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　皆様　こんにちは。

　日頃　商工会女性部行事、地区行事にご参加、ご協力いただきありがとうございま

す。心よりお礼申し上げます。

　これからまた3年間長いお付き合いをよろしくお願いします。

　今期は東信地区また、県連の理事も（順番とのこと）おおせつかっております。そ

れぞれの会合に出席する中で各地区の団結力外や意気込み外などすばらしいパワーや

オーラを感じました。女性部中心に歌に踊りにまた、ジャム・パン作り、フキ取り、

煮付けと村おこしともいえる「モノ」を作ること・やることで商工会女性部の魅力と

楽しみをみんなにひろげ、会員の悩みや苦しみなどを話し合う会として活用している

とのことです。私たちもその様な会にしたいと思います…

　この3年間の中で、忙しく商売を頑張っている会員の皆様となにか一つ軽井沢商工

会女性部として作り上げられるものがないだろうかと試行錯誤していきたいと思いま

す。なにか良い思いつきがありましたらご提案、ご協力お願い致します。

　また、会員が減ってきておりますので皆様で女性部の楽しさ・研修会などで心と身

体のケアが出来ることなどを伝えていただいて、増員のお声がけをお願い致します。

　最後に会員の皆様のご協力とアドバイスをいただき、また事務局の協力も得て、今

期3年間頑張って参りたいと思いますので宜しくお願い致します。

ご 挨 拶
軽井沢町商工会女性部
部　長　　金　澤　明　美　
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　4年前、まちおこしと若手部員勧誘になればと、「信濃の国ロックバージョン」（平

安堂）のＣＤ発売と同時に取り寄せ、ダンスの先生に臼田独自の振付けをお願いしま

した。当初「難しい」「テンポが早すぎて踊れない」等反対の意見も多いスタートでし

たが、1年かけて練習し「よいやさ祭り」で披露したところ素晴らしいとの声が多く、

徐々に部員が増えていき市のイベントや祭りに参加するようになりました。3年目と

なった昨年サマーコンテストの話がまいこんできました。それではと、今までのダン

スにウェーブ、人文字を入れたいと先生にお願いしました。始めは何回も変る立位置

に、皆右往左往しこれは無理なのかと悩みました。でも毎回憑かれた様に真剣にとり

くむ姿に「これならコンテストに出せる」と確信し戸惑う部員を説得し応募となりま

した。7・8月の暑さにも休まず頑張った平均年令58才の21人、早出で準備してくれ

た女性職員、本会の援助、応援の皆さん、この皆の気持がひとつになって、40組中、

書類審査、ビデオ審査と勝ち残り、最終の2組に残りました。8月30日長野市若里

ホールの大舞台で踊り「まさか」のグランプリがとれました。24時間テレビに写った

り表彰式の舞台でうれし涙で感激する部員の姿に「やってきて良かった。ついてきて

くれて有難う」でした。

　女性部のまちおこしへの気持が回りを元気にし、又、この経験が次の女性部活動へ

の大きな自信になっていくと確信しています。

　その他、小満祭湯茶接待、20年も続く臼田学園訪問では手作りねじりパン持参で喜

こばれています。又、環境問題への取組みとしてマンスリーリサイクル活動、ペット

ボトルのキャップを集め発展途上国へのワク

チン寄贈を行っています。今、臼田特産品の

プルーンドレッシングの開発中です。

母ちゃんパワーで、まちおこし
佐久市 臼田女性部長　　佐々木　悦　子　
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　私たちが愛する町「御代田」は信州を代表する名山「浅間山」の裾野に広がる標高
700〜1,000メートルの高原の町。あおぎ見れば浅間山の雄大な姿がどこからも見渡せ、
そのパノラマはとてもビッグ。そして四季折々に変わる山容、今も歴史の面影を残す
宿場町、中山道小田井宿。知的香り「メルシャン軽井沢美術館」用明元年（586年）
の開山で、浅間山の噴火が鎮まるよう祈願のために造られ、神秘につつまれた古刹、
真楽寺。樹齢1,300年の神代杉等、古代の歴史に解れることができます。
　こんな素晴らしい環境の中で、御代田町商工会女性部は活動しております。会員数
は、30代から60代までの31名という少ない人数で、みんなで考え（企画）、みんな
で参加し（実行）、みんなで楽しみ感激を共に（共感）をモットーに活動を行っており
ます。
　主な活動としては、5月のふれあい広場は、町内に住む心身障害者の方や老人の方
たち、そして一般の方々一人ひとりが福祉についての認識を高め、互いの交流を深め
る目的で、町内の各団体や他市町村の作業所の方々で、各々自慢の産物を即売するの
です。女性部は今年は、流行の朝カレーならぬカップカレーと唐あげ、アイスコーヒー
でふれあい広場を盛り上げることができました。
　7月には、町最大のイベント、龍神祭が開催されます。来場者4万人を超えるこの
お祭りは、「甲賀三郎」の伝説発祥の地、真楽寺で「龍神開眼式」から始まり、メイン
会場で全長45メートルの日本一の龍が龍神太鼓の激しい轟と共に火を吹きながらう
ねる勇壮な舞が、人々を魅了します。かわいい二頭の子龍と女性だけで舞う姫龍が加
わり、お祭も最高潮。そんな中で女性部は、心を込めて作ったおにかけうどんを駅前
で販売します。朝9時に集合し、おにかけうどんの材料を切り始め、午前中には仕込
み終わります。約600食という多人数分を用意するわけですが、龍神祭りのおにかけ
うどん作りが、我が女性部の最大の活動になります。少ない部員数ではありますが、
このお祭りの時が最も多くの部員を動員することができるのです。部員一丸となり、
出来上がったおにかけうどんは、まさに絶品。おにかけうどんを食べなければ、龍神
祭りは語れません。完売した時の部員一人ひとりの喜しそうな顔と、達成感の強い強
い感動を私は一生忘れません。
　1月には、五穀豊穣、無病息災を願う男の祭で、日本の裸祭りの三大祭にあげられ
る「寒の水」。町や県から無形民俗文化財の指定もうけ、全国的にも有名です。ふんど
しひとつの裸になった行者たちが冷水を浴び、凍て付く道を走り熊野神社に
兎巾を奉納する大山講の名残りといわれる男祭で、それを一目見ようと全国から沢山
の人が集まりますが、その時にも400食余りのおにかけうどんを女性部がおにかけ名
人といっしょに作り、皆さんに振る舞うのです。この文化遺産が続く限り、私たち女
性部のおにかけうどんも、増々有名になってゆくことでしょう。
　そして、3月には、一人暮らし老人の会の給食サービスでは、お雛祭りのちらし寿
司を作り、いっしょに昼食を取りながら、昔の話を聞いたり、歌をいっしょに歌った
りと楽しい一時を過ごします。ある年に一人のおばあちゃんが「千の風」を独唱して
くださり、「もっと昔にこの歌を知っていたら、夫が亡った時に悲しまずに済んだのに」
と涙を流され、私たち女性部も涙を流したこともありました。この様な交流が少しで
も一人暮らしの方の力添えになればと思っております。
　活動は他にも、町内施設（きらく苑・豊昇園）への寄贈等のボランティア活動、知
識を身に付ける為の研修会、さらには親睦を深める為に年に一度、研修旅行を行って
おります。異業種の人たちの集まりではありますが、町を愛する気持ちは一緒です。
今後、部員を増やし、活動の幅を広げ、地域の活力になるような魅力ある女性の会に
していければと思っております。

　　御代田町女性部長　　金　丸　倉　子　
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　「今度の転勤で、軽井沢署へ来てくれると良いなあ。」
　「今の立場からすると、その可能性は全くないよ。」
　これは、昨年秋、軽井沢町に住んでいる高校時代の同級生Ｙ君と私が会った際の会
話の一部です。
　振り返ってみると、私が軽井沢という地名を意識したのは、今からちょうど４０年前
です。高校の入学式当日、学校内で信越線（現在のしなの鉄道）電車の学割定期券の
出張販売が行われましたが、購入者の列に同じクラスでただ一人、軽井沢から通学し
て来ているＹ君がおり、そこで列車通学の仲間として言葉を交わしたのが、軽井沢と
の関わりの始まりでした。
　そして、それから１０年後の昭和５４年、警察官になっていた私は、軽井沢署への応
援勤務で初めて軽井沢を訪れて旧道の臨時交番で一夏勤務し、その後も旧千ヶ滝プリ
ンスホテルでの当時の皇太子殿下（現天皇陛下）御一家の御静養の警備警護や、時の
総理大臣の宿舎警備警護などに従事するため、たびたび軽井沢に来ていました。
　Ｙ君とは、高校卒業後もずっと付き合っており、先日も、彼が経営する貸別荘に、
高校時代の友人十数人が集まりバーベキューをしながら当時の思い出話に花を咲かせ
ましたが、Ｙ君との何気ない会話が、この3月の人事異動で、アッと驚く現実のもの
となったのですから、事実は小説より奇なり、というところでしょうか。軽井沢町に
住民登録して早三ヶ月が経ちましたが、母校の高校と離れたこの地に、Ｙ君以外にも
先輩、後輩、同期生が大勢いることもわかり、軽井沢との何かしらのご縁を感じます。
　ところで、驚いたことがもう一つあります。
　この4月、２０年位前に応援勤務で来ていた際に宿舎として使わせて戴いていた、矢ヶ
崎川沿いの昔のサナトリウムを探しました。私にとっても最も軽井沢らしさが感じら
れる思い出の場所でしたが、既に取り壊されてしまったようで見当たらず、がっかり
していたところ、旧道のショーハウスでそのサナトリウムの写真が飾られているのを
見つけ思わず「あっ、これだ外」と叫んで、驚きやら、懐かしさやらでしばしその場
に立ち尽くしてしまいました。まさに鳥肌が立つ思いでした。
　３０年前にあった別荘の多くは、斬新なデザインのものに建て替えられつつあります
が、軽井沢の素晴らしい自然環境は、初めて来た当時と変わらずにしっかりと維持さ
れており、町の治安も指数的にはかなり良好であるように感じます。今後、更に皆様
に治安の良さを実感していただけるよう、努力して参りたいと思います。
　軽井沢町の経済活動を女性ならではの視点で支えられる軽井沢町商工会女性部の皆
様のご活躍が町の更なる発展の一翼を担うことは疑いのないところでありまして、女
性部の益々のご隆盛を祈念申し上げ、筆を擱きます。

軽 井 沢 と 私
軽井沢警察署長　　中　村　邦　男　
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　5月21日、22日諏訪市での県商工会女性部の総会とリーダー研修会に出席致しま

した。

　会場となったホテル前から道路を渡れば、すぐ水辺に下りられます。眼前に広がる

諏訪湖は水面を吹く風もさわやかで、遊覧船を浮かべた風情には心癒されました。夏

には大花火大会が有名で、夜空と湖面を覆いつくす様はさぞ壮観だろうと思いをめぐ

らせました。

　総会にひき続き行なわれた主張発表大会では、4地区の代表の方々がアイディア溢

れる活動の様子や悩みを限られた時間の中で、生き生きと発表されました。みんな頑

張っているんだなぁといつもながら感心します。

　翌日は、テレビなどでもご活躍の金子哲雄先生に依る「今すぐできる外お金をかけ

ない経営活性化のヒント」の講演会がありました。いくつもの実例を挙げ、分かりや

すくお話をして下さり、我店ならどうだろうと具体的に考えて下さり、先生から直接

アドバイスを頂ける貴重な機会に恵まれ、小規模店ならではの商売のアイディアを頂

戴しました。

　又、他地域の会員の方々との交流もリーダー研修会の楽しみの一つです。今回は南

相木村、浅科村の方達と同室になりました。すぐに打ちとけて下さり、夜の更けるの

を忘れておしゃべりをしました。

　こうして楽しみながら勉強にな

り、リフレッシュも出来る大満足の

研修会を体験して来ました。

　　松　崎　和　江　
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　7月14日、プリンスホテルに於て、一都十県の女性達の集会でした。

1,513人という参加者の数はまさに圧巻で、それぞれの装いも鮮やかな、まばゆい

ばかりの集会で誠ににぎやかでした。数人交わる男性達は女性のパワーに圧倒されて

少しお気の毒な感じを受けました。

　開会式から始り、主張発表11名。皆さん、大変立派な発表で、心に泌みわたるも

のがありました。

　基調講演会では、伊那食品工業会長塚越寛氏から大変貴重なお話を聞かせて頂き、

一同感動しました。

どなたのお話も、とてもお上手で迫力があり大変勉強させて頂きました。

　休憩をはさんでの情報交換会ではアルコール付きのお食事を頂きながら種々のアト

ラクションをみせて頂き、国際的避暑地軽井沢の私たちも参考にしたいと思いました。

朝、10時集合から夜、9時過ぎまで長い一日でしたが、初めて参加させて頂き、他

県の方達とも少し交流もでき、心に泌みた一日でした。

関東ブロック商工会女性部交流研修会
中　山　淳　子
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軽井沢商工会女性部からは18名出席しました。



　女性部の旅行というと楽しそうでもあり、少々面倒な気もするのが本音。と思いつ

つ、日々の目先の仕事に追われている身としては久々の休日を味わうのも気分転換に

なると思い、初めて参加させていただきました。

　順調な往路、どうやって時間調整をしましょうか？などと心配を始めたのもつかの

間、交通渋滞にはまり入場時間に少々遅れる事となった為、よしもとのステージを見

聞きしながら真暗な中でお弁当をいただく事となりました。停電の時や自然災害の訓

練の一部のような不思議な味わいで昼食をして品川よしもとから出ました。

　東京では歩道でのワゴン売りのお弁当がブームだとか。世の中変わるものですね。

聞いてみると私の姪も今、銀座で同じくお弁当売りの仕事もしているという身近な話

でもあった訳ですが、コンビニの賞味期限切れ弁当の取り扱い等がとりざたされてい

る昨今、さすがに東京は世の中の流れがいち早く顕著に現われる現実の地。しかし景

気問題のからんだ寂しい光景でもあり、またなんとか一攫千金をねらうエネルギー集

団でもあるのでしょうか。

　それから回ったのは“選び抜かれた小江戸川越”土蔵造りの店舗が連なる蔵造りの

町は交代で店を休んでいるという状況の平日だった為、盛況の程は少々つかみきれな

かったけれど、江戸の面影が残るような落ちついた風情がまもられている様子で、

しっとり感のあるレトロバスが巡回し、電信柱を地中に埋設した町並みは一瞬江戸時

代にタイムスリップしたような不思議な感覚に包まれる位、のんびり落ちついた雰囲

気もあり懐かしいような感動がありました。

　私達の町軽井沢を思う時、駅前のアウトレットの進出で流れが大きく変化してきて

10年余。成りゆきまかせでなく、自分達で、国際的避暑地を背景に持つ国際観光地

だと胸を張り、後世に引き継いで

いく事の大切さを旅行に参加して

深く感じ、女性のパワーを終結し

てこそ町を守っていくことができ

るのではないかとの感想を持ちま

した。

　女性部役員さんの細部にわたる

配慮に感謝し御健闘に頭が下がり

ます。
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研修旅行（東京・川越方面）
儘　田　玲　子

蔵造りの街だったため大火にも負けず街並みが残った
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部長から

東信地区、県連の報告がありました。

街には駄菓子屋横町があり

なつかしい食べ物が

いっぱいでした。

初
め
て
参
加
！

　
　

儘
田
さ
ん

中
央

何回か参加のお二人さんです

「早く話が終わらないかな」

なんて考えていませんか？

芋づくしの懐石料理です 車内で軽井沢検定やりました
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　それは平成10年の区の総会でのことでした。発地にも軽井沢最後であろうゴルフ

場が完成間近でした。環境にやさしいホタルや岩魚のすめるゴルフ場にしてください

と意見をだしたところ、区と三井不動産でホタル先進地である辰野町にホタル水路の

視察に行き、ゴルフ場脇の水路に石灰石を敷き詰めたホタル水路が150メートル完成

いたしました。平成12年の総会でホタル水路は出来たけれど、だれがホタルを発生

させるかと話題になり、「言いだしっぺのお前が中心になりホタルを発生させよ」との

要請を受け、下発地、上発地、杉瓜三区共同で、43名の会員と共に平成12年5月

「発地ホタルを愛する会」を発足いたしました。

　ホタルについての知識の無かった小生は、会員と共に辰野町よりホタルの保護増殖

の権威者である勝野先生を現地にお迎えし、水路の状況やホタルの餌であるカワニナ

についての勉強会を行ったり、辰野町には何度も視察に行き、先生からは昔のように

ホタルが戻るには10年かかるよと言われましたが、わずかに残っていた自然の回復

力や会員の努力により2年でホタルを確認、3年で結果を出すことに成功しました。町、

区の協力の下ホタル水路を400メートル増設し平成16・17年にはピークを迎え大

勢の町民の皆様や観光客の皆様にホタルの乱舞を見ていただき、今では梅雨時のお客

様の集客に一役買っていると思います。小生も3年前より区長になりホタルのことは

一緒にやって来た仲間にお任せしましたが、皆さんお忙しい中ボランティアに取り組

んでおり、今年もホタルの乱舞が見られます。晴れた日はホタルの光と同じくらい夜

空の星もきれいですよ。ホタルの発生の時期は源氏ホタルが6月下旬〜7月上旬、平

家ホタルが7月上旬から7月いっぱい見られます。皆様もお誘い合わせの上発地ホタ

ルの里にお出かけ下さい。

ホ タ ル と 私
発地ホタルを愛する会名誉会長　　依　田　寿　男　

天明3年の頃から

軽井沢を見つづける長寿桜

〔旧軽井沢神宮寺しだれ桜〕

前号でお伝えした枝に花が

咲きました。

長  寿  桜長  寿  桜
神宮寺のしだれ桜の妹かな？



　私の祖父母、「小林治平・なを」が明治39年土屋写真店を創業して以来、東京と

軽井沢で営業していた。

　3才の時、祖母と初めて来軽し目の前に浅間山、離山、愛宕山が大きく、初めて見

る山々は怖く感じられた。駅から人力車で砂利道を走った。その砂利道はロータリー

まで軽便（草軽電鉄）と平行しており、途中人家も殆ど無く、今の東雲の所には警察

署があった。大きな西洋館で当時としてはモダンな感じを与えていた。少し行くと右

側に「土屋牧場」の跡地があり、祖父の兄が経営していたとの事であったが、余り興

味もわかず、人力車の乗り心地も余り良くなかった。ロータリーで踏み切りを渡ると

小島屋があり、おもちゃや花火を売っていたのを目ざとく見つけて祖母におねだりし

たものだった。

　私は、はしかの後遺症で瞼にかぶれが生じ、いつかは失明の恐れありと医者にいわ

れたので、父が心配して空気が良い軽井沢で治療する様、祖父母に頼んだのであった。

「軽井沢温泉」という名で営業が行われていたこの温泉は、三笠ホテルの奥に湯ノ沢

と言う所に自然湧出でホテルでは加熱して使っていた。昭和の初め精進場川の河畔に

引かれたのである。家からは日本女子大学の三泉寮の前を通り、一本松の家を横切っ

て三笠通りに出て軽便の線路を渡って北に100メートル行った所に、精進場川の橋

を渡って坂道を下った場所にあった。中は白いタイル張りで明るく四畳位の湯船で

あった。

　祖母が「目が治りますように」と何回も云いながら温泉で目を洗ってもらった。

二ヵ月位で完治し、祖母の優しさに感謝している。

　7才まで毎夏温泉に通ったが、その後何時閉店したかは覚えていない。

　今、私達は4月から10月まで軽井沢に来ておりますが、こちらへ来るたびになつ

かしさがこみあげます。

初めての軽井沢

土屋写真店　　町　田　夏　子　
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　結婚を機に、一昨年の11月から、軽井沢に住むことになりました。
それまで東京で会社員をしていた私は、初めて軽井沢の駅に降り立った時、衝撃を受
けました。澄んだ空気のおいしさ。そして、見渡す限り広がる自然の素晴らしさ。旧
軽井沢の素敵な街並み。今日からここで暮らせることに喜びを感じ、何か、ここ軽井
沢に懐かしい感覚を覚えました。
東京は、交通の便もよく、何を買うにもすぐに手に入り、不自由なことは何一つもあ
りませんでしたが、どこか私の中で、もの足りないものがありました。中学まで九州
の自然の中で育ったこともあり、結婚したら自然の中で暮らしたいというのが私の夢
でした。まさに、軽井沢には、私の求めていたものが全て備わっています。
嫁ぎ先はフランスベーカリーというパン屋さんを営んでおり、5月の連休、夏季のシー
ズンは体力が持つかな、というぐらいの忙しさを経験しました。しかしながら周囲の
皆さん、ご近所の方々に励まされ、また助けていただいて、私自身も日に日にたくま
しくなってきたかもしれません（笑）。
　冬の軽井沢も素敵です。東京の友人からは、軽井沢の冬は想像もつかないほど寒い
らしいよと聞かされていたので覚悟はしていたのですが、マイナス15度の朝には驚
きました。しかし、澄みきった空気のツンとした寒さは、私にはとても心地よく感じ
られ、冬の軽井沢はお気に入りの季節となりました。
　春の軽井沢は、4月といえども肌寒く暖房などが欠かせません。突然、イベントが
開催されるような5月の連休が過ぎると、気がつけば新緑の輝く美しさに目を奪われ
ます。私はよく休憩時間に散歩をするのですが、5月6月の散歩は最高です。川のせ
せらぎを聞き、深呼吸しながらの散歩は、私が軽井沢に来て幸せを感じる瞬間でもあ
ります。
　夏の軽井沢は、まだ一度しか経験がありませんが、とにかく忙しいというのが率直
な感想です。が、街は避暑に来る人々で溢れ、活気があり、お祭り騒ぎのような日が
続きます。夜は、東京の熱帯夜を知っている私にとって、クーラーを使わず眠れると
いう快適な経験もさせていただきました。
　秋の紅葉も、私の大好きな軽井沢の風景です。
　一年を通して素晴らしい自然と、素敵な人たちがいる軽井沢に来ることができて、
本当に幸せです。
　私の尊敬する方が以前“地域の力”と題し述べられておりました。「近隣で互いに声
をかけ、励まし合い、一緒に力を合わせていく、対話と交流と参加の輪を広げてゆく
ことで、地域は活力に満ちた学びの広場になるのだ。」
　私自身、多くのことを軽井沢の地、また、軽井沢の皆さんから学び、大好きな軽井
沢がこれからも発展していくように、微力ながら努力してまいります。

軽井沢に嫁いで想うこと

　　フランスベーカリー　　田　村　幸　湖　
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　昔、スタンリー・キューブリックの映画に「2001年宇宙の旅」というものがあり

ました。短いスタンスでバブルと不況を繰り返し、インターネットなどによる情報の

速さ、何十年後かの軽井沢を想像することは、キューブリックが想像する神秘性と美

しき未来を想像できた時代からすると、今の日本では難しいのではないかと思います。

　私は軽井沢で育ちました。色々な機会に恵まれ、沢山の日本の別荘地というところ

を訪れましたが、やはり軽井沢は違います。田舎であって田舎じゃない。文化や西洋

の匂いがします。軽井沢のような別荘地は日本にはないと思います。でも昔からの伝

統だけでいいのでしょうか？これだけ軽井沢から東京へ通勤する人が多く、森を伐採

しマンションが沢山でき、夏でもエアコンが必要になった現在、「軽井沢って昔別荘

地だったみたいよ。」と言われてしまう時代がいつかくるでしょう。

　今の世の中はものすごいスピードで物事が進んでいます。しかし自然と生きている

軽井沢では都会と同じスピードが必要なのでしょうか？自然の中で生かされている、

共に生きているということを前提なしに将来の軽井沢はないと私は思います。人間の

スピードに合わせないと生きられない動物達が私達に害をもたらしています。どちら

が先住民だったか、私達は忘れてしまったような振る舞いをしています。もちろん自

然を守ろう、木を切るようなことは辞めようとするだけがいいことでしょうか？昔の

人たちは、必要でない木を選び切って森を育ててきました。手を入れない森の存続は

ありえません。木を切るとすべてが自然破壊だと思うのは間違いで、きちんとした知

識の上で考えないといけないことだと思います。

　ここ何年かで一番私が困ったことは、2年前の停電でした。以前から、冬の晴天率

の高さなどを思って太陽光パネルのことが気になっていましたが、今後町レベルで考

えていくべき問題と思います。沢山の自治体が助成金を出して太陽光パネルの設置を

推進していますが、個人レベルではなく、こ

れを営業施設や別荘まで対象を広げたらどう

でしょうか？確実に建物が増え人口が増えて

いる軽井沢、色々なところでエネルギーが作

れればエネルギー自給率が上がるはずです。

また別荘にまで門戸を広げることにより、エ

コな街づくりをアピールすることができます

2080年軽井沢の旅

ペンション ハイランド イン イーズ　　荻　原　代志智　
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若者のやる気にふれて！軽井沢観光協会理事をされペン シ



ン ションのオーナーでもある荻原さんをたずねてみました。

し、いない間に作ったエネルギーで夏過ごせるわけですから、別荘地としても魅力的

であると思います。都会からの「夏の住民」とともに生きてきた軽井沢、一緒に将来

も考える岐路に立っているときだと思います。実際、夏の間にもし災害が起きたらみ

んなが助け合わなければならないのですから。

　もう一つ私が考えなければならないと思うことは、食料自給率と高齢化社会です。

軽井沢にきた旅行者がまず喜んで買って帰るものに野菜があります。しかし、高齢化

が進み農業離れが続けば確実に「輪町モノ」が増えてしまいます。軽井沢の独特な霧

が出る気候、朝晩の寒暖差、この町の野菜のおいしさは本当に素晴らしいものだと思

います。この大事な遺産をぜひ子供達にも伝承していかなければならないと思います。

小中学生とおじいさんおばあさん世代がアグリサークルなどを作って休耕田で農業が

できたら、食べ物の大切さ、高齢者の知恵が共有出来るのではないかと思います。田

舎とはいえ、確実に核家族が増え、おじいさんおばあさん世代との関わりが少なく

なっているのは淋しい気がします。子供達が沢山の大人と関わることにより怒られ話

を聞くことは、悲惨な事件をふせぎ、人をいたわる心、優しさを学ぶ機会ではないで

しょうか？また、出来合いのものが食卓にのぼることも多い昨今、子供が作った野菜

を通して食卓が楽しくなるような気がします。

　先人達が新しいものを拒むことをせず、一緒に進化してきたという歴史がある軽井

沢を私はとても好きです。昔どこよりも早くスーパーカーが走り、皇族の方が近かっ

たこの町が新しい時代のものを取り込み一緒に共存し、受け入れることが得意だと

思っています。また軽井沢を訪れる沢山のリピーターが楽しみにしているのは、いつ

も変わらず「あの店のあれとあの店の

あのおじさんやおばさん」だと思いま

す。情報化社会の中、インターネット

で何でも取り寄せられる時代の中、変

わらないものがあるということは本当

に尊いことだと思います。2030年の

夏にも都会の子も軽井沢の子も笑って

いられる軽井沢がありますように、今

私達大人が長い目で、新しいことを始

める産みの苦しみを受け入れられたら

と思っています。
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　ある日、軽井沢在住のＳさんから、「俺の叔母さんがプルタブを集めて病院に送って

いるんだヨ、叔父さんが入院している時に車椅子に大変お世話になったんだ。プルタ

ブを集めると車椅子になるそうなんで、女房も協力して送っているんだヨ。」と聞きま

した。早速ネットで調べてみると、「環公害防止連絡協議会」という所でプルタブ、ア

ルミ缶回収運動をしている事が載っていました。

　だいぶ前に全国的なブームになりましたが、「集めてもどこに送ればいいか？」とか

「デマなのでは？」とうわさになっていたようです。けれど、この運動は、現在も続

いていて、なんと平成2年から21年までに1,806台の車椅子を贈っているそうです。

　活動の起こりはプルタブが落ちていると大変危険というところからで、落ちたプル

タブは歩いている人の足や靴底に刺さったり、動物が飲みこんで病気になったり死ん

だりした例が沢山報告されているそうです。

　この運動は「公害を生み出さない人づくり」と「空き缶散乱公害をなくす」ことを

目指しているそうです。

　では、何個集めたら車椅子になるのでしょうか？

　プルタブ160万個、アルミ資源800kgだそうです。800kgでアルミ製車椅子1

台と交換だそうです。

　詳しい資料を知りたい方は左記宛資料請求するか、インターネットでアクセスして

みて下さい。

軽井沢町商工会女性部では随時受け付けております。
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アルミ缶のプルタブで車椅子を！

エコ活動だより

環公害防止連絡協議会　関東支部（プルタブ専用）
　　〒232−0013
　　横浜市南区山王町1丁目8　加藤ビル
　　電話＆ＦＡＸ　045−252−7408
　　メールアドレス：yanoya@m4.kcn.ne.jp

〈集まったプルタブは埼玉で車椅子になります〉



夏は冷たく冬は暖かく低カロリー　
　　ボリューム満点のワンタンです
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海老と蓮根のワンタン

材料（二人前）
海老殻付き無頭でも可…25〜30g

蓮 根……………………40蓮　根……………………40gg

に ら……………………8に　ら……………………8本本

ワンタンの皮……………15ワンタンの皮……………15枚枚

塩レモンだれ……………適塩レモンだれ……………適量量

作り方
１　えびの尾背殻を取り除き荒く刻み酒・塩
　　に漬ける（20分）

２　蓮根はよく洗いすりおろし水分を切る。

３　にらは5〜6ｍｍに刻む

４　1〜3を塩少々・白醤油小2・ごま
　　油小1・酒小2混ぜ、ワンタンの皮
　　に乗せ三角に包んで口を閉じる。

５　鍋に湯を沸かし4を入れて茹で、浮
　　いてきて1分程経ったら湯を切り器
　　に盛り、レモン汁と塩で頂く。
　　（夏は冷やしても美味しいです）

えんどう  みほ
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脳を活発に！！
なぜ？どうして？と考えると脳は活発に！！
ユーモアも生まれ商売の見方もかわります

1．ビーチボールの中に入れるのは空気。
1．では浮き輪に入るのはな〜んだ？

答　え
　1.人　2.ピアノ　3.ヨン様　4.目薬　5.バスのブザーを押した人　6.ナイス
　7.火の用心　8.しりとり　9.四円（酔えん）　10.しんごうむし　11.ドイツ
　12.ソフトボール（祖父とボール）

2．どんなに真っ直ぐに置いても、
1．右が高く、左が低い。コレな〜んだ？

3．「4夏」。さてこれなんてよむ？

4．上を向いて下にさすものな〜に？

5．ひとさし指1本でバスを止めたすごい人はだれ？

6．すてきなイスって、どんなイス？

7．火事にならないようにいつも気をつける人って、何人？

8．サイやトラにはできるのに、
1．キリンやライオンにできないことってなんだ？

9．気のぬけたビールは何円？

10．赤信号なのに、道をわたる虫は？

11．いつもあうのに、顔をおぼえてくれない国はどこ？

12．おじいさんとするボールを使ったスポーツは？



　私は高校生の頃までは読書といえば野球に関係した本ばかりでした。中でも鈴木惣

太郎『アメリカ野球史話』は初めて買った本で、野球の本場アメリカ野球史の数々の

エピソードに興奮して読んだものです。次いで大和球士『プロ野球三国志』ですが、

これはわが国プロ野球史の裏表が描かれ、今のプロ野球ファンにもぜひ読んでもらい

たい本です。それから『テッド・ウィリアムズ自伝』（宮川毅訳）。テッド・ウィリ

アムズはアメリカ野球史上最高のバッターで、私にとっては野球の神様のような存在

です。何年か前のアメリカのオールスターゲームがボストンのフェンウェーパークで

行われたとき、車いすで始球式に臨んでいる姿を見ましたが、感涙ものでした。

　その後歴史物にも興味が移りました。叔父からもらった司馬遼太郎『歴史を紀行す

る』を読んでからだと思います。司馬さんは『街道をゆく』第1巻冒頭で「近江とい

うこのあわあわとした国名を口ずさむだけでもう、私には詩がはじまっているほど、

この国が好きである」と書いていますが、これには私は深く引き込まれてしまいまし

た。以下第43巻『濃尾参州記』（未完）までついてゆきました。歴史、民俗、地理、

その他諸々の方面にわたり、さし絵の須田剋太画伯と司馬さんとの短い会話にも面白

いものを感じました。

　続いて藤沢周平、綱淵謙錠『苔』は敗戦によって故郷（樺太、現サハリン）を失っ

た作者が戊辰戦争で賊軍となった会津藩士ら敗者を見つめる作品で綱淵ファンになっ

たきっかけの本です。

　その他、藤原正彦『若き数学者アメリカ』近藤紘一『目撃者』沢木耕太郎『深夜特

急』（全3巻）塩野七生『ローマ人の物語』（全15巻）などもぜひ読んでもらいた

い本です。

　最後に野田宇太郎『信濃路文学散歩』をおすすめ

します。この中の軽井沢についての記述は、明治か

ら現代の軽井沢をふり返り、軽井沢の将来はどうあ

るべきかについて大変示唆に富むものです。
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私の本棚から
旧軽井沢区長　　柳　澤　信　介　

本を読んで商売のチャンス知識豊富に読書のすすめ



新メンバーでスタートしました。

今後の発行に役立てたいと思います。皆様のご意見・情報をおよせ下さい。
（商工会まで　ＦＡＸにておまちしています）

中山淳子　上原美恵子　遠藤みほ　大島たき子　利根川徳子　園部悦子

　「町花さくら草を増やして」と動き出した花の活動ですが、
軽井沢の在来種と園芸種との別があり計画は一時ストップと
なりました。のちに、それ以外の花で美しい商店街づくりを
しましょうと再スタートをしたのが春の花の配布です。
　花の種類などの希望がありましたら商工会までリクエスト
して下さい。

地域振興から春の花の配布がありました。
元気に育っていますか。

軽井沢町商工会館内　軽井沢ライオンズクラブ

TEL  46−1127
又は商工会事務局　内堀和子届け

軽井沢ライオンズクラブから
奉仕活動支援物資にご協力下さい。

　日頃より日本・フィリピン合同医療奉仕活動にご理解・ご協力
ありがとうございます。
　35回目の奉仕活動を目前にしています。
　ご家庭で不用となった下記物資ありましたらよろしくお願いします。

・フェイスタオル・バスタオル・歯ブラシ

・せっけん・シャンプー・リンス　　　　
（小さなトラベル用や試供品でもＯＫ）

随時受け付けておりま随時受け付けておりますす
いつでもお持ち下さいつでもお持ち下さいい
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