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　軽井沢商工会女性部のみなさんはじめまして。２月に長野市の本部勤務から軽井沢
町に転勤をしてまいりました。どうかよろしくお願いを申しあげます。２月のはじめ
は寒い日が続き大雪も降り、私にとっての厳しい前途を感じさせる日々でしたが、こ
の頃は暖かい日も続き、これからは季節の変化を楽しみながら軽井沢のトップシーズ
ンを迎えていくのかなと、当地での勤務にすこし胸を躍らせているところです。
　軽井沢は人口約１万９千人ながら夏のシーズンは人口の１０倍以上の人で賑わうとい
う、首都圏の別荘需要と観光収入で潤っている日本の代表的な観光地というイメージ
を持っておりましたが、冬場は一転静けさを感じ、通年の活性化も当地の課題と感じ
たところです。
　こちらに赴任する際、軽井沢は首都圏のお客様も多く、サービス競争の激しい都市
銀行と比べられ、サービス要求度も高く苦情も多いと聞いておりましたので、当店も
都会的なきめ細かい洗練されたサービスと、地方銀行らしいおもてなしの心との両面
でのレベルアップをしていかねばと考えております。そのためには女性が特有の感性
を生かして積極的に仕事に関わっていただくことが大変重要と考えております。お客
様にご満足いただき、「さすが軽井沢」と言っていただける支店を目指して職員と共
に努力してまいりたいと思っております。
　八十二銀行もここ数年でようやく女性支店長が何人も出てくるようになり、女性な
らではのお客様満足度の高い支店経営を展開しており、評価も実績も上々と聞いてお
ります。女性が元気な組織は活力が違います。商工会女性部のみなさんが元気で活躍
されることが町の元気につながっていると思います。これからも軽井沢町を明るく照
らす太陽のような存在であっていただきたいとご期待を申しあげます。
　先日、旧軽井沢にテレビで話題のお店があって、行って見ようと旧軽井沢に足を運
んでみました。この時期でもツアーガイドさんが１０人くらいの観光客を引き連れ商
店街を案内しておりましたが、圧雪が道に残ったままでご婦人方が歩くのに苦労をし
ていました。軽井沢のメッカの場所の雪かきがされていないことにはちょっと違和感
を感じたというか、正直がっかりいたしました。行政も含め観光客への配慮等軽井沢
を更によい町にする努力の余地はまだまだあるのではと感じております。
　外国人新富裕層の観光客誘致も検討されるなか、
女性部の皆様のお力がますます重要であろうかと
思います。軽井沢町が将来に向けて増々輝き続け
ることを祈りつつ、軽井沢商工会女性部のご発展
と、会員の皆様方のご健勝を心よりお祈り申しあ
げます。

女性のパワーが社会を支える
八十二銀行中軽井沢支店

支店長　　滝　 沢　　  威　
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　「軽井沢」この地名を聞けば憧れの気持ちを持つ人は大勢いると思います。まさに私
もそうです。
　私は松本市郊外の波田町に生まれました。家族はそこに住んでいます。波田町は松
本市から西、上高地方面へ１０キロ程行った所で、すいかの産地として知られています。
今年４月には松本市と合併します。
　私が初めて軽井沢を訪れたのは中学３年の時でした。父に連れられ車での日帰り日
程でやってきました。軽井沢へ行くと聞き、胸を躍らせ車に乗ってきたのを覚えてい
ます。当時三才山トンネルは無く、青木峠越えでしたので軽井沢へ来るのは結構大変
でした。昔の記憶になりましたがその時に見た浅間山の勇壮な姿、また白糸の滝の印
象に残る不思議な風景は記憶にしっかりと残っています。その後何度か軽井沢を訪れ
ていますが軽井沢と聞けばその時の記憶がよみがえります。
　その軽井沢に今年１月中旬、本店にて辞令を受け２月１日に赴任しました。冬の軽
井沢は初めてで寒中の赴任となりましたが、冬は冬でまた独特な雰囲気があることを
感じました。冬の静けさの中、落ち着いたたたずまいの町からじっと春を待つ息づか
いが聞こえてくるようでした。
　私どもの軽井沢支店の開店は、八十二銀行の行史によりますと「明治４０年６月１０
日六十三銀行軽井沢出張所（小諸支店所属）として北佐久郡東長倉村軽井沢６０６番地
に開設、夏季のみ開店」との記載があります。私は赴任早々の２月３日節分の日、神
宮寺様と諏訪大社様の節分の行事にご招待いただき、豆撒きをさせていただきました。
役員の皆様が苦労されて用意された豆を撒かせていただきながら当店は地域の皆様に
百年以上の長きにわたりお世話になり貴重な歴史を刻ませて頂いていることを実感し、
日頃のご愛顧に心より感謝申し上げたいと思いました。
　今、軽井沢で事業を営まれている皆様の一番の関心事はこの景気の先行きではない
かと思います。物価が下がるというデフレ状態に再び陥っているとの報道がある中、
消費が大きく落ち込んでしまっています。外国の一部新興国の景気は持ち直しつつあ
るようですが、主要先進国の景気回復は遅れ、日本の景気見通しもなかなか上向いて
きません。しかしこの厳しい状況を何としても乗り切っていかなくてはなりません。
そのためのお手伝いをさせていただくために、軽井沢町商工会女性部の皆様との連携
を深め、お役に立てればこの上なく光栄に存じます。
　憧れの地、そして百年以上にわたる歴史を刻ませていただいた軽井沢の地でお世話
になります。どうぞ宜しくお願いいたします。

宜しくお願いいたします
八十二銀行軽井沢支店

支店長　　波 多 腰　　亨　
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　不景気、不景気が世の中の合言葉のように耳に入ってきて、本当にこれからどう

なってしまうのかと心配になります。そんな時女性部講演会があると聞き出席しまし

た。八十二銀行中軽井沢支店長の西沢清様から景気、経済の見通しについてお話しを

して頂きました。“あれ？”誰かに似ているなあと思い、歌舞伎俳優の人に似ている

のだなあと気付きました。私だけだと思ったら、他のテーブルの人達も思ったようで

話しているのが耳に入ってきました。皆思う事は、同じだと少し笑ってしまいました。

時代の流れは本当に早いもので、十年一昔がこの間のように思われます。あんな事が

あってもう十年が過ぎたのかと、つくづく時の流れの早さに驚かされます。こんな世

の中でも、勝ち組、負け組があると聞き、勝ち組はそれなりに努力して、世の中の流

れにのった人が生き残れるとの事、頂いた資料に目を通すと、もっともだと思い考え

させられました。まだまだ先の見えない経済のようです。
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講演会・新年会に参加して
土　屋　紀　子

中村橋之助中村橋之助にに
似ているらしい似ているらしい……

四季折々四季折々
にに

若いだん
なにかえ

てみた

若いだん
なにかえ

てみたいい
嗣嗣

年齢制限あり年齢制限あり？？



　講演会が終わり、プリンスホテルフォレスターナ軽井沢の建物を見学させて頂きま

した。ホワイトを基調とした教会、ダークブラウンを基調とした教会が二つ、同じ色

の披露宴会場もありました。バージンロードの素敵な事、ガラス張りで、中が四季

折々にデザインが変わるそうです。今の若い人達は幸せだなぁと思いました。

　新年会が始まり、おいしい料理を食べながらゲームをしたり、テー

ブルごとの楽しい、歌や踊り本当に芸達者には驚かされます。

　不景気なんか女性部の人達の活力で、吹き飛ばしてしまったようです。

　これだけの活躍出来る

　　　商工会女性部バンザイ外
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若いだん
なにかえ

てみたい
嗣



　この会は、軽井沢町商工会としては、2度目の参加になります。
　江戸日本橋から京都三条大橋までの69次西と東を結ぶ中山道（東山道）は、江戸
五衛道の1つです。江戸以前から旅人が、踏みしめて歩いた中山道は、各地域で宿場
ウォーキングの流行とともに現代人の心に残る姿に整備されつつあります。長野県に
は25宿あり、今回は、軽井沢から岩村田までの5宿を歩く旅でした。
　碓氷峠の熊野皇大神社−軽井沢宿−沓掛宿−追分宿−小田井宿−岩村田宿の順です。
バス3台で長和町方面の方々30名、武石方面の方々30名、浅科・南相木方面の方々
30名が、出発点である碓氷峠の熊野皇大神社に集まり旅が始まりました。今回、講
師として岸本豊氏（追分資料館館長）を迎え軽井沢を中心にお話しをして下さいまし
た。碓氷峠は、中山道の難所だったこと、熊野皇大神社は、左側が長野県（伊智宮）
右側が群馬県で（新宮）となっていて本宮の大屋根で県境をまたいでいるなど。峠の
力餅も名物です。峠を登って来た旅人も下りて行く旅人もここで力を蓄えたのでしょ
う。見晴台へ登り四方八方の山々をながめ、バスにて軽井沢宿（旧道）へ向かいまし
た。バスの通っている道は、本当の中山道ではなくもっと山の段差の厳しい獣道が古
い中山道だそうです。岸本氏が以前道案内を道の両側の木々に付けておいたそうです。
参加者は、年配の方が多いのでバスで二手橋近くまで行きました。つるや旅館さんの
前を通り銀座通りへ、綿天ぷらさんあたりに軽井沢宿の標木が木々に囲まれひっそり
と立っていました。そしてバスで沓掛宿（中軽井沢）へ本陣跡を通り一路追分宿へ浅
間神社をすぎ、堀記念館あたりでバスを降り「わか去れの碑」まで歩きました。追分
宿の町並みは古い時代を思い起こさせる風情が残っていると思いました。北国街道と
中山道の「わか去れの碑」にみられるように「追分」の名を嫌って和宮一行はこの追
分宿に泊まらなかったそうです。でも一番栄えていた宿場だった様です。昼食をはさ
みエコール御代田、小田井宿の安川家、宝珠院見学をし、岩村田宿の藤雲寺で解散と
なりました。次回は、北国街道の企画を立てているそうです。ぜひ多くの会員の方に
参加していただきたいと思います。
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「信州・中山道歴史研究会」に参加
東信地区商工会女性部事業として　　

金　澤　明　美

伊能忠敬の地図の中山道と明治道・大正道 木曽街道六拾九次　英泉画追分（1835）
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十二月（師走）は、師が東西に忙しく走り回るくらいバタバタとしてし　十二月（師走）は、師が東西に忙しく走り回るくらいバタバタとしてしまま

うという意味があるらしいです。ご多分にもれず、私達ですら何となく落うという意味があるらしいです。ご多分にもれず、私達ですら何となく落ちち

着かないのが十二月だと思いますが、そんな十二月に老若男女問わず誰も着かないのが十二月だと思いますが、そんな十二月に老若男女問わず誰もがが

ウキウキしてしまうのがクリスマスというイベントではないでしょうかウキウキしてしまうのがクリスマスというイベントではないでしょうか。。

そんな暮れの某日、商工会女性部主催のクリスマスリース作りがあり、　そんな暮れの某日、商工会女性部主催のクリスマスリース作りがあり、私私

も十人程の方々と参加させていただきました。心を躍らせて集合場所の商も十人程の方々と参加させていただきました。心を躍らせて集合場所の商工工

会館の部屋に入りますと、すでに材料等がすべて揃っている状況で早速作会館の部屋に入りますと、すでに材料等がすべて揃っている状況で早速作業業

が始まりました。私もそうでしたが、ほとんどの皆様方はクリスマスリーが始まりました。私もそうでしたが、ほとんどの皆様方はクリスマスリースス

といえば、丸いドーナツ型の飾り物を連想させると思いますが、今回はもといえば、丸いドーナツ型の飾り物を連想させると思いますが、今回はもみみ

の枝の形をそのままにしてリースにする、私にとっても初めての経験でしたの枝の形をそのままにしてリースにする、私にとっても初めての経験でした。。

もみの枝に様々なオーナメントを取り付けるのですが、その一つ一つのオもみの枝に様々なオーナメントを取り付けるのですが、その一つ一つのオーー

ナメントがすごく可愛く、そして仕上がりがとても豪華になりました。バナメントがすごく可愛く、そして仕上がりがとても豪華になりました。バララ

のプリザーブドをいくつかつけ、フェルトの星型のものやら、ビーズ、チェのプリザーブドをいくつかつけ、フェルトの星型のものやら、ビーズ、チェーー

ン、上品なパープルの大きな花、赤い実、リボン等々を飾り付け、その配ン、上品なパープルの大きな花、赤い実、リボン等々を飾り付け、その配置置

はそれぞれの方々の個性があって楽しい素敵なひとときでした。製作時間はそれぞれの方々の個性があって楽しい素敵なひとときでした。製作時間もも

意外に短くて、作品を家に持ち帰り、早速店の最も目立つ場所に飾り、家意外に短くて、作品を家に持ち帰り、早速店の最も目立つ場所に飾り、家族族

をはじめ、来店いただいたお客様方にとても喜んでいただいた事は私にとをはじめ、来店いただいたお客様方にとても喜んでいただいた事は私にとりり

ましても貴重な体験でしたましても貴重な体験でした。。

今年も再びこのリース作りがありましたら私は是非また参加させていた　今年も再びこのリース作りがありましたら私は是非また参加させていただだ

くつもりですし、皆様方も少しだけ時間くつもりですし、皆様方も少しだけ時間をを

作っていただきひとりでも多くの方に参作っていただきひとりでも多くの方に参加加

していただけたらと思いますしていただけたらと思います。。

最後になりましたがクリスマスリース　最後になりましたがクリスマスリース作作

りのセッティングをしていただいた方々りのセッティングをしていただいた方々にに

深く感謝致します。ありがとうございました深く感謝致します。ありがとうございました。。

リース作りに参加して
大　島　たき子
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　去る2月20日、第一回軽井沢検定を終えました。284名という予想を大きく上回る
方々に受験していただき、主催者として嬉しく思っています。京都検定、神戸検定、
小樽検定とご当地検定が全国各地で花盛りです。軽井沢でもと思い立ち、協会事業に
組み入れたまではよいのですが、実際に実施できるか大変不安でした。中でも300ペー
ジからのテキストをどのように作ったらよいかが大きな課題で、他を見ますと、大学
のある都市は大学の力を借りる、主要新聞社の力を借りるなど、それぞれです。テキ
スト編集委員会をどのように構成し、その中心をどなたにお願いするかで、決まるわ
けです。早速、県内主要新聞の本社にあたりましたが、良い返事はもらえず、新聞社
関係はあきらめました。となりますと、次は大学ということになります。要となる編
集委員長（監修者）を誰にお願いするか、頭に浮かんだのは東京学芸大学名誉教授の
市川健夫氏と信州大学長山沢清人氏の二人です。市川氏は地理学者で地域の歴史に精
通し、軽井沢町史にも携わった方です。山沢氏は昨年学長に就任された工学系の方と
聞いています。考えているだけでは進みませんので、とにかくあたってみようと、市
川氏に手紙を書きました。山沢氏は工学系で畑違いなのかな、との思いがあり市川氏
に先行依頼となりました。市川氏とは久しくお会いしてなかったのですが、連絡がと
れ、住まいの小布施を訪ねました。市川氏の自宅では、同行の協会理事で検定担当の
平林健志さんの歴史観と意気投合し、時間の経つのも忘れるくらいでした。ここで、
市川氏の協力を得ることができるとともに、編集委員として佐久市在住の小林收氏の
紹介を受けました。氏は元佐久市史編纂委員で、軽井沢についても多数の著書を出さ
れている方で、委員として加わっていただければ、鬼に金棒です。編集委員会は、こ
の二人の中心人物の協力が得られ固まっていきました。後は、町内の専門の機関・人
を依頼し委員会を結成することが出来ました。編集を業者委託することもなく、町外
部の識者との連携、内部の専門家・出版発行所等、そのほとんど軽井沢自前で検定事
業が達成できたことは、携わっていただいた全ての人たちの力の結集であると感謝し
ています。官と民の連携という意味でも大きな成果ではないかと考えています。
　終えてみて、テキスト編集の過程で軽井沢の歴史を改めて勉強し、今日の知名度に
ふさわしい歴史を刻んできたと再認識しました。また、検定という制度は軽井沢発で
はありませんが、地域を学ぶ手だてとして、何と素晴らしいシステムであるかという
ことを知りました。今回は第一回ですが、8月22日に第二回目を予定しています。さ
らに充実した内容にすべく励んでまいりますので、今後とも注視いただき、ご参加い
ただければと思います。
　このような紙面汚しの機会をいただきましたことに心より感謝申し上げます。

第1回軽井沢検定を終わって
軽井沢観光協会

会　長　　藤　 巻　　  進　
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　私たち、NPO法人軽井沢・森の街つくり隊は、「森（自然環境）と街（地域社会）
の共助共栄」をテーマに、メンバーたちが持ち寄ったアイデアや夢を実現するための
活動を行っています。これまでに、中軽井沢の商店街のシャッター32箇所に森と野
鳥の絵を描いたり、中軽井沢駅周辺のお勧めスポットまでサインポストを35箇所設置
して散策コースを整備したり、沿道を季節の花で飾るなどの活動を行っています。
　最新の事業では、先日まで熱く夢を与えてくれたバンクーバーオリンピックで、ス
キー関係の開催場所で知られた、軽井沢町の姉妹都市カナダ・ウイスラーとの交流を
もとに、軽井沢のカエデから採取された樹液とカナダ産の樹液をブレンドしたメープ
ルシロップを新しい名産品として創出いたしました。
　軽井沢開発の祖、宣教師A・C・ショー師の出身地であり、姉妹都市ウイスラーを
有するカナダは、先程述べたように軽井沢とゆかりの深い場所です。そのカナダのナ
ショナルツリーである「サトウカエデ」を、軽井沢の里山や使用されてない遊休地に
植樹を行い、地盤保持や土砂災害の予防に努めるとともに、美しい紅葉で野山を彩る
「サトウカエデ」を新たな観光資源として活用しています。
　これに併せて、カエデの樹液を原料とする「メープルシロップ」を軽井沢の名産品
としてプロモートし、植樹したサトウカエデが成長する20年後には、軽井沢産100％
のカエデ樹液を使用した「軽井沢メープルシロップ」が地域の産業に育つよう基盤作
りに力を注いでいます。
　昨年は、軽井沢で育っています「カエデ」から採取した樹液をカナダ提携工場へ送
付し、軽井沢・カナダ共同によるメープルシロップが完成しています。
　姉妹都市提携10周年を記念して、メラメド・ウイスラー市長が昨年の8月軽井沢
に訪問された際、国際親善パーティーにおいて、軽井沢産樹液使用のメープルシロッ
プが、ホテルのシェフによってメニューに使われました。
　また、「軽井沢＆ウイスラー・メープルシロップ」の紹介ブースを設けて宣伝を行う
とともに、パーティーに参加しましたメラメド市長に姉妹都市親善の証としてメープ
ルシロップを贈呈しました。
　今後、サトウカエデによる樹液採取のため、サトウカエデ植樹の計画としまして、
民間遊休地・町有地・公園等に植樹を計画しています。
　なお、区切られた地域に限定した植樹を行い、生態系や自然環境に配意した活動に
心掛けたいと思っています。
　しかし、サトウカエデから樹液を採取できるにはまだまだ年月がかかります。昨年
に引き続き本年も軽井沢に生息していますカエデから、樹液を採取していますが、限
られた本数しかないのが実態です。一般の町民の方から情報をいただき、採取できる
カエデの確保に努めているのが現状となっています。
　本年も何名かからの協力をいただき、採取を行っています。ぜひご協力をいただけ
る方がおりましたらお願いしたいと存じます。
最後に、3月に新しい森の街をモチーフにしましたバナーが完成しまして、中軽井沢
の商店街を中心に国道18号線及び、146号線の街灯60箇所に設置が終了しました。
　まずまずの出来栄えと思います。どうか楽しんで見ていただければ幸いです。
　これからも、町の活性化に少しでもお役に立てればと隊員一同がんばりますのでよ
ろしくお願いします。

住みたくなる街そしてメープルの街を目指して
NPO法人　軽井沢・森の街つくり隊
理事長　　佐　藤　一　郎　



　主な行事として、春と秋に中軽井沢駅前で開催する、若葉祭りと紅葉祭りです。

　中軽井沢町の活性化のため、商工会をはじめ各種団体と共に助けあいながら、協力

して行う一大行事であります。

　女性部での参加は、温かいうどんとそばのコーナーです。当日のお天気により、人

手が左右され、時に足りなくなったり、あるいは売れ残ったりと、毎回発注の悩みど

ころです。また、うどん、そばの他に、おやきと、お団子も大変好評です。

　エコに対して積極的に取り組み牛乳パックの再利用を考え小さなカゴを作り、飴を

入れたり鉛筆を入れたりして、手頃ねだんで売ったりしました。

　牛乳パック再生案には、知恵の出し合い、制作においては、おしゃべりしながらの

漬物談義となり、なによりの講演会でした。

　手を動かし、口を動かし、日頃のうっぷんばらしに、理由や、内容はともかく、仲

間の皆さんと共に過ごす時間は何よりも楽しいものでした。

　部員どうしの親睦はもとより、他の団体さんとの交流も深まり、自分自身の糧とな

ることでした。

　そんな活動内容ですが、忙しい日々のなか参加してくださる部員の皆様に感謝です。

商工会女性部中軽井沢支部の活動内容
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土　屋　千佳子



　こんにちは、サービス連盟会の本島といいます。この度このような機会を与えてい
ただき、大変感謝しています。歴史は長いですが、まだサービス会をご存じない方も
あると思います。この場をお借りして、サービス会を紹介させていただきます。
　現在当会は、第54期目の事業年度にあります。私が生まれたと同じ頃軽井沢でこ
の組織が誕生したことになります。それを考えますと、歴史の重みを痛感し、先人の
ご努力に一層頭の下がる思いです。
　当会会員の地域は新軽井沢と旧軽井沢にまたがっており、現在38店で構成されて
います。時代の流れとともに会員数も少しずつ減少していますが、現会員はとにかく
みんなで頑張っています。
　原稿を依頼されてふと思ったのですが、当会の会長さんはどなたから始まったのだ
ろうと。そこで会重鎮の一人である、ますやの小林さんにお尋ねしたところ教えてく
れました。
『一番最初が旧軽ロータリーの小田切さん、次がつちや百貨店の重信さん、次がヤオ
トクの雅義さん。』と。
　当時の券はいわゆる《カルタ》くらいの大きさで、やはり100円に1
枚お客様に差し上げていたそうです。今はとても小さくなっています。
　ではここで、事業についてお話します。毎年の定番となっている事業は、秋の食事
会と春の温泉旅行です。毎回参加されている方もあって、町内の皆様にとても喜ばれ
ています。しかしその昔と比較しますと、参加される方は残念ですが減りました。当
時の記録がありますので、少し振り返ってみましょう。
　煙29期（1985年）大海原をジェットホイルでおけさの佐渡へ〈39名〉
　煙30期（1986年）テーブルマナー　万平ハッピーバレー〈209名〉
　煙32期（1988年）瀬戸大橋・金比羅宮・大鳴門橋四国の旅〈47名〉
　煙34期（1990年）100万ドルの夜景・ホンコン3泊4日〈47名〉
　煙37期（1993年）熊本・長崎・ハウステンボス2泊3日〈46名〉
　煙40期（1996年美川憲一ショー〈280名〉
　こんなふうに並べてみると、改めて驚かされます。とにかく勢いがあったと感じま
す。皆様の中にも参加された方がいらっしゃるのではないでしょうか。
　添乗員として私が始めて参加したのが、39期（1995年）の京都・伊勢志摩2泊
3日の旅でした。この時は35名の参加でした。
　当時と比較してしまいますと、縮小したことは否めませんが、軽井沢サービス連盟
会は、独自の組織としてこれからも会員一丸となって地域を盛り上げていくことに変
わりはありません。
　先人よりお預かりした財産を大切にし、存続する限り町内の皆様はもとより、多く
の別荘の皆様にも喜んでいただけるような、魅力ある催しをご提案できればと考えま
す。もし何かご意見やご要望がありましたら、何なりとお声を掛けてください。
　終わりになりましたが、大変貴重な場を与えていただいたことに感謝を申し上げ、
お話とさせていただきます。ありがとうございました。

地元で生きるスタンプ会
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軽井沢サービス連盟会
会　長　　本　島　光　彦　



　軽井沢でお店をオープンしてやがて30年になります。最初は三越で創作アクセサ

リーを売っていて、夏だけ軽井沢生活を楽しむ位の軽い気持ちで始めたお店ですが、

今となって見ると、このお店のおかげ様で、生活が支えられ友人も出来、生きがいも

持つ事が出来ました。冬の軽井沢、雪の中を犬と散歩していても、美しい白い風景に

みとれてしまい幸せな気持ちになります。ただ長い年月いつも感じている事はこの美

しい冬は、生活には厳しく、どうしたら冬を乗り切る事が出来るか、毎年考えてしま

います。バブルの時に店をオープンした私は、この数年の厳しい事は考えられもしま

せんでした。でもだからこそ、デフレで物が余り、安い物が出回っている今、個性の

ある手作りのものや、お客様の好みを知り大型店と差をつけ対面販売をします。通信

販売やインターネット販売が流行っていますがお客様に似合っている物や似合わない

ものをアドバイス出来るのは、対面販売の良さです。もう一つ、9年前にギャラリー

を作りコンサートや、展覧会、貸画廊、シャンソン教室、等々人が集まる事を工夫し

ています。軽井沢には長く続いている店がたくさんありますが、皆様の良い所を見

習って、お客様と町内の皆様、商工会の皆様に支えて頂き、楽しい店づくりを考えて

行くつもりです。末筆ですが、田嶋陽子先生が冬の軽井沢が元気になる様に五年前に

トークやコンサートを計画して下さいました。雪の中全国の皆様が軽井沢へいらして

下さって、ホテルやタクシー、他、当店にも御来店頂き、こんな時代ですから、物は

そんなに売れるとかではないのですが、

とても宣伝になりました。先生に感謝

しています。先生の元気を頂いてこれ

からも夢を売る店づくりを心がけて行

きます。

花の妖精とギャラリー“花の妖精”

内　山　保　子　
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2．信毎マラソン　5月23日（日）
今回25回目で新軽、旧軽を走るそうです

県内外から4000人参加予定
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　いくつかのイベントが行われていて、多くの人を集めて
経済活性化を向上させようとの試みだそうです。いくつか
ご紹介します。このイベントに参加する為に来軽されるお
客様に私達女性部員として何ができるかみんなで考えてみ
ませんか…

こんな事もある軽井こんな事もある軽井沢沢

3．サンケイスポーツ軽井沢リゾートマラソン
10月24日（日）

　　今まで千葉マリンマラソンとしてやっていたものを
　　軽井沢にもってくる計画

1．信州ディスティネーションキャンペーン
（詳しくは13〜14ページをご覧ください）

4．軽井沢合唱フェスティバル2010
8月20日（金）〜22日（日）

　　もともと東京で行っていたが2005年から
　　音楽の町軽井沢で行われている

以上ざっとご紹介しました。詳しい資料は商工会館にあるそうです。
さあどんなお手伝いができるか、又どんなサービスができるか、
考えて行動しませんか…。

5．親子ゴルフ大会
10月31日（日）

　　ペンションの若いオーナーの方々が
　　中心になり、72ゴルフ西コースを
　　借り切り、行われる予定
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　皆さまこんにちは。日頃よりJR東日本をご利用いただきまして誠にありがと

うございます。また、JR東日本軽井沢駅をご愛顧賜りまして、重ねて御礼申し

上げます。

　私どもは、日頃皆さまとのお付き合いはそんなに深いものはございませんが、

商工会様といいますと、いろいろな商いをされている方々で組織され、非常に活

発な活動をされている。その成果は地域の活性化への貢献度が非常に大きいと認

識しております。

　そんな皆さまに、今回はお知らせとお願いを申し上げさせていただきた＜、投

稿させていただ＜こととなりました。何卒よろしくお願い申し上げます。

　既にご存知の方もいらっしやるかと存じますが、今年の10月1日から12月

31日までの3ヶ月間で「信州デスティネーションキャンペーン」が開催されま

す。初めてお聞きになられる方もいらっしゃると思いますので、最初に「デス

ティネーションキャンペーン」（以下、略しまして「DC」と表記させていただ

きます。）につきましてご説明させていただきます。

　「DC」を一言で申し上げますと、「JRグループと地方自治体、観光関係者等

が一体となって実施する大型観光キャンペーン」となります。今更言うまでもあ

りませんが、ただ電車に乗りた＜て私どもをご利用いただくお客さまは殆どい

らっしゃいません。通勤、通学を始め商用や観光旅行などそれぞれ目的があって、

そのための移動手段として、車、バス、電車などそれぞれをお選びいただきご利

用いただいております。「デスティネーション」とは「目的地・行き先」を意味

する言葉です。それぞれの観光地の皆さまが、お客さまが行ってみたいと思って

いただけるような、観光素材の磨き上げやおもてなしをする体制を整えていただ

き、私どもJRグループが大々的に宣伝を行い、お客さまにお越しいただくため

のキャンペーンが「DC」です。

　「信州DC」の推進母体は、「信州キャンペーン実行委員会」になります。具

体的には、長野県知事を筆頭に、長野県内の各市町村や観光協会、観光関係者、

交通事業者等が中心となり、関係諸団体の皆さまと一体となって、長野県の観光

推進に取り組む組織となります。既に昨年の10月から12月にはプレDCが行わ

れました。現在、県内各地において信州DCの成功に向けて多＜の皆さまがご尽

みんなで成功させよう信州DC
JR東日本軽井沢駅長　　堀　川　　清　
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力されております。

　信州DCのキャッチコピーは「未知を歩こう信州」です。

長野県は以前から、当地軽井沢など有数の観光地を持ち、非

常に多くのお客さまが訪れている観光県であります。しかし

ながら、経済状況や志向の変化など様々な理由で、来訪者の

数は年々減少しております。昨今の観光のお客さまの志向は、

名所旧跡や景勝地を訪れ「良かった、良かった」とだけでお帰りになるというの

ではな＜、もっとその地域に深＜関わり、地元の方々とのふれあいや現地でしか

体験し出来ない事に触れてみたいという傾向にあります。地元で生活する私たち

には当たり前で普通のことが、観光客の皆さまにはとても新鮮なものであり、喜

んでいただけるものとなっています。今までは観光素材になんてならないと思っ

ていた「こんなもの・こんなところ」まさに「未知」をお客さまは求めていらっ

しゃいます。この未知を多くのお客さまに知っていただく機会が「信州DC」で

す。そして、毎年信州へ、軽井沢へ何回もお越しいただけるように、このDCを

成功させなければなりません。成功の秘訣は、地域全体での取り組みに加え「お

もてなしのこころ」だと思います。難しいことではありません。街中でお会いし

た旅行者に対して感謝の気持ちを込めて、軽井沢の良いところをそっと教えて差

し上げればいいのだと思います。是非、皆さまにこの取組みの中心になって行動

をお願いしたいと思っております。

　従来の観光キャンペーンは、観光施設、宿泊施設、お土産屋さん等々観光に関

係する観光事業者が中心に取り組む、というような風潮がありました。これから

は、地域全体でお客さまをお迎えするということが、観光活性化の大きな鍵とな

ります。景気低迷の中で地元の方だけでは消費拡大の兆しは程遠＜、観光のお客

さまを地域一体となって増やしてい＜という取り組みは、地域振興に大きな役割

を果たすものであります。

　商工会の皆さまは、まさに地元に根付いた地域経済の源であります。地域に根

ざした商工会の皆さまに中心となっていただいて、お客さまへの「おもてなし」

に取り組んでいただくことが、成功の鍵であると確信しております。県外からの

お客さまへの「笑顔」や「歓迎の言葉」等、身近なことからで結構ですので、何

卒よろし＜お願いします。

　軽井沢町においては、行政、観光協会、商工会、関係諸団体の皆さまの参加の

もと「DC連絡会」が組織され、着々と準備が進められ

ております。今後のDC連絡会の取組みにご理解とご協

力を是非ともお願い申し上げます。

　末筆ながら、寒さもまだまだ厳しき折、皆さまのご多

幸とご健勝をこころよりご祈念申し上げます。



　冬季オリンピックイヤーであった2010年。カナダ・バンクーバーでの冬の祭典を
見ながら、12年前の記憶を思い出した方も多いのではないでしょうか。軽井沢は
“カーリング”競技開催地に選ばれ、多くの方々が関係者・ボランティアとして協力
していたことと思います。
　カーリング。1998年にここ軽井沢で初めてオリンピックの正式種目として採用さ
れました。それ以来、軽井沢の冬のスポーツとして認知され、現在も少しずつではあ
りますがカーリング愛好者が増加しています。実は私もその中の一人であり、オリン
ピック後の1999年にカーリングを始めました。
　現在、私はNPO法人スポーツコミュニティー軽井沢クラブ（以下SC）に就職し、
「SC軽井沢クラブ」として軽井沢を拠点にカーリングの選手活動を行っています。
そして私たちのチームは、地元や職場の方々などの応援をうけ、ここ3年間は日本代
表として活動することができています。中学校2年生の頃に始めたカーリンクですが、
この競技とここまで長い付き合いになるとは当時は考えもしませんでした。
　カーリングの日本代表といえば、バンクーバーでの活躍も記憶に新しい、女子チー
ムの「チーム青森」が有名だと思います。4年前のトリノオリンピック、そして今年
のバンクーバーオリンピックで、彼女たちは日本におけるカーリングという競技の知
名度アップに大きく貢献し、カーリング愛好者が急増しました。彼女たちが“カーリ
ング選手”であると認知している人は日本全国にいるでしょう。しかし、男子は…。
男子カーリングは長野以来、オリンピックには参加できていません。私も大学生の時
にカーリングをやっていると言い、「カーリングって男子もやってるんだ。」と言われ
ました。以来、なんとかカーリングという競技をもっと日本で普及できないか、そし
て男子カーリングも認知されるようにならないかと思うようになります。ところがど
うすれば良いのかもわからず、とにか＜「世界で通用するようになろう。」と自分たち
が強くなるための努力しかしませんでした。
　しかし、そんな中でひとつの転機を迎えます。地元・軽井沢での就職です。SCに
就職したことをきっかけに、様々な仕事や人と出会い、また多くのことを経験しまし
た。そして、大学生の時にはわからなかった、またできなかったカーリング普及に必
要なことに気づきました。
　まずは、さらなるカーリング愛好者の底上げ。（まずは町内から、最終的に日本全国
へ。）次に、次世代の育成。（次の日本代表を目指す子供たちへの支援。）そして、軽井
沢からオリンピック選手を輩出。（世界で戦える選手を町内から。）最後に、そのため
の環境づくり。（ハード・ソフトの両面で。）以上の4つです。そして今、軽井沢では
少しずつこれらすべての環境が整いつつあるように感じます。その中で私たちのチー
ムの仕事は、競技者として次のオリンピックを目指すこと、また世界で勝てる日本代
表になること。そして、指導者として未来のカーラーを育ててい＜ことです。
　バンクーバーオリンピックが終わり、今カーリングには追い風ガ吹いています。地
域・愛好者・競技者・競技団体・行政で少しずつ力を出し合い、軽井沢から大きな力ー
リングブームを起こせるのはそう遠いことではないと思います。みんなの力で『カー
リングの町・軽井沢』を創りましょう鎧

目指せ！『カーリングの町・軽井沢』
NPO法人　スポーツコミュニティー軽井沢クラブ

両　角　友　佑　
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太宰  治  生誕百年を迎えて

遠　藤　美　穂　

16

　10年前子供たちが中学生だった頃　北佐久PTAで母親文庫という活動があり「く
さぶえ」を発刊していた。その時太宰治没後50年にあたり勉強したのが懐かしい。
ちょうど10年たった今　生誕百年を迎えて新たな気持ちで太宰を紹介したい。
　太宰治、本名津島修治　青森県出身　津軽なまり（ツスマスウジ）を体裁よく補う
為の苦心の命名だったとか。この太宰治というペンネームで処女作を発表したのは昭
和8年（24歳）のことである。
　太宰の作家生活は、昭和8年より23年までのわずか15年間
である。これを大別すると、前・中・後期となる。前期は暗くて
絶望的な苦痛の時期、中期は健康な明るい安定した時期、後期は
再び回復した疲労困憊の時期となる。
　相馬正一氏によると、文壇デビュー作「魚服記」「思ひ出」か
ら戦時下の「富獄百景」「走れメロス」「津軽」「お伽草子」など
を経て昭和23年の「人間失格」「グッド  バイ」に至るまでの作
家としての成熟のプロセスは、認められても、作風そのものには
それほど大きな変化があったとは思えないという。
　太宰文学の最大の魅力は詩的なコトバによる語り口の巧さにある。つまり作者太宰
治は天性の詩人であったといえる。詩人とはコトバに命をかけて生きるひとのことを
いう。短い言葉で人を感動させることのできる特殊な才能の持ち主、この人こそ太宰
治である。
　太宰治の生家は明治維新後、灯油、反物販売、貸金業で膨れ上がった新興商人地主
で、明治後期は株式会社金木銀行や、二百五十町歩の田畑を有する県内第4位の地方
財閥ヤマゲン（屋号。山源）であった。太宰はその最盛期にあたる明治42年6月
19日に、第十子六男として生まれた。最盛期に生まれた太宰は地方財閥ヤマゲンの
申し子でもあったが、もう一方では余計者でもあった。というのは家父長制の厳しかっ
た当時としては、家督相続権を有する長男だけが別格扱いされ、戸籍上の六男の太宰
などは、ヤマゲンにとっては、不要の産物だったのである。
　このような立場の太宰が津島一族から注目されるようになるのは、小学校入学と同
時に抜群の成績を示し、教師達から「ヤマゲンにどうしてこんな秀才が…」と不思議
がられるほどの神童ぶりを発揮したからである。県立青森中学においても、秀才ぶり
に拍車をかけ、卒業に1年先立って4年で終了し、官立弘前高校へと進学した。この
頃から太宰は津島家の自慢の子として一族の期待を一身に集めるようになる。後に東
大仏文科へ入学し、昭和10年に中退したことは、周知のとおりである。
　多感な時期ともいえる中学3年生の頃には作家を志望、高校1年生の夏には 私淑 

し し ゅ く

（直接に教えは受けないが、秘かにその人を師と考えて尊敬し、模範として学ぶこと。）
していた芥川龍之介の自殺を契機に、女義太夫や花柳界にまで出入りしていたという。



そして学 を放棄して 文学 味に るようになった。この時期に彼 自の人生（麻
薬中毒患者になったり幾度となく自殺未遂事件を こすような人生）を くように
なってる が作られてしまったようである。また高校生活最後の期末 験前日、昭
和40年12月10日、太宰は 痛 薬カル を大 に 下して、 に
り、いわ る第1回自殺未遂事件を こしている。もし発見が れていれば高校3

年 籍のまま、太宰はあの世へと旅経っていたはずである。
　周知のように太宰は昭和10年から11年にかけてパビナール（麻薬性鏡痛剤）中
毒の重症化に苦しみ、自らの生存の危機にさらされたことがある。
　昭和11年10月にはパビナール中毒治療のために精神病医院の監禁病棟に強制収
容され、地獄の責め苦を体験した。そして1ヶ月後に完治退院している。
　話は前後するが、第1回の自殺未遂の時、高校の学籍簿には「神経衰弱ニ罹リタル
コトアリ」と記載されているという。また昭和5年11月下旬の鎌倉心中未遂事件で
は、太宰は生涯の汚点として終生罪の意識に苦しんでいる。
　一方では頭脳明晰の太宰、もう−方では精神病患者の太宰。どちらも同一人物であ
ることの不思議を感じているのは、私だけであろうか。
　太宰は、39歳の誕生日を目前にして何故＜死＞を選んでしまったのだろうか。昭
和23年6月13日、太宰は仕事場にしていた小料理屋の近くを流れる玉川上水に愛
人山崎富栄（28歳）と入水し、6日後の19日早朝投身推定場所から約1粁ほど下
流で、赤い紐で結ばれた2人の遺体は発見された。奇しくもその日は、太宰の満39
歳の誕生日に当たっていた。
　太宰さん、と私は言いたい。なぜ、あなたは心中という手段で自らの命を絶とうと
したのですか。あなたにはもっとやるべき仕事がまだまだ沢山あったのではないです
か。八雲書店版の『太宰治全集』などは、あなたが自ら編集し第1回配本がようやく
刊行されたばかりで、第2回以降もあなたが直接編集することになっていたというで
はありませんか。また筑摩書房版『井伏鱒二選集』全9巻は編集及び巻末解鋭を全巻
引き受けていたにもかかわらず、第4巻の「後記」までしか脱稿していなかった。義
理がたいあなたが自分から持ち出した師の仕事を、中途で放棄するとは考えられない。
さらに『新潮』連載中の「如是我聞」については、志賀直哉と対等に渡り合うつもり
ではなかったのですか。筑摩書房の『展望』6月号から始まった「人間失格」はあな
たにとって、自信作であっただけに、完結したときにその反響も確かめるつもりでは
なかったのですか。まして志賀直哉とのいきさつもある中で、彼の反応が気にならな
かったのですか。作家太宰治の仕事を中途半端にして自らの命を絶ったことは、読者
の1人として許せないような気がします。
　さて、ここでとっておきの面白い話をしたい。
　太宰治の心中には、大変な誤算があったという話だ。芸術家として、ひと一倍プラ
イドの高い太宰が、それを犠牲にしてまで市井（まちなか、世間一般）の一女性と入
水自殺をするとはどういうことなのか。このことに関する限り、太宰の側に大きな誤
算があったのではないのか。誤算の第1は、山崎富栄の＜女の妄執＞を読みとれなかっ
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たことである。偶然知り合った若い戦争未亡人が、自分で働いて（理容師だった）一
生懸命溜めたお金を全て太宰のために使い果たし、身も心も捧げ尽くしたにも拘わら
ず、棄てられそうになった時、女は一体何を考えるであろうか。太宰が太田静子に生
ませた「斜陽」の子の認知証を富栄の前でしたため、自分の筆名の1字を与えて＜太
田治子＞と命名したことは、富栄にとって
大変ショックであり、屈辱であり、太宰の
明らかな嫌がらせである。しかも、太宰は
治子の養育費として毎月1万円ずつ送るこ
とを約束し、それを毎回電報為替で富栄に
送らせて富栄の感情を逆撫でした。この時
期の富栄の日記には、太田母子への呪いと
太宰へのうらみごとが随所に書き記されて
いる。
　誤算の第2は、作家太宰治と市井人津島修治の使い分けが、女に通じなかったこと
である。文学と無縁の富栄は、作家としての太宰を理解できず、生身の津島修治だけ
を愛していた。太宰の語る寝物語りも全て事実と信じ込み、太宰が「赤い糸で結ばれ
ているような2人なんだ。お前でおしまいにするよ。信じてね。死ぬ時は一緒だよ。」
（富栄の日記より）と囁けば、素直にそう思い込むようになっていった。そしていつ
のまにか、富栄は太宰の甘い言葉に乗せられて＜本当の妻＞は自分なのだと思い込む
ようになった。
　つまり、菊池寛の戯曲「籐十郎の恋」の人妻お梶と名優坂田籐十郎ではないが、最
初から＜籐十郎の恋＞を仕掛けてきた太宰は、そろそろ女から離れる潮時を探ってい
て、そのことを、複数の編集者に漏らしていたという。一方富栄の方は、棄てられる
のではないかという不安と焦燥があって、太宰の知らない所でひそかに死出の旅路の
支度を整えていたのである。お梶は演技の為の＜偽りの恋＞と知って籐十郎の楽屋で
自害するが、創作の為の＜偽りの恋＞に気づきはじめた富栄は、酔い痴れた仕掛け人
を道連れにしてあの世へ旅立ったのである。
　名優太宰治の、一世一代の不覚と言わねばならない心中という名の誤算。私はこの
話に大変興味を持ったので、紹介させてもらった。
　太宰治生誕百年という年に、太宰について原稿を書かせて頂く機会を持ち、忘れか
けていた学生時代のレポート提出のように、幾冊かの文献、冊子、参考資料、辞典な
どと、首っ引きで頑張らせて頂いたことで、いつか＜桜桃忌＞（太宰の忌日、東京三
鷹市の禅林寺で毎年法要が行われている。この日は太宰の誕生日にあたる）には、ぜ
ひ出かけてみたくなった。そういえば、太宰の他にも堀辰雄・室生犀星・北原白秋・
有島武郎など軽井沢に縁のある文豪は大勢いる。彼らにもっとフォーカスをあてる事
で不景気に苦しむ軽井沢を活性化させることはできないだろうかと考えさせられた。
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　私たち日本人の心であり、世界に誇れる文化。それは『おもてなしの心』。

　おもてなしとは、「心をもって作法を成す」の心構えが大切で、もてなす人の心が

もてなしを受ける人にそのまま伝わるものです。

　「おもてなし」と「サービス」は、違うと思います。「サービス」とは誰に対して

も平等に行われるもので、「おもてなし」とは、ただ単にサービスすることではなく、

その人の為だけに行われるもの。つまり、優越感を与えてあげるという事ではないか

と私は思います。

　ある先輩に「サービス業は優越感を売る商売だ」と教えられました。優越感も広い

意味で「おもてなし」の一部だと思います。お客様に幸せな気持ちになって欲しい、

心からそう願った時に、自然な心遣いが当たり前のように出てくるものだと思います。

そして、大切な家族や仲間をもてなすように、心からお客様を思い、お客様の立場に

なって考え、その瞬間そのお客様の為にしか出来ないもてなしを見つけることが大切

だと思います。

　「一期一会」という言葉がありますが、もともとこの言葉は、茶の湯の言葉だそう

です。「もてなし」の根本の心の表現に端を発するもので、茶会を一生に一度の「出

逢い」の場ととらえ、相手に誠意を尽くす究極の姿勢の意味だったとか・・・。家族

など、毎日接している人たちに対しての「今日が最後」「今が一生に一度きりの出逢

い」という気持ちで悔いのないよう、心を込めて接することだそうです。それが世界

に誇れる日本人の『おもてなしの心』ではないでしょうか。

　「出逢い」。この言葉もある方から、「出逢いを大切に」と教えられました。職業

柄いろいろな方たちとの「出逢い」があります。その中で、その時々の「出逢い」を

とても大切にしてきました。今後もこの「出逢い」を無駄にしないように心がけたい

と思います。

　最後になりましたが、昔から人の出入りが激しい家は栄えると言われております。

心を持って作法を成す。この気持ちを大切にしながら、栄える家・店、更には栄える

町・軽井沢になれば良いと願います。

おもてなしの心
園　部　　功　
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　野草や野生動物たちとのさまざまな出会いと関わりの中で、自分自身に感動と喜び
を与えてくれることが初体験の暮らしとなりました。そして、これまでの日本各地で
の生活体験の中では最長記録となる10年を数えた自分に感動を覚えています。その長
いようで短い月日の間にも出会いと別れが幾度か通過していきました。
　軽井沢に住んでの初体験は、季節毎の草花、樹木、野鳥、そして、雪の日のキツネ
やウサギなど、一度として同じシチュエーションがなく、出会う度にその瞬間、瞬間
が驚きと歓喜に満ちていることです。まさに軽井沢の365日は感動の連続なのです。
　そして毎年訪れる厳冬からの洗礼も大いに受容せざるを得ませんが、見事な霧氷や
結氷した滝、クルミやひまわりの種を求めて訪れるリス達など、この季節そのものの
美しさと厳しさがあってこその初夏の芽吹きの見事さだと思います。
　現在に至ってはこの自然界に身を置き、半年前の愛犬・舞ちゃん（16歳、シーズー
犬）を天国に見送った事を含めて、計4匹との30年に渡る愛犬生活にピリオドを打
つ決心を固め、いよいよ本業の風景を描くことに時間を費やそうかと思う今日この頃
です。
　でも、これまでの絵画生活も愛犬と共有できた制作時間は何事に
も代え難い癒しの時間でもありました。そうした思い出も冷めない
中での孤独感との向かい合いですが、舞ちゃんの存在を身近に感じ
ながら、一番好きな心象風景である厳冬のモチーフをキャンバスに
刻んで行こうと思います。
　こうして、人間と自然との共感が求められる喜びがここ軽井沢にあるとは言え、人
との関わり方の難しさや、孤独を実感する中で、自然の有り難さや人との関わりの大
切さも得られるのだという充実した日々がここの10年間をあっという間に過ごさせ
て貰えたのでしょう。
　軽井沢の心象風景を描く生活も、頂いたモチーフを愛犬たちの思い出と共に、自然
に身をゆだねる中で日々を熟成させていこうと願う今日この頃であります

　…ですので時折の人間関係にはご無沙汰の失礼もあるかと、お許
し願う次第です。

はじめまして。

栗　原　と志子　

〜軽井沢に恋して30余年〜
（在軽井沢10年）



編集によせて

　原稿を寄せていただいた皆様には深く感謝申し上げます。
　広報担当メンバー全員頑張っています。ぜひ、すみずみまで読んで下さい。
　ふきのとう検定やろうかな……J

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

しょう油
シミの布の下に四つ
折りのタオルを置き、
酒をしみ込ませ上か
ら押さえ、下に敷い
たタオルにしょう油
をしみ込ませ、何回
か繰り返す

手間の省ける
シミ抜きのコツ

エコキャップ運動のご協力
ありがとうございました

引き続きエコキャップ運動を続けていきます。
皆様のご協力をお願いいたします。

商工会女性部

401㎏

軽井沢高等学校

161㎏

軽井沢
中部小学校

206㎏

コーヒー・紅茶
無糖の炭酸水を布に
たっぷり含ませ叩く
ように拭く

赤ワイン
ティッシュに白ワイ
ンを含ませトントン

果  汁
酢を布に含ま
せ叩き洗い。
駄目ならホウ
酸水を

血  液
お湯は禁物
大根おろしで
くるみ叩く

口  紅
バターを少量つけも
み洗いし、アルコー
ル綿で丁寧に落とす

ファンデーション
化粧水をコットンに
含ませ叩き仕上げは
固く絞ったタオルで

おばあちゃんの

知恵袋より
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