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第1回 大河ドラマ「風林火山」をめぐって 平成18年９月19日
講師／佐倉一徳さん　ＮＨＫ長野放送局企画総務部副部長
　　　樋口　博さん　長野市産業振興部観光課課長

第2回 もっと楽しくて、元気な街づくりを 平成18年10月23日
講師／久米えみさん　ながのクラッセ会長
　　　樋口敦子さん　ながのまちづくりカフェメンバー

第3回 スポーツによる街づくりを 平成18年11月21日
講師／鷲沢幸一さん　アスレながの事務局長
　　　室賀　豊さん　長野市アイスホッケー協会理事

第4回 写真で見る長野の街並み 平成19年１月23日
講師／清水隆史さん　フォトグラファーほか
　　　常盤昭二さん　CMディレクター

第5回 健康と美容を保つために 平成19年３月22日
講師／虎羽里（トラバリ）ゼーラさん　アーユルヴェーダ・健康セラピスト

第6回 環境と街づくり ぱてぃお大門・TOiGOの設計に参画して  平成19年４月23日
講師／竜野泰一さん　株式会社エーシーエ設計 取締役副社長 ［一級建築士］

第7回 信濃グランセローズの挑戦 平成19年５月21日
講師／木田　勇さん　信濃グランセローズ監督

第8回 スポーツマンシップの大切さ 平成19年８月29日
講師／荻原健司さん　参議院議員・五輪金メダリスト

第9回 トウガラシの尽きせぬ魅力／ 「農」による地域活性を探る  平成19年10月24日
講師／松島憲一さん　信州大学大学院農学研究科  准教授

第10回 命のバトンを渡す「ビオトープ」／ 長野市をビオトープネットワークシティに  平成19年11月14日
講師／松岡保正さん　国立長野工業高等専門学校　環境都市工学科教授

第11回 簡単・おいしい・オシャレ/わたしのレシピができるまで 平成20年３月26日
講師／浜このみさん　クッキング・コーディネーター

第12回 あなたのからだは「築何年」ですか？ 平成20年７月14日
講師／角本浩二さん　バランスアドバイザー　長野県健康管理士会会長

第13回 アメリカ生活で感じたあれこれ ─変化に対して前向きになることの大切さ─ 平成20年８月19日
講師／針谷友久さん　東京中小企業投資育成株式会社 主任（長野県担当）

第14回 市役所第一庁舎及び長野市民会館の在り方を考える 平成20年９月16日
講師／水野守也さん　長野市総務部次長 兼庶務課長

第15回 長野パルセイロ ─優勝報告＆JFL昇格への挑戦 平成20年10月29日
講師／バドゥ・ビエイラ監督、薩川了洋コーチ、貞富信宏キャプテン

第16回 農業再生とブランド化 平成20年12月３日
講師／町田良夫さん　社団法人長野市農業公社 常務理事

第17回 地上の楽園は馬の背にあり 平成21年２月18日
講師／中山  修さん　中山法律事務所　弁護士

第18回 循環備蓄型の農業の実践 --- 宇宙のリズムにあった農業で一次産業の再生を試みる---  平成21年６月３日
講師／塩澤研一さん （財）いのちの森文化財団副理事長　（株）水輪ナチュラルファーム代表取締役

第19回 郷土を包む 「おやき」 平成21年７月14日
講師／小出陽子さん （同）ふきっ子のお八起 代表／信州おやきブランド化委員会 研究会リーダー

第20回 信州の伝統から生まれる食文化 ─漬物の新しい風─  平成21年9月2日
講師／宮城恵美子さん　（有）宮城商店専務取締役／木の花屋

第21回 飯綱高原を、もっと住みよく、おもしろく！ 平成21年11月24日
講師／志村雅由さん　NPO法人 飯綱高原よっこらしょ／代表理事

第22回 JFL昇格に向けて 平成22年3月17日
講師／薩川了洋さん　AC長野パルセイロ新監督

第23回 先人の知恵を受け継ぐ～トチの実、雑穀、あんぼ～ 平成22年5月25日
講師／石沢一男さん （有）田舎工房 代表取締役
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第24回 3度目でつかんだオリンピック出場  平成22年7月28日
講師／新谷志保美さん バンクーバーオリンピック代表  （株） 竹村製作所 勤務

第25回 逃げないスケルトン ～夢と感動と勇気を～  平成22年9月15日
講師／越  和宏さん スケルトン競技3大会オリンピック日本代表　(株)システックス所属

第26回 Go to J ～“J”を長野に--- いよいよ地域決勝大会！～  平成22年10月25日
講師／鈴木政一さん 長野パルセイロ・アスレチッククラブ強化本部長

第27回 グランドデザインの視点で「信州の食」を考える  平成22年１１月30日
講師／千村尚司さん 千村ブレイン代表・ソムリエ
 
第28回 ご利益のある町づくり  平成23年１月26日
講師／川崎史郎さん フリーライター・市民記者ネット代表

第29回 防災と危機管理  平成23年６月１日
講師／安藤長一さん  篠ノ井消防署署長、緊急消防援助隊長野県隊長（第二次派遣隊）

第30回 江戸のエコロジスト 一茶  平成23年８月30日
講師／マブソン青眼さん　俳人・比較文学者

第31回 Waを生かしたまちづくり 長野はもっと元気になる  平成23年９月28日
講師／井上裕子さん　信濃毎日新聞社編集局地域活動部長・編集委員

第32回 メディアから見た長野　平成23年10月19日
講師／田幸淳男さん　信越放送取締役相談役

第33回 旅の楽しさと長野の魅力で世界をむすぶ　平成24年1月31日
講師／飯室織絵さん　観光客向けゲストハウス「1166バックパッカーズ」運営

第34回 神輿で街の元気を呼び覚ませ　平成24年2月28日
講師／相原　哲さん　ながの町神輿連合会武睦会 会頭

第35回 長野とオリンピックレガシー　平成24年3月26日
講師／小林　亨さん　日本オリンピック委員会（JOC）勤務

第36回 すべてが一丸となって〝ながのの宝もの〟をJへ　平成24年4月24日
講師／薩川　了洋さん　AC長野パルセイロ監督

第37回 信州の野鳥たち　平成24年8月31日
講師／小宮山義光さん　日本野鳥の会長野支部会員

号外 門前まち花遊歩  ─牛に引かれて善光寺参り─　平成24年9月1日

第38回 見る  学ぶ  体験する  自然農法　平成24年9月27日
講師／塩澤研一さん　農業生産法人㈱水輪ナチュラルファーム代表取締役/（財）いのちの森文化財団 副代表理事
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市川理事長が旭日小綬章を受賞 
当所の市川浩一郎理事長が１１月３日、旭日小綬章を受賞
しました。長年にわたり、不二越機械工業株式会社の社長
として、半導体加工装置の開発を進め、シリコンウエハー
の加工精度や生産性を向上させるとともに、長野商工
会議所会頭代行、長野県テクノ財団理事長として、県内
企業の自立を支援した功績が高く評価されました。



ロンドンオリンピック時のロンドンはじめ
国内外で導入が伝えられるWi-Fiサービス
が長野市街地でもNTT東日本長野支店に
よって進行中です。支店長の侭田達男さん
をお招きして、Wi-Fiとは何ぞやというあた
りから、新しい観光スタイルの提案等、も
ろもろのお話をうかがいました。
　
Wi-Fiとは
　 　Wi-Fi（ワイファイ）を簡略に言うと、ケー
ブルレスすなわち無線LAN（ラン）でイン
ターネットに接続することです。ご自宅で無
線LANを使っている方も多いと思います
が、これが屋外にも拡大され、カフェや駅な
どの公衆無線LANで高速通信が楽しめる
ようになりました。しかし、これまでは端末
のメーカーの違いでうまく接続できないこ
とが多く発生。それで、端末メーカーなどが
違っていても相互接続性を担保する国際的
無線LAN認証「Wi-Fi」が誕生したのです。
　実はWi-Fiは無線LAN機器に付けられるブランド名で、異なるメーカーの機器同士の相互接続が認識されたことを示す名称
であるわけなのですが、転じて無線LAN機器の総称として使われています。家電量販店などでWi-Fiモデル対応とあるのは、
「無線LANでインターネット接続できる機械」という意味。無線LANはノートパソコン、タブレット端末、ゲーム機等々、さまざま
な端末に実装されており、特に今秋、GoogleのNexus7、Appleの iPad mini、任天堂の Wii Uなど次 と々 発売中で、各社が性能
プラス価格設定でしのぎを削っていることは皆さんもご承知の通りです。
　
拡大する利用シーン
 　Wi-Fi端末を公衆の場で利用できるよう無線LAN設置は交通機関
へも進み、つくばエクスプレスやJALの機内（一部路線）等で日常生活
と変わらないインターネット環境が有料で提供されています。ロンドン
地下鉄駅ではオリンピックを機にスタート（大会中は無料、大会後はプ
リペイドサービス）させました。またニューヨーク市では、公衆電話機
にルータを設置し、公衆電話がフリーWi-Fiスポットに（広告会社と協
業して導入から運用までコストに見込んでサービスを賄う）。
　NTT東日本は、無線LANを第三のブロードバンドインフラととら
え、光ステーションサービスを進めています。具体例として東京・自由

が丘の場合─NTT東日本が幹事となり、自由
が丘商店街（振興組合）＝店舗への光ステー
ション導入、東急電鉄グループ＝各駅への公衆
無線LAN敷設、大日本印刷＝商店街サイトの
運営・紙媒体ガイドの電子化、その他の企業
（広告代理店など）が協業し、「自由が丘ならで
は」の情報を常に発信しています。喜多方で
は、喜多方老麺会と喜多方市の協力でスタンプ
ラリーの実施、イベント会場と市内ラーメン店・
土産店・観光施設を繋ぎ、創客・誘客の実現を
図っています。県内では安曇野商工会堀金支
部IT委員会が観光客の増加を狙って安曇野
地域限定、無線LANを始めました。
　私ども長野支店でもWi-Fiの利用と活用を研
究試行し、手始めのモデルとして「善光寺表参
道をはじめとした中心市街地のWi-Fi計画」を
立ち上げました。

　善光寺表参道をはじめとした
中心市街地のWi-Fi計画
 　目的は2つあります。1つは、観光への活用。
長野市、（財）ながの観光コンベンションビュー
ロー、とNTT東日本が連携し、アライアンス企
業（地元フリーペーパー、古民家再生プロジェクト、その他団体）を巻き込んで、市
民・観光客に情報発信していきます。現在、光ステーションは長野駅から表参道に約
80カ所設置済み、長野市全体では258カ所。9月27日、地元テレビでプレス向けのデ
モの様子が報道されました。ちなみに長野県全体では約1000、東日本エリアにおい
ては12000ヶ所に設置されており、今年度末には5万ヶ所を目標としています。
　楽しく利便性に富んだ観光コンテンツを店舗等からリアルタイムに情報発信して
いただくことで観光客を店舗・イベント等へ誘引します。情報を見た観光客がつぶや
いたり、市や市民、ブロガーが情報アップしていただくことで店舗での商品購買やイ
ベント成功につなげたい。現地の生の情報を増やすことがカギと考えています。事前
に契約せずに無料でインターネットを使えるのは1日2回、1回10分までと限られてい
ますが、外国人観光客向けには2週間無料（ID/パスカード配布）で、長野駅・松代の
観光案内所にてWi-Fi利用による長野観光を呼びかけています。
　もう1つの目的は、災害時の対策。通信手段の一つとして無料でインターネットを利
用できるようにし、市民の安心・便利に繋げます。
　まだ緒についたばかりですが、長野市の地域活性化へつなげるべく努力してまい
ります。
 

リアルタイムの話題に耳をそばだてた聴講者はサロンの椅子席が足りなくなる
ほど。コンテンツの作り込みやアクセスポイント等々に関して質問意見が行き
交いました。

第39回
善光寺表参道と中心市街地のWi-Fi計画
平成24年10月25日（木）18：00～20：00

■座長　岩野　彰　　場所／NUPRI事務所　TEL.026-235-7911

講師／侭田達男さん　NTT東日本 長野支店長

ままだ　たつお　1960年生まれ、埼玉県出身。1984年、日本電信電話公社入社。2011年
6月よりNTT東日本 長野支店長。長野市在住

Wi-Fi活用による観光
振興イメージ

現在、JR長野駅～善光寺にかけて
258のアクセスポイントがある

参加者はタブレット端末でWi-Fi操作を試みた

JR長野駅観光案内所でもWi-Fi告知

付記：表参道の夜景を明るくしようと、10月よりNUPRI
事務所の夜間照明を点灯しています。（22時まで）


