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「ながぎん地域応援キャンペーン（第 11 弾）」を実施します
株式会社長野銀行（代表取締役頭取 西澤 仁志）は、2021 年 7 月 1 日（木）から 2021 年 12
月 30 日（木）まで、下記のとおり「ながぎん地域応援キャンペーン（第 11 弾）」を実施します。
本キャンペーンは、これまで地元信州の優れた環境資源を保護し、観光の発展をお手伝いする
ため、県内の文化財等の維持管理に充てていただく費用として寄付を行ってきました。
第 11 弾として実施する今回も、前回（第 10 弾）と同様に、県内の文化財等に加え、県内各所
で新型コロナウイルス感染症の影響から中止を余儀なくされている伝統行事・イベント等の伝統
文化の継承・発展に充てていただくために寄付いたします。寄付は、2011 年より実施しており、
今回を含め述べ 130 か所、1,300 万円となります。
（別紙参照）
なお、キャンペーン期間中、定期預金を特別金利でお預け入れいただけます。
記
１ 期間
2021 年 7 月 1 日（木）～2021 年 12 月 30 日（木）
２ 商品概要
商品
対象のお客さま
適用金利
お預け入れ
満期日のお取扱い

スーパー定期預金 1 年もの（自動継続扱い）
個人のお客様（個人事業主を含む）
ATM

年 0.03％

インターネットバンキング

年 0.03％

1 口 10 万円以上 1,000 万円未満
満期日以降の適用金利は、満期日時点の店頭表示金利（通
常金利）により自動継続

以

上

【お問い合わせ先】
総合企画部 広報担当 TEL:0263-27-3312（田原）
営業統括部
TEL:0263-27-3855（長崎）
〒390-8708 松本市渚 2 丁目 9 番 38 号
URL https://www.naganobank.co.jp/

別紙

ながぎん地域応援キャンペーン寄付先一覧表
実施期間

第１弾
（平成２３年６月～８月）

第２弾
（平成２４年６月～８月）

第３弾
（平成２５年６月～８月）

第４弾
（平成２６年６月～８月）

第５弾
（平成２７年６月～８月）

第６弾
（平成２８年６月～８月）

第７弾
（平成２９年６月～８月）

第８弾
（平成３０年６月～８月）

第９弾
（２０１９年６月～８月）

第１０弾
（２０２０年１０月～
２０２１年２月）

第１１弾
（２０２１年７月～１２月）

北信地区
善光寺、松代城跡(長野市) 奥裾花自然園（長野市）

文武学校（長野市）

川中島古戦場（長野市）

臥龍公園（須坂市）

姨捨棚田（千曲市）

中山晋平記念館（中野市） 須坂市動物園（須坂市）

象山神社（長野市）

大室古墳群（長野市）

戸隠高原（長野市）

長野市茶臼山動物園(長野市)
高野辰之記念館（中野市） 高梨館跡公園（中野市）

あんずの里保全事業(千曲市)
雷滝（高山村）

真田宝物館（長野市）

真田邸（長野市）

中野陣屋・県庁記念館
（中野市）

一本木バラ公園（中野市）

旧横田家住宅（長野市）

戸隠神社（長野市）

月の都 千曲（千曲市）

木島平ふるさと資料館
（木島平村）

野沢温泉道祖神祭り（野沢温泉村）

旧園里学校（須坂市）
東信地区
安楽時八角三重塔（上田市）上田城跡公園（上田市）

祢津東町歌舞伎（東御市） 史跡信濃国分寺（上田市） 前山寺三重塔（上田市）

長野県動物愛護センター
「ハローアニマル」（小諸
市）

小諸懐古園（小諸市）

安養寺（佐久市）

真田氏歴史館（上田市）

海野宿（東御市）

ぴんころ地蔵（佐久市）

鼻顔稲荷神社（佐久市）

上田城本丸東虎口櫓門
（上田市）

軽井沢風越公園カーリング
釈尊寺（小諸市）
ホール（軽井沢町）

旧中込学校（佐久市）

龍岡城五稜郭（佐久市）

旧大沢小学校（佐久市）

別所線千曲川橋梁（上田市） 川上犬（川上村）

星くずの里たかやま
北国街道 ほんまち町屋館
高野町祇園祭（佐久穂町） 黒耀石体験ミュージアム
（小諸市）
（長和町）

旧格致学校校舎（坂城町）

親沢の人形三番叟（小海町）
私立小諸高原美術館・白鳥映雪館（小諸市）

中信地区
中部山岳国立公園
乗鞍高原（松本市）

松本城（松本市）

旧開智学校（松本市）

源智の井戸（松本市）

あがたの森文化会館（松本市）

筑摩神社本殿（松本市）

上高地（松本市）

弘法山古墳（松本市）

木曽平沢地区（塩尻市）

安曇野市豊科近代美術館（安曇野市）

松本城（松本市）

穂高神社（安曇野市）

目赤不動尊（安曇野市）

平出遺跡（塩尻市）

塩尻短歌館（塩尻市）

贄川のとちの木（塩尻市）

長光寺薬師堂および宮殿
（安曇野市）

高ボッチ高原（塩尻市）

一日市場区舞台（安曇野
市）

白骨温泉の噴湯丘と球状
石灰石（松本市）

松本市歴史の里（松本市） 水木沢天然林（木祖村）

仁科神明宮（大町市）

木曽平沢漆工町（塩尻市） 塩の道ちょうじや(大町市)

寄付先

大峰高原の大カエデ(池田町)
市立大町山岳博物館(大町市)
旅籠「花屋」（麻績村）

穴沢のクジラ化石（松本市） 奈良井宿（塩尻市）

白馬青鬼集落（白馬村）

牛方宿（小谷村）

塩尻駅（塩尻市）

ギフチョウ・ヒメギフチョウ
（小谷村）

貞亨義民記念館（安曇野市）

奈良井宿（塩尻市）

碌山美術館（安曇野市）

コナラの大木（木曽町）

若一王子神社 流鏑馬神事（大町市）

妻籠宿（南木曽町）

八方薬師堂のエドヒガン桜（白馬村）

南信地区
諏訪大社、諏訪湖（諏訪市） 霧ヶ峰高原（諏訪市）

諏訪高島城（諏訪市）

尖石縄文考古館（茅野市） 旧竹村家住宅（駒ヶ根市）

熱田神社（伊那市）

高遠城址（伊那市）

飯田りんご並木（飯田市）

光前寺（駒ヶ根市）

諏訪市美術館（諏訪市）

尖石縄文考古館（茅野市） 諏訪市博物館（諏訪市）

茅野市八ヶ岳総合博物館（茅野市） 片倉館（諏訪市）
諏訪市立信州風樹文庫(諏訪市)
高島藩主諏訪家墓所（諏訪市）

中央アルプス檜尾避難小
岡谷蚕糸博物館（岡谷市） 島木赤彦記念館(下諏訪町)中越遺跡史跡公園（宮田村）屋および登山道（駒ヶ根
市）
南信州民俗芸能（飯田・下 飯田市人形時計塔ハミン
猿庫の泉（飯田市）
天竜峡（飯田市）
伊那地域）
グパル（飯田市）
（大島山獅子舞、新野の盆
踊り、遠山の霜月祭り、清
内路の手作り花火等）

茅野市神長官守矢史料館
飯田市立動物園（飯田市） 八島ヶ原湿原（下諏訪町）
（茅野市）
高遠石工（伊那市）

原村歴史民俗資料館
（八ヶ岳美術館）（原村）
箕輪町郷土博物館（箕輪町）

花桃の里（阿智村）

信州辰野ほたる祭り（辰野町）

元善光寺（飯田市）

いいだ人形劇フェスタ（飯田市）

２０先 各１０万円

１０先 各１０万円

１０先 各１０万円

１０先 各１０万円

１０先 各１０万円

１０先 各１０万円

１０先 各１０万円

１０先 各１０万円

１０先 各１０万円

２０先 各１０万円

１０先 各１０万円

合 計 ２００万円

合 計 １００万円

合 計 １００万円

合 計 １００万円

合 計 １００万円

合 計 １００万円

合 計 １００万円

合 計 １００万円

合 計 １００万円

合 計 ２００万円

合 計 １００万円

寄付金

