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首都圏も梅雨が明け、いよいよ夏本番、蝉の大きな鳴き声が響き渡る季節になってきまし

た。みなさまいかがお過ごしでしょうか。 

首都圏では４度目の緊急事態宣言が発出されましたが、昨年からの延期を乗り越えて 23

日（金）に東京 2020オリンピックが開幕しました。今回のオリンピックはご自宅で観戦と

なりますが、先月号でも紹介しました長野県ゆかりの出場選手へぜひとも熱いご声援をお

願いします。 

また、今月号では８月 24日に開幕を控えるパラリンピックの出場選手についても紹介を

いたします。新型コロナウイルスの流行で不安な中、鍛錬を重ねた選手が、一世一代の大舞

台で活躍する姿からはたくさんの勇気と感動をもらえるはず。ぜひとも応援よろしくお願

いいたします。 

  

 今月号では、８月の「山の日」にちなみ「山」に関するお知らせもございます。 

 どうぞ最後までご覧ください。 
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本 日 の メ ニ ュ ー 
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【１】 長野県からのお知らせ  

信州の山小屋応援プロジェクト寄付金を募集します！ 

【２】 銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 

【３】 ～ 東京 2020オリンピック・パラリンピック特集 ～ 

     東京 2020パラリンピック 長野県出場選手について 

東京 2020オリンピック 長野県ゆかりの選手 成績 

【４】 信州スポーツ情報  

 

※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 
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山小屋に皆さまの温かいご支援を！ 

信州の山小屋応援プロジェクト寄付金を募集します！ 

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

 

雄大で多様な表情を持つ信州の山岳は、全国の登山者の皆さまに愛され、支えられてきま

した。登山が安全に楽しめるよう、山岳の自然を守り、登山道の維持管理を最前線で担って

いるのが山小屋です。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により、山小屋の経

営環境は大変厳しいものとなっています。 

そこで、山小屋の皆さまを応援し、安全に登山できる環境を維持していくため、クラウド

ファンディング型の寄付を募集します。 

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！ 

 

１ 目標金額 

1,500 万円 

（７月 26日現在 寄付額 6,604,000円 達成率 44.0％） 

 

２ 募集期間 

令和３年７月２日（金）から９月 30 日（木）まで 

 

３ 寄付金の使い道 

山小屋に均等に配分し、登山道の維持管理、山岳の環境保全、新型コロナウイルス感染

防止対策などにご活用いただきます。 

 

４ 寄付の方法等 

信州の山小屋応援プロジェクト 寄付募集サイトをご覧ください。 

【https://www.furusato-tax.jp/gcf/1299】 

 

※お寄せいただいた寄付金は、ふるさと納税制度による税制上の優遇措置が適用され、確定

申告を行うことで税控除を受けることができます。なお、こちらの寄付に対してお礼の品



はお送りしておりませんのでご了承願います。 

 

 

【２】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース   
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◆ショップ（１階）ニュース◆ 

 /／ 

★ 新幹線マルシェ×銀座ＮＡＧＡＮＯ ――――――――――――― 

 北陸新幹線「あさま」を使い、当日収穫した朝採れの果物や野菜をいち早く銀座まで運び、

首都圏のお客様にお届けする「新幹線マルシェ」。 

８月 21日(土)は、黒姫高原の「とうもろこし」が新幹線に乗って銀座ＮＡＧＡＮＯに登

場予定。 

売り切れ次第、終了です。 

 

 /／ 

★ ＴＳＵＲＵＹＡ×銀座ＮＡＧＡＮＯ ――――――――――――― 

  今年の夏も、銀座ＮＡＧＡＮＯに長野県のご当地スーパーマーケット「TSURUYA（ツルヤ）」

のオリジナル商品が登場するツルヤコラボフェアを開催します！ 

  開催期間は、８月 11日(水)～８月 25日(水)の 15日間（予定）。 

  約 100 種類以上の商品を２階のイベントスペースに展開しますので、この機会に是非、

お買い求めください。 

 

 /／ 

★ 家飲み用に。カップ酒取り揃え ――――――――――――――― 

  純米酒、本格ワインのこだわりカップ酒をラインアップ。 

オリンピック、パラリンピックの応援のお供に、ちょうど良い飲みきりサイズのカップ

酒はいかがでしょうか。 

   ○きたやつカップ生酛純米 180ml 396円 

   ○猿庫の泉純米吟醸    200ml 330円 

   ○御湖鶴 辛口純米酒    180ml 300円 

   ○翠露 純米吟醸原酒    180ml 429円 

   ○千曲錦 純米原酒     300ml 600円 

   ○井筒 カップ白ワインシャルドネ 180ml 530円 

   ○井筒 カップ赤ワインメルロー  180ml 530円 

※価格は税込み表示です。 

 

◇銀座の催しもの◇ 

 /／ 

☆ GINZA SUZURAN 感謝祭！ ―――――――――――――――――― 

  銀座５丁目・６丁目のすずらん通りの感謝祭を８月 31日(火)まで開催中です！ 

  イベント期間中、対象店舗で 3,000円以上ご購入の方に応募用紙を進呈。ご応募いただ

いた方から抽選で 50 名様に「すずらん通りからの福袋（10,000円相当）」をプレゼント♪ 

  5,000円以上ご購入の方には、オリジナルエコバック（個数限定・先着順）をプレゼン

トしています。 

  応募箱は銀座ＮＡＧＡＮＯの１階に設置しておりますので、対象の方は、是非ご応募く



ださい。 

 

◆オンラインセミナーのご案内◆ 

 /／ 

★ ワイン・日本酒オンラインセミナー ――――――――――――― 

  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。） 

 

 ○８月 14日（土）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「西飯田酒造店」 

 

 

 /／ 

★ オンライン料理教室 ―――――――――――――――――――― 

  銀座ＮＡＧＡＮＯの２階イベントスペースで人気の料理教室が、オンラインセミナーと

して再始動。皆さまのご参加をお待ちしています。 

 

 ○８月 28日（土）11:30～13:00 

  小出陽子先生のオンライン粉もん講座「おやき」 

 

 ○８月 29日（日）14:00～15:30 

  銀座ＮＡＧＡＮＯ×信州 旬のフルーツ 

  オンラインジャムづくり体験「桃」（予定） 

 

 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/2021/08 

 

 

◇銀座ＮＡＧＡＮＯ公式 YouTubeチャンネル◇ 

 毎月第１金曜日、第３金曜日に配信する、銀座ＮＡＧＡＮＯの YouTubeチャンネル。 

銀座ＮＡＧＡＮＯの商品の紹介や、商品を使った料理も紹介しています。 

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

 

 

◇店舗営業時間短縮のお知らせ◇ 

 銀座ＮＡＧＡＮＯは、新型コロナウイルス感染拡大防止の徹底を図るため、店舗営業時間

を短縮しています。 

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

  営業時間：午前 10時 30分～午後７時 

  ※酒類提供のバルコーナーは、休業させていただいております。 

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

 ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 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。 

 

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



 

 

【３】東京 2020オリンピック・パラリンピック特集  
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いよいよ東京 2020パラリンピックが開幕します！信州出身の出場内定選手のご紹介 

 

▽△▽△▽△○○○▽△▽△▽△○○○▽△▽△▽△○○○▽△▽△▽△○○○▽△▽ 

 ８月 24日から９月５日の２週間、東京 2020パラリンピックが開催されます！ 

長野県出身の選手も出場が決まっていますのでご紹介します。 

 

 【陸上男子マラソン（視覚障害）】堀越 信司（ほりこし ただし）選手 

 【車いすバスケットボール男子】 藤澤 潔(ふじさわ きよし）選手 

 

 堀越選手は 2008 年北京大会から４連続出場、藤澤選手は 2016 年リオ大会から２連続出

場となります。両選手がこの４年間で鍛え上げてきた成果を東京で存分に発揮することを

大いに期待したいと思います！ 

毎年首都圏の８月末は厳しい暑さの残る厳しい時期ですが、選手たちは晴れ舞台のため

力を振り絞ります。日頃から強い覚悟で戦うパラアスリートたちの一瞬一瞬の躍動を見逃

さないよう、精一杯の応援をしたいと思います。 

大きな声援をどうぞよろしくお願いいたします。 
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 信州ゆかりのオリンピック出場選手 試合成績のご紹介 （7月 30日現在） 
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７月 23 日に開幕した東京 2020 オリンピックは、開幕から日本選手の奮闘が続きテレビ

を通じてお茶の間を沸かせています。 

先月号で紹介した信州ゆかりの出場選手の活躍について紹介いたします。 

 

≪東京 2020オリンピック開催！信州ゆかりの出場選手の結果≫ 

【カヌー（女子スラローム）】   矢澤 亜季 選手 → 予選 22位、準決勝 19位 

【フェンシング（男子フルーレ）】 西藤 俊哉 選手 → 個人３回戦敗退 

【バドミントン（女子シングルス）】奥原 希望 選手 → 準決勝敗退  

【サッカー男子】         酒井 宏樹 選手、 前田 大然 選手 



          → １次ラウンド グループＡ ３戦全勝で決勝トーナメント進出 

日本１－０南アフリカ、 日本２－１メキシコ、日本４－０フランス 

【馬術（障害超飛）個人・団体】  佐藤 英賢 選手 → ８月２日～ 

【馬術（総合馬術）個人・団体】  大岩 義明 選手 → ７月 30日～ 

【陸上（男子マラソン）】  大迫  傑 選手 → ８月８日７時スタート 

【自転車（ＭＴＢ）男子クロスカントリー】  山本 幸平 選手 → 29位 

【自転車（ロード）女子ロードレース】  金子 広美 選手  → 43位 

【野球】     菊池 涼介 選手  → オープニングラウンド グループＡ 

                     日本４－３ドミニカ共和国 

【バレーボール女子】   石川 真佑 選手、田代 佳奈美  選手 

           → １次リーグ プールＡ 1勝１敗で３位 

    日本３－０ケニア、日本０－３セルビア 

【陸上男子（400ｍリレー）】 デーデー・ブルーノ ８月５日予選出場予定 

【陸上女子（5000ｍ）】  萩谷 楓 ７月 30日予選出場予定 

 

  

 テレビ越しではありますが、応援している選手の奮闘を目の前にすると自分事のように

気合が入ってしまいますよね。また、勝利の喜びを共有することで、観戦する側の人間もと

てもポジティブな気持ちになれるのがスポーツのもつ大きな魅力の一つだと思います。 

４年に一度のオリンピック・パラリンピック、ともにこれから多くの戦いが控えています

ので、引き続き応援をよろしくお願いいたします（＾＾）ﾉｼ 
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【４】信州スポーツ情報 

※情報は令和３年７月 30日現在のものです。 

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

  

≪大相撲 御嶽海関（上松町出身）≫  

 関脇に復帰した７月の大相撲名古屋場所を８勝７敗の勝ち越しで締めくくった御嶽海関。 

 来る９月場所は９月 12日（日）から開催！ 

座右の銘は「実るほど頭が下がる稲穂かな」（出羽海部屋公式 HPより）の御嶽海関。来場

所も郷土力士への熱い声援よろしくお願いします(＾＾) 

 

≪Ｊ２ 松本山雅ＦＣ≫ 

2021明治安田生命Ｊ２リーグ第 23節まで終了  

現在第 16位（５勝７分 11敗） 



次回試合は８月９日（月・祝）にアウェーでブラウブリッツ秋田と対戦 

【松本山雅ＦＣ】https://www.yamaga-fc.com/ 

 

≪Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ≫  

2021明治安田生命Ｊ３リーグ第 15節まで終了  

現在第７位（５勝６分３敗） 

次回試合は８月 29日（日）アウェーでテゲバジャーロ宮崎と対戦 

【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（24勝４分 13敗） 

 次回は７月 30日（金）アウェー（桐生球場）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/ 

 

 

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

  信州通信８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。 

  

  ご存知のかたも多いかと思われますが、県立信濃美術館が今年４月、長野県立美術館と

してリニューアルオープンし間もなく４カ月になろうとしています。建物が新しくなり、

より身近な存在として親しまれている本美術館ですが、屋外で展開される作品、「霧の彫

刻」をご紹介します。 

 「霧の彫刻」は人工的に霧を発生させて制作する「彫刻」作品で、作者の中谷芙二子氏が

1970年の日本の万博以来、世界各地で 80以上も手掛けてきたシリーズ作品です。 

 大量に発生した「霧」はその日の気象条件によって形を変えながら、あっという間に見る

ものを白一色の世界へいざないます。鑑賞者は霧の質感を肌で感じることができ、また、視

界がすべて濃厚な白色のみの世界に身を置くことになるので、まるで自分が霧という気象

現象と一体化しているような不思議な感覚に包まれます。 

 

現在首都圏では緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発出されていますが、機会が

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


ありましたら善光寺参りと併せて本美術館へも足を延ばしてみてはいかがでしょうか。 

 今年も暑い夏が続くようです。新型コロナもさることながら、熱中症や夏風邪にお気をつ

けて日々をお過ごしください。 

 

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。 

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