(要予約) ５Fフルーツパーラー 

  (７月５日(月) 10：30～12：30/17：00～19：00) 

≪銀座ＮＡＧＡＮＯ販売スケジュール≫ 

 （期間）7月２日（金）～４日（日） （営業時間）10：30～17：00 

 （住所）〒104-0061東京都中央区銀座５－６－５NOCOビル１階（ショップスペース） 

（電話番号）03-6274-6018 



 

【上記イベント以外に関する問い合わせ】 

 千曲市農林課生産振興係 TEL：026-273-1111（代表） 内線 3284 

 https://www.city.chikuma.lg.jp/docs/2019052800030/  

 

●●●〇●●〇●●〇●〇●●〇●●●〇●●〇●●〇●〇●●〇●●●〇●●〇 

 銀座ＮＡＧＡＮＯも参加！東京に事務所を構える中核市の関連アンテナショップを 

めぐる「ご当地アンテナショップラリー」が７月１日から始まります～ 

●●●〇●●〇●●〇●〇●●〇●●●〇●●〇●●〇●〇●●〇●●●〇●●〇 

東京に事務所を構える中核市で構成する中核市東京事務所長会では「ご当地アンテナシ

ョップラリー」を開催します。関連する都内の 22のアンテナショップにお立ち寄りいただ

き、そこに配置してある応募用シールを８枚集め、応募はがきに貼って郵送で応募すると、

抽選で全国のご当地の逸品が当たりますよ～（＾＾） 

≪特賞≫    全 26市の逸品詰め合わせ   ２名様 

≪ブロック賞≫ 各ブロックの逸品詰め合わせ ８名様 

  

 ちなみに、われらが長野県からは長野市東京事務所が該当することから、関連アンテナシ

ョップとして銀座ＮＡＧＡＮＯも参加しています。応募はがきがついているガイドブック

も銀座ＮＡＧＡＮＯで手に入りますのでお求めください！ 

緊急事態宣言が明け少し世の中も動き始めたところですが、遠方への旅行は難しい・・・

という方や近場でいろんな地域の商品をぐるっと見てまわりたい、という方には特におす

すめです。 

この機会に、銀座ＮＡＧＡＮＯだけでなく今までいったことのなかったアンテナショッ

プにも足を運んでいただき、全国各地の地域の魅力を味わってみてはいかがでしょうか？ 

 

【期間】7月 1日（木）～7月 18日（日） 

【場所】銀座ＮＡＧＡＮＯ 

〒104-0061東京都中央区銀座５－６－５NOCOビル２階（観光案内） 

TEL：03-6274-6015 

※その他参加中核市関連のアンテナショップは設置のガイドブックに掲載してございます。 

【問い合わせ先】長野市東京事務所 TEL：03-6256-8223 Email：tokyo-j@city.nagano.lg.jp 

（千代田区平河町 2-6-3都道府県会館 12階 長野県東京事務所内） 

        

 

 

 

https://www.city.chikuma.lg.jp/docs/2019052800030/


▽▲▼▲▽▲▼▲▽▲▼▲▽▲▼▲▽▲▼▲▽▲▼▲▽▲▼▲▽▲▼▲▽▲▼▲▽▼▲ 

  （公益財団法人）長野県中小企業振興センターからのお知らせ 

      ～長野県ソーシャル・ビジネス創業支援金の公募について～ 

△▼▲▼△▼▲▼△▼▲▼△▼▲▼△▼▲▼△▼▲▼△▼▲▼△▼▲▼△▼▲▼△▼▲ 

長野県では、地域の課題をビジネスの手法で解決するソーシャル・イノベーションによる

創業を促進するため、創業に要する経費を助成する「ソーシャル・ビジネス創業支援金」に

よる支援を行っております。 

創業の計画やご興味のある方はぜひ下記 HPにアクセスしてみてくださいね！ 

 

【募集対象】以下の２つの条件をすべて満たす方が対象者となります。 

（１） 令和３年５月 17日から令和４年１月 31日までに、以下のいずれかに該当する方 

①個人事業の開業届の提出もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企

業組合、協業組合、NPO法人等の設立を行う方 

②「Society5.0」関連業種で事業承継を行う方 

③「Society5.0」関連業種で第二創業を行う方 

（２）長野県に居住、又は令和４年 1月 31日までに居住を予定している方 

【応募期間】５月 17日（月）から８月 10日（火）まで 

【応募方法】書類をダウンロードし、事務局に持参または郵送 

その他、対象事業などの詳細は長野県中小企業振興センターのホームページをご覧いた

だくか下記番号までお問合せいただいたうえで確認願います。 

https://www.icon-nagano.or.jp/cms/modules/contents/page/sbf-3-1-1 

(公財)長野県中小企業振興センター経営支援部 

 所在地：〒380-0928 長野市若里 1-18-1長野県工業技術総合センター3階 

 電話：026-227-5028  E-mail：keieisien＠icon-nagano.or.jp 

 

 

【２】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース   

 

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

◇店舗営業時間変更のお知らせ◇ 

 ６月 21日（月）から東京都が緊急事態宣言の実施区域からまん延防止等重点措置の実施

区域に移行されたことから、銀座ＮＡＧＡＮＯの営業時間を変更しています。 

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

  営業時間：午前 10時 30分から午後７時まで 

  ※酒類提供のバルコーナーは、引き続き休業させていただきます。 

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

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

りますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

https://www.icon-nagano.or.jp/cms/modules/contents/page/sbf-3-1-1


◇ショップ（１階）ニュース◇ 

 /／ 

★ 信州フルーツリレー ――――――― 

  四季を通してさまざまなフルーツが実る長野県。 

７月上旬のあんずを皮切りに、ブルーベリー、プルーン、ワッサーなど、銀座ＮＡＧＡ

ＮＯでも季節のフルーツが順次ラインアップ。 

長野県の新鮮なフルーツを、季節の移ろいとともにお楽しみください。 

 

 /／ 

★ レモンケーキ大集合〔７月中旬～〕 ――――――― 

  爽やかで甘酸っぱい味わいが暑い夏にぴったりのレモンケーキ。 

  "コロン"とした見た目やかわいいパッケージも魅力。 

  銀座ＮＡＧＡＮＯにも、各メーカーから入荷予定です。 

   ○信州檸檬ケーキ〔（有）御菓子処花岡〕 194円 

   ○レモンケーキ 〔（株）マサムラ〕   194円 

   ○ハートのレモンケーキ〔紅谷洋菓子舗〕243円 

   ○メイヤーレモンケーキ〔（株）菓匠 Shimizu〕356円 

   ○安曇野レモン 〔（有）STERN〕 248円 

   ○レモンケーキ 〔（有）大平堂〕195円 

※価格は税込み表示です。 

 /／ 

★ 銀座ＮＡＧＡＮＯの地球にやさしい商品 ――――――― 

  プラスチックやゴミを減らす、地球にやさしい商品を３点ピックアップ。 

  日常にエコなアイテムを取り入れてみませんか。 

   ○Azumino Mineral Water １L 194円 

    安曇野市で採水した軟水を、紙容器に。お飲み頂いた後は、たたんでゴミ容積を減

らせます。 

   ○みつろうらっぷ Ｓサイズ 990円 Ｍサイズ 1,430円 

    信州・南木曽の里山で藍染めした綿生地を蜜蝋ワックスでコーティング。繰り返し

使える天然素材のエコラップです。 

   ○麦すとろー ６本入 242円 

    松本市のアルプスを一望できる畑の麦で作られた、プラスチックを使っていない、

土に戻すことができるストロー。洗ってしっかり乾燥させれば、繰り返し使うこと

もできます。 

   ○信州経木 Long 709 円 Short 520円 

    素材から生産まで、全て信州伊那谷産。伊那谷のアカマツを職人の技で削り作られ

た、昔からの自然素材の包装材です。 

※価格は税込み表示です。 

 

◇オンラインセミナーのご案内◇ 

 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。） 

 

 ●７月 17日（土）17:30～18:45 

  銀座ＮＡＧＡＮＯ×ビック酒販コラボ企画 

  地酒を楽しもう！ オンライン酒蔵見学「豊島屋」 

 

 ●７月 22日（木）17:30～18:45 



  銀座ＮＡＧＡＮＯ×東急百貨店コラボ企画 

  オンライン日本酒講座 ゴクジョウ地酒の楽しみ方「東飯田酒造店」 

 

 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/2021/07 

 

◇銀座ＮＡＧＡＮＯ公式 YouTubeチャンネル◇ 

 各メーカーのおやきの違いや温め方、昆虫食やシードルなど、銀座ＮＡＧＡＮＯの商品の

魅力を YouTubeで紹介しています。 

動画の配信は、毎月第１金曜日、第３金曜日です。ぜひご覧ください。 

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

 

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

 

 

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

【３】信州スポーツ情報（信州ゆかりの東京オリンピック出場内定選手の紹介あります） 

※情報は令和３年６月 30日現在のものです。 

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

≪いよいよ東京 2020オリンピック開催～！信州ゆかりの出場内定選手のご紹介≫ 

新型コロナウイルス流行による延期を乗り越えて、いよいよ 7 月 23 日から東京 2020 オリ

ンピック大会が開催されます。信州ゆかりの選手も出場が内定していますので、紹介させて

いただきます。 

 

〇信州ゆかりの選手〇 

・（カヌー（スラローム））矢澤 亜季 選手  

・（フェンシング）    西藤 俊哉 選手   

・（バドミントン）       奥原 希望 選手  

・（サッカー）      酒井 宏樹 選手 

・（馬術（障害超飛））  佐藤 英賢 選手   

・（陸上（マラソン））  大迫  傑 選手  

・（自転車（MTB)）    山本 幸平  選手  

・（自転車（ロード））   金子 広美  選手   

・（サッカー）      前田 大然 選手 

・（硬式野球）      菊池 涼介 選手  

・（馬術（総合馬術））  大岩 義明 選手 

・（バレーボール）    石川 真佑  選手 

・（バレーボール）    田代 佳奈美 選手 

 

https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2021/07
https://www.youtube.com/channel/UC8_uYpGpiVk20NiJT-FOHkw
https://www.ginza-nagano.jp/


４年に一度開催されるスポーツの祭典、選手の皆さんはこの晴れ舞台に立つために日々

の研鑽を重ね競技に挑みます。 

みなさまの熱い声援をぜひともよろしくお願いいたします！！（☆∀☆） 

 

≪大相撲 御嶽海関（上松町出身）≫ 名古屋場所は「西の関脇」に上がる   

大相撲名古屋場所（ドルフィンアリーナ）が７月４日(日)から開催されます。郷土力士の

御嶽海関（上松町出身）は４場所ぶりに関脇に復帰して場所に臨みます。2018 年 7 月の名

古屋場所で優勝、昨年の同場所では２桁勝利と、縁起のよい場所となっています。三役での

連続２ケタ白星を挙げて大関昇進の足掛かりとなるように期待したいですね (＾＾) 

 

≪Ｊ２松本山雅ＦＣ≫ 

2021明治安田生命Ｊ２リーグ第 20節まで終了  

現在第 17位（４勝７分９敗） 

次回試合は７月３日（土）にホームで東京ヴェルディと対戦 

【松本山雅ＦＣ】https://www.yamaga-fc.com/ 

 

≪Ｊ３ＡＣ長野パルセイロ≫  

2021明治安田生命Ｊ３リーグ第 13節まで終了  

現在第７位（４勝５分３敗） 

次回試合は７月４日（日）にホームで FC岐阜と対戦 

【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。 

 初戦は９月 12日（日）にアウェイでアルビレックス新潟レディースと対戦 

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

 

≪信濃グランセローズ≫ 

 ルートイン BCリーグ 2021公式戦  

 現在中地区第２位（16勝４分 11敗） 

 次回は７月２日（金）高崎市城南野球場で群馬ダイヤモンドペガサスと対戦 

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

 

≪信州ブレイブウォーリアーズ≫ 

 男子バスケットボール Bリーグ１部  

通算成績は 20勝 34敗＜西地区 10チーム中７位＞  

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


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

 

≪VC長野トライデンツ≫ 

男子バレーボール Vリーグ DIVISION 1 

通算成績は４勝 32敗〈10チーム中９位〉 

【VC長野トライデンツ】https://vcnagano.jp/players/ 

 

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

 信州通信７月号を最後までお読みいただきありがとうございました。 

  

 今年の夏はエルニーニョ現象の影響もほとんどなく、暑い夏になるようです。 

 新型コロナもさることながら夏バテや熱中症にも気を付けたいところです。ところで、み

なさんは「行者ニンニク」をご存知でしょうか？ 

近畿以北から北海道にかけて分布していますが、長野県でも昔から北信地域のほか各地

で多く利用され、栽培や出荷がされている山菜です。修験者がスタミナをつけるために食べ

ていたことが名前の由来とのことで、滋養強壮・疲労回復に非常に効果があるようです。機

会がありましたら是非召し上がって夏に負けないスタミナをつけていただければと思いま

す。ちなみに、「行者ニンニク」には抗菌作用や血栓溶解作用などの効用もありますよ！ 

  

 今月も日本のふるさと「信州」をほのかに感じていただけましたでしょうか？？ 

来月号もご購読どうぞよろしくお願いいたします。 

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

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。 

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

https://www.b-warriors.net/
https://vcnagano.jp/players/
https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/sogokeikaku/2018keikaku.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/sogokeikaku/2018keikaku.html
mailto:mg-shinshu@pref.nagano.lg.jp

