信 州 のヒト・コト・モノとあ な たを〝 つ なぐ 〞
銀 座 N A G A N O 情 報 マガジン

アンテナショップで 魅力体験 !
つながるひろがる

北陸新幹線沿線キャンペーン
北陸新幹線 長野-金沢間の開業 1周年を記念し、
５県６ショップが 連携したキャンペーンを開催 !
参 加 シ ョ ッ プ

信 州 のヒト・コト・モノとあ な たを〝 つ なぐ 〞 銀 座 N A G A N O 情 報 マガジン

福井
石川
富山

長野

大相撲力士

すでに北陸・信越の旅を楽しんだ方も、
これから旅したいと思ってい
る方も、
この機会にアンテナショップを巡ってそれぞれの地域の魅力
を発見してみませんか。

会場：東京交通会館 1Fピロティ
（JR有楽町駅前）
時 11:30～17:00

スタンプラリーで豪華賞品をゲット ! ! 2/12㊎～
今年も6つのショップを対象にスタンプラリーを開催。300円以上ご購入
の方にスタンプを発行。スタンプ 3つで10,000円相当のお買い物補助
券、スタンプ 5つで 30,000円相当の宿泊補助券が当たるチャンスが !
期

2/12㊎～3/21㊊・㊗【応募締切 3/27㊐】

キャンペーン期間限定 地酒飲み比べフェア 2/12㊎～
5県の自慢の日本酒やワインなどを飲み比べできる特別企画。それぞれ
の店舗でメニューが異なるので、各店舗を巡って飲み比べを楽しもう。
期

2/12㊎～予定数量終了まで

※キャンペーンの詳細は1/20以降にホームページや店頭のチラシで
ご確認ください。
※上記の内容は予告なく変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
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平成 28年1月15日発行

生まれ育った木曽には、たくさん思い出がありますが、中学の
時の御嶽山の登山はとても大変だったのでよく覚えています。
なんとか登頂したものの、天気がすぐれず景色は拝めません
でした。でも頂上で食べたごはんの味は格別でしたね（笑）。
木曽の名物のほお葉巻きやすんき漬けも大好物です。特にす

平成 28年 1月15日発行

2/11㊍・㊗

5県のアンテナショップが大集合。人気商品の販売はもちろん、500円以
上ご購入の方を対象に5,000円相当の特選品などが当たるお楽しみ抽
選会を開催。さらにお得な福袋や、人気スイーツ詰め合わせセットの販売
も。ご当地キャラも集結しますのでお楽しみに !

ひさ し

御嶽海 久司さん

2016

VOL.15

み たけ うみ

1周年記念イベント開催 !

2 月号

新潟

2016

木曽の名物「すんき漬け」

んき漬けは、冬になるとそばや味噌汁に入れて食べていまし
た。あと信州の冬といったらやっぱりウィンタースポーツ。自
分も大好きで大学時代によくスノーボードに行っていたので、
またいつか楽しみたいですね。
まだまだ自分は大相撲の世界の厳しさを学んでいるところで
はありますが、活躍することで国技である相撲に興味を持っ
てくれる人が増えれば嬉しいですね。これからも場所や巡業
でのたくさんの声援や応援していただく皆さんの期待を励み
にし、精進を重ねて上を目指して行きたいと思います。
Prof i l e
平成4年12月25日、長野県木曽郡上松町出身。出羽海部屋所属。
身長178 cm 、
体重145 kg 。得意技は、突き・押し。小学1年生のときに地元の
相撲クラブに入部。東洋大学在学中には「アマチュア相撲」
と
「学生横綱」
の2
タイトルを獲得。2015年2月に出羽海部屋へ入門。同年3月の初土俵から5場

［LI FE STYLE OF S HI NSHU］

信 州 の 誇る発 酵 文 化 、味 噌

所連続で勝ち越し、平成28年1月場所では、西前頭11枚目に昇進。長野県出
身の関取としては37年ぶり、新入幕は43年ぶり。

～こだわりの つくり手を訪 ねて～
［TOPI CS ］

祝！開 業１周 年

北陸新幹線沿線県アンテナショップキャンペーン開催

2月イベントガイド

発行：銀座NAGANO

※掲載情報は2016 年 1月現在のものです。商品・メニュー・イベント内容等は変更と
なる場合がございますのでご了承ください。表示価格はすべて税込です。

［LET’S J OI N ! ］
・いいとこなんだに南信州
・オズマガジンコラボ企画
信州松本 あったかコーヒーと手作り雑貨の旅
大相撲力士

御嶽海 久司 さんの 信州のココが好き。

U
OF SHINSH
LIFE STYLE

創業当時から変わらぬ
糀づくりへのこだわり

信州の誇る発酵文化、味噌

信州屈指の果樹や野菜の産地である中野市
の芋川糀店は、今年85年目を迎える家族

～こだわりのつくり手を訪ねて～

経営の味噌蔵。創業当時はその名の通り米
糀の専門店で、味噌が主力商品となった今

健康長寿県・長野の食文化の礎をなす発酵食品の中で、代表格といえるのが味噌。

も、糀づくりが最も気を使う難しい作業で

シェアの4割以上を占める全国一の生産地である信州には、今も地元で愛される多く
の味噌蔵があり、家庭での味噌造りも受け継がれ、各地で風土に根差した味噌が造ら

あり、最もこだわる部分であると芋川さん

れています。今回は、そんな個性豊かな信州の味噌造りをご紹介しましょう。

は語ります。季節で温度や湿度が変わるの
で、糀を同じ品質に保つための微細な調整
が必要なのですが、最後に頼れるのは経験
値だそうです。
「毎日、自分の目で見て触っ

お

話を

糀は「製麹室（せいきくしつ）」と呼ばれる部屋で徹底した温度管理のもとで48時間発酵させます。

伺った
人

さらに固まりを防ぐために1日2回やさしくほぐします。製麹室の中は、糀のほんのりとした甘い

裾花ていばん家（長野市鬼無里）
地元の農産物で地域の活性化を図ろうと、JA ながの女性
部裾花支所「漬物グループ」、「手づくり味噌の会」、直売
所「ちょっくら」の3団体が協力して設立した合同会社。

地域の素材と伝統の味で
ふるさとをもっと元気に

できた味噌は、なるべく空気に触れないようにするのも重要。近年
はネット販売も増えたが、昔ながらの常連さんからの電話注文も多
いのだとか。

鬼無里で味噌といえば、各家庭で仕込む
ものでしたが、時代とともに減少傾向に。
10年程前のそんな中、伝統の味を守らな
ければと思い立った地元のお母さんたちに
より「手づくり味噌の会」が結成されまし
た。地元産の大豆と米、沖縄産天然塩を使
い、昔ながらの製法で造るこだわりの無添
加味噌は、豊かな風味とまろやかな味わい

味噌造りの工程で特に大変なのが大豆30㎏と麹30㎏を練りあわせる仕込み。「ここが手作り味噌

産品「えのき氷」を使った味噌や、地元の農
協青年部が作った大豆と米を使った「俺の
味噌」の商品化などにも挑戦。「味噌は手を
かけた分だけ良いものになる。これからも
付加価値のある商品を作っていきたいです
ね」と意欲を燃やします。

話を

伺った
人

芋川吉孝さんの跡を継ぎ、3代目社
長となった芋川嘉寛さん。男4人の
話題の「えのき氷」を約33%
配合した「えのき氷味噌720

兄弟を育ててくれた店を残したい
という想いから、地元商工会議所
の職員を退職し味噌造りの道へ。

の き 氷 塩 糀494円 」は 銀 座
NAGANO でも好評販売中。

まろやかな味が人
気の
「鬼無里みそ」

ナス

は500g（550円）
と900g（850円）
の2サ イ ズ。 地 元
はもちろん北海道

ピーマン

C O LU M N

など遠方からの注

味噌は健康食材

文も多い。

大根

込んでいます。「味噌はもちろん、ここで

味噌はかつて塩分の多い食品として敬遠された時期もありましたが、
近年では、 大幅に減塩された商品が開発され、 栄養学や医学の面

採れた野菜や伝統の味で、地域を元気にし

でさまざまな研究も進められ、 がんや生活習慣 病

たい。味噌漬けもおやきに並ぶ名物になれ

のリスクを低下させ、 老化防止に役立つなどの

ばうれしいですね」と語る代表の久保田さ

1

えのき茸の生産量日本一を誇る中野市の特

信州味噌の名工に認定された父の

円 」や 旨 味 た っ ぷ り の「 え

の味噌で熟成させる郷土食「味噌漬け」を仕

まっています。

一方で、新たな取り組みにも積極的です。

お

鬼無里のかあちゃんたちが造る
昔ながらの手作り味噌

「裾花ていばん家」が発足。この冬には、大

山里で、お母さんたちの新たな挑戦がはじ

店」として築きあげた糀と味噌造りを守る

芋川糀店（中野市）

そして昨年、手づくり味噌の会も協力し

紅葉（もみじ）の伝説で知られる風光明媚な

ですよ」と言う芋川さん。これまで「芋川糀

さんたちは笑顔で語ります。

ています。

ん。水芭蕉で有名な奥裾花自然園や鬼女・

ていると、見た目や感触で違いが分かるん

の要。3回繰り返すと、まんべんなく混ざってなめらかになるんです。筋肉痛になるけどね」とお母

が好評で、今では年間約6トンが製造され

根やにんじんなど地元で採れた野菜を自慢

極上の糀と技で醸す
北信濃の名工の味噌

香りがあふれています。

効能があることが明らかになってきています。
かぼちゃ

約3か月間、味噌の中
で熟成された
「味噌漬
け」
は、昔ながらの深い

夏野菜を天日干しにする鬼無里の名物「乾

味わいのある一品。こ

燥野菜」にも、昔ながらの技法と知恵が

の春、銀座 NAGANO

ぎっしり詰まっている。

でも販売予定。

信州の健康長寿の一因は味噌にあるといっ
ても間違いではないかも知れません。
具だくさん味噌汁は
信州の健康長寿のシンボル。

信州味噌 ®ってどんな味噌？
米麹と大豆と塩を原材料とする米味噌。淡色辛口
で、ほのかな酸味のある芳香とコクのある味わい
が特徴です。

全国にはどんな味噌があるの？
原料、麹の配分、製法などが異なるさまざまな種

類があります。東北では熟成期間の長い赤味噌、
中京では大豆を主原料とする豆味噌、関西では麹

の割合が高く甘みのある白味噌、九州では大豆に
麦麹を加える甘口の麦味噌が好まれています。

2

銀

味噌を使ったおみやげいろいろ

O

国内有数のメーカーから、昔ながらの味噌蔵まで、

N

味噌は、全国シェアナンバー1を誇る信州の名産品。

で

信州の味 噌 NEWS

A
G
A
N
座 る！
え

買

SEASONAL NEWS

知って得する

風味豊かな信州の味噌をアレンジした商品もいろいろ。

味噌にまつわる多彩な情報をご紹介。

ひと味変わった信州ならではの味わいです。

諏訪地方の岡谷市で健康に良い

味 噌 造りに取り組 む松 亀味 噌。

健康長寿

長野県の長寿日本一にちなみ開

各648円

松亀味噌

発・リニューアルした
「健康長寿」 減塩みそ

玄米みそ万葉乃里

上で大豆も麹にするという非常に

大久保醸造店

天然醸造の味噌。玄米を糀にした

難しい技法で作られる珍しい品で、

は、県 産の大豆と米、そして長

910円

煮立てても風味が損なわれず、む

野県工業技術総合センターが開

しろ深みが増すという力強さが特

発した 麹 菌
「 R2」を 使 用

徴です。田舎ながらの奥深い味わ

した業界初の製品。旨味

いをご家庭でも。

が強く、ビタミン B2やア

三陸秋鯖 味噌煮 信濃路

ミノ酸が多く含まれるR2

銀座
NAGANOで
販売中

の特性が活きた、健康志
向の高い方におススメの
一品です。

木桶で二夏以上熟成させた、長期

天然醸造みそ

「カワイイ味噌汁屋さん」が
期間限定で原宿にオープン！
マルコメとア ソ

国立循環器病研究センター認定
「かるしお」マーク付みそ業界初登場

ひかり味噌は、通常の

うまみ を引き出

終段階で0℃〜氷結点

「塩 を軽く使って

をテーマに原宿通

す、 減 塩 の 新 し

り入 口 の「 も し も

醸 造 工 程に 加え、最

までの温 度帯で熟成

い考え方」を広め

し ボ ックス 」内 に

期間限 定で味噌汁スタンドをオープン。
定番の味からチーズとトマトが入った「裏

原 宿 味 」など8種 類 の 味 噌 汁を1杯100

円で提供中。外国人観光客は1杯無料に。
DATA

x マルコメ㈱お客様相談室
70120-85-5420

や
「おいしさ」についての審査をクリアし

た、生みそ・だし入りみそ・即席みそ汁の
3カテゴリーの商品を発売中です。
DATA

x ハナマルキ㈱ 70120-870-780

せて和風仕立てに。熱々の焼きおにぎり

るみにからめた味噌菓子で、甘じょっぱさ

を原料に信州味噌の名工の監修により熟

や焼き餅の上へのせれば香りと旨みもさ

と香ばしさが口の中に広がり、一度食べ

成。風味豊かでご飯のお供にも最適です。

らに豊かに。日本酒のおつまみにも◎。

たらとまらない美味しさです。
※ 表示価格はすべて税込です。

PICK UP EVENT

東京で信州を楽しむ
イベントが盛りだくさん

長野県 サミット誘致担当部長 アルクマ
（長野県 PR キャラクター） © 長野県アルクマ

DATA

x ひ か り 味 噌 ㈱お客様相談室
103-5940-8850

2016年5月26・27日伊勢志摩サミット開催記念

サミット関係閣僚会合開催県アンテナショップ
スタンプラリー開催中！
▲2/11(木・祝) まで
対象のアンテナショップを巡り7個以上スタンプを集めて各店舗でご応募く
全11店舗のスタンプを集めれば当選チャンスは2倍！詳しくは店頭で。

1,000円（予定）

岡谷名物の鰻と、信州サーモンを手鞠寿司に。諏訪湖畔のカリン
のシロップ漬けと瓜の粕漬けの箸休め、野菜と干しエノキの具沢
山すまし汁とあわせて、信州の贅沢な川魚をご堪能ください。

２月の

ワンプレート

冬に食べたい！岡谷のうなぎ
「土用丑の日」
といえば鰻。でも土用丑の日は、1年に約6日あるこ

〈参加店舗〉●銀座 NAGANO ●宮城ふるさとプラザ ●茨城マルシェ
●表参道・新潟館ネスパス ●いきいき富山館 ●三重テラス
●兵庫わくわく館 ●とっとり・おかやま新橋館 ●広島ブランドショップ TAU
●香川・愛媛せとうち旬彩館 ●ザ・博多 有楽町店

「ふるさと・いいこと・フェア」開催
▲2/11(木・祝) 13:00〜17:00
u 品川インターシティホール
（東京都港区港南2-15-4）

とをご存じですか？「土用」
とは、立夏・立秋・立冬・立春の前の18

「自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワーク」を構成する13県

です。かつては多くの鰻が水揚げされ、今でもたくさんの専門店

宮崎）による合同イベントを開催。特色ある地方の中小企業やふるさと納

日間のことで、この間にある
「丑の日」が
「土用丑の日」となるわけ

がある岡谷市では、旬でおいしい冬に鰻を食べようという
「寒の土
用丑の日」
（今年は1月18日）
の取り組みをすすめています。

いいね！地方の暮らしフェア

u 池袋サンシャインシティ
文化会館4F展示ホールB、5F特別ホール
w 入場無料

ろやかなうま味・甘味

が引き出された味噌が誕生しました。

日本創生のための将来世代応援知事同盟

▲2/14㈰ 10:00〜17:00

ださい。抽選で110名の方にいずれかの店舗から素敵な賞品をプレゼント。

鰻（うなぎ）と信州サーモンの手鞠寿司

3

自慢の味噌に蜂蜜などで甘味をつけ、く

缶。味噌は長野県産の大豆や米、天日塩

より、塩角が取れ、ま

銀座NAGANO で信州の味覚を！

味わいコーナー

大 正8年創業 の 老 舗 味 噌 蔵 の人 気商品。

にある味噌蔵
「酢屋茂」の信州味噌とあわ

界初の氷温熟成法に

30％以上の減塩

お近くのスーパーなどでお買い求めいただけます。

旬の信州

長門牧場のナチュラルチーズを、立科町

華雪』を開発。この業

ハ ナマル キ で は

572円

高村商店

だわり味噌が出会って生まれた贅沢な鯖

させた
『氷温熟成味噌

ていく認 定 制 度。

おばすて味噌がけくるみ

583円
長門牧場

三陸 沖で 獲 れ た秋 鯖と、信州諏 訪のこ

業界初！氷温熟成法による味噌
『氷温熟成みそ 華雪』が誕生

かるしお認定は、

ビ シ ス テ ムで は、

“MISO KAWAII”

味噌チーズ

415円

丸高蔵

銀座
NAGANOで
販売中

（青森・山形・石川・福井・山梨・長野・三重・奈良・鳥取・島根・高知・熊本・
税の紹介に加え、各県の移住相談員による個別相談や特産品販売も！

当日は剛力彩芽さん主演の長野県を舞台にした Web ドラマの上映もあ
りますのでお楽しみに。（ドラマは YouTube などでも公開予定です）

「地方で働く」
「地方で暮らす」
地方の魅力を見て、知ろう！
〈ステージイベント〉
「地方で暮らそう！」トークショー、「自然豊かな“地方の子育て”」トー
クショー、「結婚・婚活応援シンポジウム」など
〈常設コーナー〉
各県の移住相談コーナー、就職・就業相談コーナー、特産品販売コーナーなど
〈その他 イベント盛りだくさん〉
ニコニコ生放送 会場特設スタジオから生放送！
「フォレスト・サポーターズ」のガチャピンや各県のご当地キャラも！

主催：日本創生のための将来世代応援知事同盟
構成県：宮城県、福島県、三重県、滋賀県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、
徳島県、高知県、宮崎県、長野県

NAGANO WINE FES. in TOKYO
ナガノワインフェス東京

▲2/7㈰ 第1部13:30〜15:30
第2部17:00〜19:00
u 帝国ホテル東京 光の間（中2階）
w 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）
25社、約70種。信州の風土の恵みを詰めたつく

り手渾身のワインが一堂に会する試飲会を開催。
チケットは銀座 NAGANO でも販売中！

4

2

2016

参加申込みや詳細の確認は銀座NAGANOのHPをご覧ください。お電話でも受け付けています。

1月

2火・3水

軽井沢クラフトフェア
時 10:30～17:00

軽井沢キッチン

時 11:30～16:00

フェルトTicTicワークショップ

時 11:30～16:00 料 1,000円～

1/29～2/1の4日間にわたって開催されるアート
フェスの最終日。カカオ豆からチョコを作るワー
クショップをお楽しみください。
問 0267-46-6161
（軽井沢美術館協議会）

予約制

時【第1部】
13:00～14:30【第2部】
15:30～17:00

2,000円
（スイーツの試食&ドリンク付き）定 各16名
人気のお菓子研究家 石橋かおりさんによる信州産食材を
使ったお菓子づくり講座の第2弾。板チョコを使って簡単
にできるプレミアムスイーツ作りを体験してください。
［メニュー予定］
・七味唐辛子のブラウニー※ ・信州産ドライフルーツのマン
ディアン※ ・小布施栗入りガトーショコラ
※
の付いたスイーツは実際に制作体験をしていただけます。
問 026-235-7249
（長野県信州ブランド推進室）
料

時【第1部】
11:00～12:30

【第2部】
13:00～14:30
料 無料 定 各15名
南信州と首都圏の人をつなぐ
「南
信州へおいでなんしょ! プロジェ
クト」
を応援してくれる「南信州サ
ポーター」
を募集します。
和菓子屋「田月」
さんによる飯田
名物の和菓子作り体験もお楽し
みください。

17水

時 10:30～15:00 料

5,000円 定 24名
伝統的な
「一本棒・丸延し」
の打ち方を信州蕎麦打ち名人
が手ほどきします。初心者も大歓迎の蕎麦打ち講座です。
問 080-5428-1730
（蕎麦Web）

予約制 見学可

時 18:00～19:30 料

3,000円（日本酒4銘柄・お料理付）定 24名
お酒を楽しみながら、酒造りの専門知識を学ぶ連続講座の最終回です。
問 03-6274-6015
（銀座NAGANO）

時 9:00～11:30 定

25名
長野県観光大使の峰竜太さんがメイン
パーソナリティーのラジオ日本の人気
番組を公開生放送！大
河ドラマ
「真田丸」や諏
訪の御柱祭など、信州
の旬の魅力を峰さんが
たっぷりお届けします。
問 026-235-7249
（長野県信州ブランド推進室）

14日

信州企業×若者交流会
「食と農」予約制
17:30～19:30 定 30名
信州の
「食と農」
に関する企業が銀座に集まります。
問 090-3585-4989
（地元カンパニー）

見学可

時

やすおか村の魅力を知ろう!
食べよう!

移住体験者との交流会
（当日受付）

時 10:30～11:45
泰阜村で暮らす移住体験者との相談会を開
催します。移住をお考えの方、
ご参加ください。

時【昼の部】
11:30～12:30

【夜の部】18:30～19:30
料 無料 定 各30名
未病と向き合う養命酒製造が
行う全3回の健康セミナー。
国際中医薬膳管理師でもある
料理家の植木もも子さんが行う薬膳講座と、
＂冷
え＂
に効く簡単薬膳レシピの実演。試食とレシピ
付。事前予約をいただいた方にはお土産も。
問 03-3462-8196
（養命酒製造）

特別な人とつくる鹿皮クラフト

定 15名
乳がんを乗り越えようとしている
みなさんが、
パットを手づくりしな
がら日々の暮らしについてを語り
合います。制作時間は約2時間
半。材料費は別途必要です。
問 080-3124-6312
（桜むね代表 吉澤英子）

市田柿と楽しむバレンタイン

時 17:30～19:00 料 2,000円
定 20名
（カップル限定10組）
11:45～12:50 料 1,500円 定 16名
「桜のキャンドルナイト」
をイメージした会場で、市田柿と
五平餅、
あまごの塩焼き、刺身こんにゃくなど、
お酒を楽しんでみませんか。市田柿の産地で、日本一
泰阜村の特産品をお楽しみください。
の学校桜のある高森町をご紹介します。
時

18木〜21日

信州・善光寺平アートライン 〜美術館・博物館の魅力〜

善光寺平に立地する美術館・博物館がそれぞれの魅力をご案内。
各館の所蔵品の展示や日替わりワークショップ、オリジナルグッズの販売を行います。時 11:00～17:00

日替わりワークショップ
時
料

時間内随時受付
無料

講師：池田満寿夫美術館スタッフ

講師：おぶせミュージアムスタッフ

各日先着50名様に
【2/20】紙の着せ替え人形をつくってみよう
りんごにアート心を
講師：田中本家博物館スタッフ
添えたプレゼントを
【2/21】
名画ジグソーパズルに挑戦!
ご用意しています !
講師：北野美術館スタッフ

一部予約制

【第1部】
ワインセミナー
（当日受付）
時 16:00～17:00 料

1,000円 定 24名
ワインを科学的に分析した結果など、五一ワインの菊池様の
興味深い話と味覚体験をお楽しみください。

【第2部】
林農園 五一ワインを楽しむ会
（予約制）

4,000円 定 24名
ワイン5種とチーズプレートを味わいながら、
桔梗ヶ原ワイン
の歴史ともいえる五一ワインの歩みを知ってみませんか。
問 03-6274-6015
（銀座NAGANO）

25木・26金

門前町 長野

蔵の町 須坂

城下町 松代

栗の小径 小布施

一部予約制 見学可

Webサイト評価ミーティング&ワークショップ

【第1部】
マーケター、
ブロガー向け評価ミーティング
時 13:00～15:00
（両日共通）※一般の方も参加可

【第2部】
ワークショップ
（一般対象・予約制）

時 15:30～16:30
（両日共通）定 15名
［ワークショップ内容］
【2/25】
丸山珈琲
「コーヒーのおいしい淹れ方」
【2/26】
八幡屋礒五郎
「自分だけの七味唐辛子を調合しよう」

【第3部】
一般消費者向け評価ミーティング
（当日受付）

先着30名
企業のWebページをご覧いただいてから、実際に商品を味わい触れてみたご意見
をいただきます。各種商品の試食などもございますので、
お気軽にご参加ください。
問 026-254-6602
（SHINSHU BRAND WAVE事務局）

参加いただける方が限定されていますので、予めご了承ください。
5 ※■グレー網掛けのイベントは、

予約制 見学可

長野県への
U・Iターン転職
セミナー
時 13:00～15:00

定 40名
専任のコンサルタント
が、
大好きな信州で、思
い切り働くための転職
を支援します。
問 026-235-7024
（長野県地域振興課）

12金

22月

東信州を駆けるしなの鉄道
の観光列車
「ろくもん」
のシェ
フが地元食材を調理し、
乗客
乗務員が料理をサーブします。
浅間南麓の恵みを存分にお
楽しみください。
問 0267-45-8579
（軽井沢町観光経済課）

28日 女性限定 予約制

オズマガジン ていねいSHARE PROJECT×銀座NAGANO

信州松本あったかコーヒーと手作り雑貨の旅
時【第1部】
13:00～15:00【第2部】16:00～18:00

3,000円
（スイーツ・ドリンク・ワークショップ材料費含む）
定 各20名
（女性限定・応募多数の場合は抽選）
雑誌オズマガジンの「ていねいSHARE PROJECT」
との
コラボによる信州の街をテーマにしたイベント。
ナビゲーターには今までに1300軒以上の純喫茶を訪ね
歩いたという難波里奈さんと、
松本で活躍する女性クラフ
ト作家グループのPomPomさんをお迎えします。後半は、
みんなで工芸品づくりのワークショップを楽しみましょう。
問 026-235-7249
（長野県信州ブランド推進室）

時

13:00～15:00

問

時

17:30～19:30

招待者限定
見学可

予約制 見学可

シューカツNAGANO応援隊

～信州で働く、
先輩達の生の声を聞こう～

時 14:00～16:30 定 20名
長野県内で働く若手社会人の
「シ
ューカツNAGANO応援隊」が 就
活体験談や仕事の内容、1日のス
ケジュールなど、
みなさんの
「知りたい」
に答えます!
問 026-235-7201
（長野県労働雇用課）

銀座NAGANO発 ! 日本旅行記者クラブ会員限定 見学可

スーパープレゼンテーション
「安曇野市」
時 17:30～19:30 問

03-6274-6015（銀座NAGANO）

時 12:00～15:30 定 30名
「おいしい信州ふーど
（風土）
」
のヘリテイジに該当する信州
そばの魅力を発信します。
問 026-235-7216
（長野県農産物マーケティング室）

予約制 見学可

信州企業×若者交流会
「観光とサービス」

時 17:30～19:30 定 30名
信州の
「観光とサービス」
に関する企業が銀座に集まり、
若者
と交流します。
問 090-3585-4989
（地元カンパニー）

29月 一部予約制

「大鹿村」
から、
おいしい大鹿発信!!
大鹿歌舞伎の役者に逢おう

時 11:00～12:30
国選択無形民俗文化財にも指定されている大鹿歌舞
伎の役者が実際の化粧や衣装の綺羅を纏ってワーク
ショップを開催します。

大鹿ジビエとワインが巡り愛う♥
（予約制）
時【第1部】
16:00～17:00【第2部】
17:30～18:30

料 1,000円 定 各15名
「大鹿ならでは」
をテーマにした、大鹿産野菜と鹿肉の
持つ独自の旨みを最大限に引き出したお料理をお楽しみください。
問 0265-39-2929
（大鹿村観光協会）

毎週金曜「佐久市移住特設窓口」
を4階移住交流相談コーナーに開設中
（予約制）

【2月の予定】2月5日、
12日、
19日、26日

南信州酒場・銀座店

23火 招待者限定

料 各3,000円
（食事・おみやげ付）定 各24名

料

料 各2,500円 定 各16名
おいしい食材があふれる南信州。地元の野菜ソムリエが
選び抜いた食材を使い、南信州を知り尽くしたシェフに
よるお食事を楽しんでみませんか。

信州そばの魅力発信・品評会

【第3部】17:00～18:30

2,500円
（酒セット＋700円

予約制

時【第1部】
11:00～12:30【第2部】
13:00～14:30

予約制

時【第1部】
12:00～13:30【第2部】14:30～16:00

／和菓子セット＋300円）定 40名
善光寺参りで一度は泊まってみたい宿坊。
精進料理やお朝事、お数珠頂戴とは？
冬の長野の風物詩・灯明まつりの様子と
共に楽しんでいただくトーク&ライブイベ
ントです。
問 03-6274-6015
（銀座NAGANO）

27土

イタリアンで味わう
おいしい南信州ふーど
（風土）

おいしさ発見 浅間南麓
～観光列車ろくもんのおもてなし～

松本英子・善光寺女子旅のすすめ
トーク&ライブ
時 17:00～19:00
（16:30開場）料

信州の作り手から24の
「約束」

時 16:30～18:30
（両日共通）定

026-235-4111（善光寺平アートライン推進協議会）

時 11:30～17:00

11:00～12:30
群馬県富岡市の富岡製糸場、安中市
の碓氷第三橋梁、長野県軽井沢町の
旧三笠ホテルの明治歴史遺産を結
ぶ「歴史遺産街道」
。この2市1町が
持つ歴史的な魅力をご紹介します。
それぞれのご当地キャラクターも登
場予定 !
問 0267-45-8579
（軽井沢町観光経済課）

料 1,000円 定 24名
約2 mもの深い雪が
積もる信濃町。
雪国の知恵から生ま
れた
「雪中野菜」
の取
り組みや魅力をご紹
介します。
問 0265-82-1260
（産直新聞社）

〜長野灯明まつり、宿坊体験紀〜

【2/18】作品のなかの文字を読んでみよう
【2/19】
オリジナル額を作ろう

問

12金 〜14日 いいとこなんだに南信州

時

時 17:30～19:30

20土

11木・祝

富岡市・安中市・軽井沢町
明治の歴史街道の魅力発見

北信州の雪国しなの町で
育まれる冬野菜

時 11:00～15:00 料 1,000円

時 11:00～14:30 定 30名
長野県内の学校に勤務する若手教師
が、学校の紹介や教師のやりがい、魅
力などについて発表します。
問 026-235-7426
（長野県教育委員
会事務局義務教育課）

16火

予約制 見学可

信州直売所の味夜なべ塾 in 銀座

乳がん手術後の
手づくりパット講習会

13:10～14:30 料 1,000円～2,000円 定 16名
鹿皮のアクセサリーや小物作りをお楽しみください。テ
ィータイムには泰阜村のゆず茶と特製クッキーをどうぞ。
時

16:00～17:30 料 1,000円
（お子様1名あたり）
32名
（小学生の親子限定・1組お子様2名・保護者
1名まで）
美しい信州の花を見て・触れて・
感じていただくための体験講座。
今回は、真冬の信州からの贈り
物「ラナンキュラス」
を使ったア
レンジメントを作ってみましょう。
問 026-235-7227
（長野県花きイノベーション推進協議会）
定

一斉に菜の花、
桃、
桜が咲き誇る信越
自然郷の春の魅力
をたっぷりとご紹
介します。
郷土料理の試食や
地酒の試飲など
「ふ
るさとの味」
もお楽
しみください。
問 0269-62-3111
（信越9市町村広域観光連携会議）

4,000円
（ワイン5種・軽食付）定 24名
東御市の小さなワイ
ナリーが銀座に登場。
異色の経歴を持つオ
ーナーの蓮見喜昭さ
んを囲むワイン会を
お楽しみください。
問 03-6274-6015
（銀座NAGANO）

問 お問い合わせ先

時

銀座 DE 信越自然郷

料

定 定員

予約制

長野県の小・中・特別支援学校
教員を目指す皆さんへ

時 14:00～16:30 定 20名
長野県内で働く若手社会人の
「シューカツNAGANO応援隊」
が就活体験談や仕事の内容、
1日のスケジュールなど、
みなさ
んの
「知りたい」
に答えます!
問 026-235-7201
（長野県労働雇用課）

料 料金

美しい信州の花 ～親子で楽しむ
フラワーアレンジメント講座～ 第4回

信州の先生になろう
教員採用選考説明会 第2回

～信州で働く、先輩達の
生の声を聞こう～

時 18:00～19:30

桜むね 美と健康講座

バレンタインデー企画 予約制 見学可

予約制

首都圏等の大学生対象

予約制

15月 予約制

0265-53-7100（南信州広域連合）

シューカツ
NAGANO応援隊

ワイナリーがやってきた!
～はすみふぁーむ&ワイナリー～

時 11:30～14:00
「健康長寿」
「海外展開」
をテ
ーマに開発している食品サ
ンプルなどをモニターの方々
に試食評価していただきま
す。
問 026-227-3131
（長野県工業技術総合セン
ター食品技術部門）

泰阜村の特産品でランチ
（予約制）

ワイナリーがやってきた！
～五一ワイン～

時 18:00～19:30 料

料 1,000円 定 各16名
手で板を割く
「ヘギ板」
は、
茶室などの高級建築に
使用される天然の素材。木曽地域の職人の指導
で、ヘギ板の壁掛け作りを体験してみましょう。
問 0264-25-2228
（長野県木曽地方事務所商工観光建築課）

一部予約制 見学可

食べ合わせで冷えとり
＂薬膳ご飯＂

「NAGANOの食」
モニター向け試食会

時【第1部】
11:00～12:30【第2部】14:00～15:30

6土

予約制 見学可

10水 招待者限定

予約制 見学可

問

時 17:00～19:30 料 2,000円 定 20名
南信州天龍村に息づく坂部の冬まつりと地
域の生活文化をご紹介。
郷土料理研究家の横山
タカ子先生による料理
指導で誕生した、
祭り街
道弁当「はつはる」
も味
わっていただけます。

予約制

24水

9火

ヘギ板壁掛け制作体験

2027年のリニア開通を見
据え、リニア駅ができる
「長
野県・飯田市」
の地域ブラン
ド構築に向けた取り組みを
ご紹介します。
問 0265-22-5361
（飯田市リニア推進課）

伝統の
「一本棒・丸延し」
手打ち蕎麦
銀座で信州蕎麦を打つ!

峰竜太のミネスタ
in 銀座NAGANO

お酒を楽しみながら、酒造りの専門
知識を学ぶ連続講座。各回のみの参
加も可能です。
問 03-6274-6015
（銀座NAGANO）

時 17:30～19:30

民俗芸能体感して
祭り街道弁当を味わう

酒造りを学ぶ 第10回「まとめ」

3,000円
（日本酒4銘柄・お料理付）

予約制 見学可

しあわせ信州健康セミナー
養命酒すこやか塾Vol.2

【第2部】16:00～18:00
料 各3,000円 定 各20名
信州産のきのこをたっぷり
使ったビーフストロガノ
フをご紹介。素材の旨
味を存分に引き出した
レシピで体も心もあた
ためましょう。
問 026-235-7249
（長野県信州ブランド推進室）

定 24名

リニア未来都市
「飯田市」
ブランディ
ング・セッション

予約制

銀座NAGANO日本酒講座Vol.20

料

5金

予約制 見学可

時【第1部】
13:00～15:00

時 18:00～19:30

8月 招待者限定

12金〜14日 いいとこなんだに南信州
南信州サポーター募集

酒造りを学ぶ 第9回
「滓（おり）引き・濾過・火
入・貯蔵・調合・割水」

【2/3】
11:30～14:00
山形村の特産の
「長芋」
を使った料理が大集合。
村で暮らす農村生活マイスターのおばちゃんが
厳選料理を実演します。お手頃サイズの長芋販
売や山形村に誕生した大池
（たいけ）
ワイナリーの
「山葡
萄のワイン」
の試飲や販売も
あるのでお楽しみに。
問 0263-98-5664
（山形村）

石橋かおりさんのお菓子づくり講座
～バレンタイン編～

4木

時 時間

山本麗子先生の
「旬の信州しあわせレシピ」

銀座NAGANO
日本酒講座Vol.19

時【2/2】
12:00～18:00

時 11:00～16:00

予約制 見学可

3水 予約制 見学可

元気モリモリ! 信州やまがたむら
長芋料理大集合 !

チョコレート工場ワークショップ

13土

カフェ （GINZA de NAGANO ブレンドほか） 400円～
メニュー
カプチーノ
450円
（一部）
アイスコーヒー（プレス抽出）
400円

※予約制のイベントは、特に記載のあるものを除き、先着申込順での受付となります。イベントの内容は変更となる場合があります。

軽井沢アートフェスin 銀座

7日

プレスコーヒー

イベントスペースで催しが行われて
いない時間はカフェスペースとして
ご利用いただけます。

EVENT GUIDE

0267-62-3283（佐久市観光交流推進課）
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