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　長い冬眠からやっとＴＯＰシーズンに突入いたしました。本年の冬期間はことの外寒
波が続き、リーマンショックやインフルエンザ等、度重なる不穏な外的要因、国政は大
きな諸問題を抱えて、政権維持や与党の保身の身勝手により、全く国民不在状態が今で
も続いており、中小企業者は厳しさと不安と閉塞感の日々であります。
　この後1月18日村井知事のお取り計らいにて、118億円の緊急経済対策が打ち出され
て、何とか、もちこたえている状態です。そして、商工会活動も22年新年度に入りま
した、本年は、昭和35年6月10日（1960年）に「商工会の組織等に関する法律」が施
行されて、50周年の記念の年であります、軽井沢町商工会も5月17日の総代会に併せ
て記念式典を挙行いたしました。この半世紀には歴代十代の会長の元、その年々にあっ
た活動がなされて参り、「女性部」「青年部」結成や、待望の「商工会館」落成をみました。
　法制化当時は池田新首相の「所得倍増論」により「一大国民総レジャーブーム」と言
われて、軽井沢でも年々多くの来訪者を迎えるようになりました。その様な経過を経て
本題に移ります。
　当会女性部は本年4月27日に部員総会が開催されて、特に前年度は2回に亘るプレミ
ア券発売、関東ブロック女性部大会等数多くの事業が報告されて、10項目に亘る本年度
事業計画が決定されました。その折に、私の方から本年度本会事業につきまして、詳細
にお話を申し上げましたところ「部員皆様炎のように燃え上がり」女性部会員も何かお
手伝いしなければとの、まことに力強いメッセージをいただき、私も意を強くいたし、
誠に有りがたく感謝いたします。それは、当地で開催される多くのイベントに於いて、
参加者を温かくお迎えをするために、会場や沿道にて「小旗」を振りかざし、選手や来
訪者を心から歓迎し、今後毎年参加をしていただくためのものであり、早速5月23日信
毎ハーフマラソン、6月中旬の自転車の大会グランフォンド軽井沢2010、2つのイベン
トは取りあえず終了いたしました。
　部員の皆様のエールは大きな励みとなり、お陰様にて参加いただきました皆様の感動
がひしひしと伝わって参りました。以下、主なスポーツイベントを記し、今後も熱いご
支援をお願いいたします。
◎9月末3日間の国際ジュニア・フィギュアスケート大会、橋本聖子代議士からの要請。
　現在まだ未定の段階。
◎10月24日サンスポ主催・軽井沢リゾートハーフマラソン。約5,000人参加。
◎10月31日の軽井沢ペンションファミリー（大人とジュニア）ゴルフ大会。
◎ディスティネーションキャンペーンに係わるイベント。etc。
　その他、カルチャー・ネイチャー・ミュージックなど数多く予定をされております、
今後共女性部各位の絶大なるご協力をお願いいたします。

“頼れるウーマンパワー”
軽井沢町商工会
会　長　　松　葉　榮　三　
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　日頃からエコキャップ回収や花植え・ごみ拾い・イルミネーションなど積極的にお取
り組みいただきありがとうございます。
　本年は、昭和35年6月10日に「商工会の組織等に関する法律（商工会法）」が施行さ
れ50周年という大きな節目の年です。当会（昭和35年12月9日設立登記）では5月
17日に商工会創立50周年記念式典を開催し、女性部の皆様にも大勢ご参加いただきあり
がとうございました。また、本年は10月から12月まで「信州ディスティネーションキャ
ンペーン」が展開されますが、いち早く歓迎の旗作りにお取り組みいただき、軽井沢ハー
フマラソンやグルメフォンド・グランフォンド軽井沢などに提供されたことは商工会の
地域責献に大いに役立っており、大変感謝しております。
　さて、平成18年8月に人事交流で軽井沢に異動して、早いもので丸4年になろうとし
ています。初めての事務局長職、何をどのようにしたらよいのかわからない上に、人も
場所もわからない状況でした。場所は地図を見れば何とか行けても人を覚えるというこ
とは大変なことで、性格にもよるのでしょうが、相手の名前と顔がわかってくると気持
ちの上で楽になるという人は多いのではないでしょうか。
　本年は、創立50周年記念事業として平成3年に発刊した「商工会のあゆみ（30年史）」
に続くものとして平成3年以降の20年間を中心に記念誌を作成します。記録（歴史）と
して何を残すか、残したいか、女性部のページもありますのでよろしくお願いします。
私も昭和55年7月に望月町商工会に入り、臼田町商工会・戸倉町商工会（戸倉上山田商
工会）・軽井沢町商工会で30年になります。婦人部（女性部）との関わりでは、望月は
婦人部の担当ではありませんでしたが商工貯蓄共済の集金業務を多くの女性部員がやっ
ていたことと会館（旧会館）を入るとそのまま事務室で、来た方も別室で話をするとい
うことが少なく自然と顔見知りになるという感じでした。人事交流が平成6年から始ま
り臼田に異動となり、婦人部を担当（主は女子職員）いたしました。現在県女性連部長
の佐々木さんは副部長として活躍していました。臼田の婦人部といえば「ねじりパン」
朝早くから役員の方が家で準備したものを持って福祉センターに集まり作っていただき
ました。紅葉まつりでは、湖月荘の会場で販売するのですが大変人気がありました。戸
倉では女性部の担当から離れましたが、4箇所とも女性部の皆様のパワーには大変驚くと
ともに活動に感謝しています。今後も軽井沢のイメージアップと地域振興に皆様のお力
添えをいただき、よりよい業務ができるよう取り組んで参りたいと思っておりますので
よろしくお願い申し上げます。

軽井沢町商工会
事務局長　　西　澤　和　夫　

女性部の皆様へ
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　平素、女性部活動と沢山のスポーツイベント行事にご参加ご協力ありがとうございま
す。私も、部長になり2期、5年目を迎え常に会員の皆様に助けられ、事務局に助けら
れて役目を果たすことができます事を感謝申し上げます。
　さて、3月に発行されました「ふきのとう」に沢山のスポーツイベントと信州ディスティ
ネーションキャンペーン（ＤＣ）の記事を載せて頂き、「何か女性部でお手伝いや参加出
来ないだろうか」と部員の声があり、軽井沢駅長様より信州ＤＣの説明を聞き、ＪＲが
お客様を運んできてくれる、そのお客様に温かい心のおもてなしが出来ないかという話
に盛り上がり、総会の時にもお話をした様に地域振興の予算と、親会の松葉会長の支援
により、信濃毎日新聞社様とサンケイスポーツ様より協賛金も頂ける運びにもなり、ま
ず1万本のアルクマ君とルイザちゃんの入った旗を作る事になりました。旗作りにも部
員の皆様の熱がこもり、「この旗はどこのイベントにつかう？どこに配る！」とみんな夢
中になって、1万本の旗もあっという間に作り上げました。
　まず、沢山あるスポーツイベントで配布することを決め5月23日に行われた信濃毎日
ハーフマラソンの時、町内の観光案内所・役場観光課・ＪＲ・銀行関係・郵便局・タク
シーの営業所・こもれびの里と会員が思いつく場所、場所へと会員それぞれの手で配布
しました。雨の中一生懸命に走って下さったランナーの方々や、ご家族の方々に女性部
の笑顔と共に約4000本の旗を配り、各部員は旗を持って各コースでの応援に役立たせて
いただきました。
　次にグルメフォンドが6月12・13日の両日で行われ、自転車に乗る選手の方々が帽子
やリュックに付けて使っていただきました。13日の早朝から、出発地点で300本程配布
して頂いた部員の方にも本当にありがたいと思いました。
　この1本の旗で色々なところで感謝を言われ、お客様ももう一度とリピートに一役
かってくれると思います。
　また各会員さんの店頭でお客様に配り、おもてなしに一役かっていただく為に使って
いただくようにもしました。旧道・新道の支部会にも1000本ずつ購入していただきあり
がとうございました。ということで、この旗も4000本程しか残ってないようです。
　この後、10月24日にサンケイマラソンが行われる予定でお客様（ランナー）が5000
人程来られる様です。この旗で大いに盛り上げ応援をし、おもてなしをアピールしたい
と思っております。信州ＤＣキャンペーンも10月〜12月にかけて始まり、駅の構内に
て地産のものを販売する予定でおります。　この旗を9月には追加したいと思っていま
すので、大いに活用して頂き、女性部が一丸となって、明るく、楽しくおもてなしをし、「ま
た、軽井沢に来たい」という思いを持って頂けるよう頑張って行きたいと思います。
　部員の皆さま本当にありがとうございます

　　商工会女性部長　　金　澤　明　美　

旗を作って
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　5月23日（日）、会場、矢ヶ崎公園をスタートに町内を駆けぬけるハーフマラソン

が行われました。当日は、あいにくの雨もようでしたが、誰もが元気一杯にかけぬけて

いきました。

　大会にむけて、女性部で応援のた

めの手作りの小旗を用意し、沿道で

ランナーを励ましました。会場には、

女性部特製手作りパン、地産トマト、

ジャム等を販売し、すべて完売しま

した。

　これら一連の活動は、軽井沢を訪

れたお客様方に再び来たいという想

いを持って頂くために、女性部が一

丸となり、これから行なわれるサン

ケイハーフマラソン、信州ＤＣにも積極的に関わっていこうとの決意なのです。幸いに

も、この活動に関して、松葉会長のご尽力で信濃毎日新聞社並びにサンケイ新聞社様よ

り協賛して頂く事ができ、1万本も作る作る事ができました。

　小旗は大変好評でとても喜んで頂きました。

　信毎マラソンに続いて行なわれたロードレースでも、旗が大変活躍して、女性部一同

ホッと胸をなでおろしています。

　これからの一連の行事にもより一層の応援を送りたいと思っています。

　まだまだ在庫は沢山あります。

　皆さんの中で必要と思われる方がいましたら商工会・内堀さんまでお問い合せ下さい。

4

信濃毎日新聞記事より

信毎ハーフマラソ信毎ハーフマラソンン

 Rioza ちゃんは「軽井沢」より
ルイザ か る  い  ざ わ

● ● ●
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　皆さん今日は！
軽井沢町商工会女性部荒木と申します。宜しくお願い申し上げます。
私達の町は躍動感あふれる浅間山の裾野に広がる緑豊かな
北原白秋が軽井沢を散策して作ったと云う

この詩の如く、林・森の中に静かな佇まいが見られる町中の景色です。

その昔、中仙道・軽井沢宿・沓掛宿・追分宿とで栄えた宿場町が軽井沢の前身です。
明治十五年以降、地形の険しい碓氷峠に交通網整備された事が軽井沢に新しい時代をも
たらす事になりました。
明治十九年カナダ・トロント生まれの宣教師アレキサンダー・クラフトショーさんが布
教の帰途、立寄った軽井沢の自然を「屋根のない病院」「天然の療養所」と命を考える時
の最も大切なこの環境を絶賛し、宣教師達に伝え広めてくれた事が健康保養地軽井沢の
基礎となりました。以後、森鴎外・正岡子規らに続いて多くの文化人が静養と作品つく
りに軽井沢を訪れています。現在に至っては春から晩秋にかけてのテニス・ゴルフ・サ
イクリング、冬を迎えますとスキー・スケート・カーリング等のスポーツ。オリンピッ

平成22年度
関東ブロック商工会女性部交流研修会

開　催　日：平成22年7月8日
場　　　所：山梨県南都留郡富士河口湖町
　　　　　　「河口湖ステラシアター」
開　会　式：12：00〜
主 張 発 表：13：30〜（前半6名）
　　　　　　15：00〜（後半5名）
基調講演会：16：00〜
表彰式・閉会式：17：00〜

長野県代表  軽井沢町商工会女性部
荒 木 クミ子さんの主張発表

からまつの林を出て

からまつをしみじみと見き

からまつは寂しかりけり
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クに しては ・ 大会、スペシャルオリンピックスとこの小さな町で できました
事は世界中でも大変め らしい事だそうです。

多くの芸術家の美術館・森の中の朗読館・年間通してコンサートがある大賀ホール、ま
さに静と動が整った町で国際親善文化観光都市でもある軽井沢は人間として最も大切な
この自然を追求しつづける町だと思います。常にこうした環境の中で国内は基より皇室・
世界各国のお客様をお迎えする町で、私達女性部は、おもてなしの心、社会貢献を心が
けた活動を先輩から受け継いで参りました。
花いっぱい運動・独居老人への激励絵手紙・施設に贈る雑巾作り、地域事業への協力参
加・ゴミ問題・スペシャルオリンピックス・パラリンピックのボランティア・参加等幅
広い活動をしています。
こうした活動をしている内にペットボトルのキャップが人の命を救える事を知り早速調
べました。

我が国では、ワクチンのおかげでポリオ・ジフテリア・はしか等から守られています
が・・・
世界ではなんと皆様ご存知でしょうか世界中で一日に4000人もの子供たちがこれらの
病気で命を落としている事を知りました。
「ワクチンがあれば救える命！」
女性部母親でもあります。この現実が日本だったらと・・・
大変胸が痛みました。
目標は感染症から子供を守ることですが、それ以前にワクチンを運ぶ自転車、保管する
冷蔵庫、さらには、医師迄も不足しているとの事です。
「ポリオワクチン一人分20円」
我々女性部少しでも命を救えるお手伝いが出来ればと・・・立ち上がりました。

キャップ集めのポスター作りに始まり各事業所・ホテル・諸団体等多方面に目的説明と
協力のお願いを伝え広めて行きました。
当時小学校5年の孫に命を救えるキャップの話をしました所、クラスに声かけし113キ
ロ集め、以後学校全体取組みとなり、中部小学校3年目今年4月迄に620キロ155名分
を集める迄になりました。
東部小学校46キロ12名分とそれぞれ子供達の活動は続いています。
子供たちに命の尊さが伝わってくれた事この活動を理解して下さりキャップの整理等に、



手助けしてくれた先生方への感謝ありがたい事です。
軽井沢高校は生徒会が主になり活動しています。2年分225キロ57名分を集めさらに活
動中です。この活動の大切さが伝わった事で登下校のペットボトルポイ捨てが少なく
なったそうです。

自然環境・美化運動にも通じました。高校生、これからの人生に愛と命の尊さを大切に
してほしいと願っています。
町内・スーパー・コンビニも協力して下さり更に、深夜営業を自粛してくれています。
CO2の削減・犯罪防止にも継がり大変ありがたい対応です。
我々部員には遠い知人・親戚からも協力して戴け初年度315キロ、2年目710キロ、3年
目4月575キロ合計1600キロポリオワクチン400名分を集める事ができました。
さらに女性部秋迄に1000キロ250名分を目標に活発に活動中です。
ちなみにキャップ1200で約4キロ一人分です。3年目4月迄に多くの方々からの命への
想いがキャップ数745,000ものたくさんの量になりました。これはまさに思いやりの心の
集結です。
ワクチン募金は「世界の子供にワクチンを」日本委員会・細川佳代子理事長の事務局を
通して主に東南アジアに届けられています。一人でも多くの気付があればある程尊い命
を救える活動・多いに広がる事を望んでいます。

さて、女性部の仕事まだまだ有ります。
ディスティネーションキャンペーンに係る去る5月23日に行われた、軽井沢ハーフマラ
ソン2010に始まり、秋迄に一萬人に近い参加者をお迎えする4回のスポーツイベントが
行われますがこれら全てに参加しておもてなしをさせていただきます。
スポーツを通して健康な身体、命作りを楽しんでほしいと思います。
このイベントに女性部おもてなしの一貫として一万本の手造り旗で参加者を応援する事
になりました。
旗造り作業に夢中になっているそこには部員のパワー溢れる笑顔が集まっていました。
私達90余名の部員は健康な身体、命作りができる町であり続けたく町の底支えを担って
楽しく活動して参ります。
皆様どうぞ軽井沢にお越し下さい！
お待ち申し上げています。
御静聴ありがとうございました。
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9

　長野県での県大会は去る5月21日松本で開催され、この大会で県代表として勝ち進

んだのが我らの荒木クミ子さん。あの日の慶びを再度分かち合う為に心を一つにして待

ちに待った研修会、いよいよ今日は関東大会の当日です。応援の為にバスを貸し切り、

早朝六時に軽井沢を出発したのは梅雨の合間としてはまずまずの天気の7月8日のこと

でした。　総勢19名は一路研修会場である河口湖へ。予定より早く着いたので河口湖畔

のロープウエイで富士山を仰ぎ、おみくじを引けば大吉、これは幸先が良いと意気揚々

研修会場のステラシアターに到着、そこは約3000人収容のスペインかメキシコの闘牛

場を思わせる度肝を抜くような、大きなすり鉢半円のアーチ型のコンクリートドーム　

すり鉢の底に当たる部分がステージです。大小の和太鼓の凄まじい音が鳴り響くオープ

ニングのアトラクションで、いよいよ大会の始まりです。関東ブロックの各県の代表は

11名　荒木さんの発表の順番はくじ引きで6番目となりました。

　さて、この関東ブロック商工会女性部交流研修会開催の目的は関東ブロック商工会女

性部連合会の代表者が一堂に会し、主張発表大会(言うならば弁論大会のようなもの)　

基調講座また他地域の女性部との交流を通して原点に立ち返り、参加者の女性部への帰

属意識を高め、今後の女性部活動の活性化に資することを目的に開催されるものであり

ます。発表者は茨城県・群馬県・埼玉県・栃木県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・

静岡県・山梨県・長野県の11名　荒木さんがここで優勝すれば次はいよいよ全国大会

に進出です。

　私のあくまでも主観に過ぎませんが荒木さん以外の方々の弁論は子育てが中心で、読

み聞かせや子育て支援の町作りをテーマにしたものが殆どでした。中にはそのイベント

で、そば打ちやおやき・カレーライスなどを作った苦労話やその味の感想を色々なエピ

ソードを織り交ぜながら語られる方もおり、その手作りしておられる努力の姿や日々の

精進にはうなずく話もありましたが、正直申して荒木さん以外は特殊性・独創性に欠け

ると思いました。

　長野県軽井沢町の我らの

代表、荒木さんの声の大き

さ・話すスピード・目線・

態度・服装はいうまでもな

く完璧でした。内容と言え

ば軽井沢発祥の歴史から始

まって軽井沢にまつわる文

学者の紹介。しいては大賀

ホールまでも簡潔明瞭に説

遠　藤　美　穂　

平成22年度 関東ブロック商工会女性部
交流研修会に参加して

度肝を抜かれたすり鉢半円アーチ型コンクリートドーム



10

明していました。また、最近の活動の軽井

沢独自の旗作りは地域振興の為の町として

のおもてなしの心をアピールしたものであ

ることの説明も分かりやすいものでした。

そして本題の『命』です。ペットボトルの

キャップを集めて世界の子供にワクチンを

届けることができるという『命』への運動

の取り組みです。資源を大切にし、同時に

命を救う事が出来るという素晴らしい贈り

物をテーマに12分という決められた時間

内に荒木さんの切々たる主張に心をうたれたのは私だけでは無かったと思います。荒木

さんの主張の構成は創造性はもとよりアイディアに富み婦人部のボランティア活動の紹

介を真心の訴えとして極める最たるものだったと思います。

　表彰式までの審査の間は三遊亭小遊三さんの講演です。講演を聞きながら待つこと90

分。

　河口湖ステラシアターのステージの奥の壁はこともあろうか左右に大きくゆっくり開

かれ眼下には、うっすらと富士山の裾野が見えてきました。

　そして待ちに待った発表の時がきました。三位・二位と名前が呼び出され

いよいよ一位の発表です。三位と二位には荒木さんの名前がありません。間違いなく一

位は「荒木クミ子」と呼ばれると思い、旗を振る用意と歓声の準備をして、立ち上がろ

うとした途端　「最優秀賞は茨城県代表・・・・・」その声の続きは耳に入りません。崖

から突き倒されたような衝撃・頭から冷水をかけられたような冷気が全身を走り心臓も

冷たさを感じ手足も硬直し涙も出ません。何ということでしょうか？しかもそれぞれの

主張者の寸評も説明も無く、

なぜどうしてよかったのか。

こういうところが悪かった

など教えていただく事も一

切なく合点がいきません。

長野県の人達も怪訝そうな

形相　「こんな結果、仕打ち

を誰が想像できたでしょう

か」

　蒼ざめた顔で帰りのバス

真剣に応援する部員

発表をまつ出場者の皆さん



に り、宿 の温 で何とクミ子さん

に を けてよいやら言葉がありません

でした。考えの はかな私は「このよう

な発 なんかあるものか、もう ラン

ティアの ャップ めなどしたくない」

と きな で たい気分になっていま

した。

　ところがクミ子さんは「今日は応援あ

りがとうございました。私としても納得

はいきませんがこれも勉強。明日からの

活動につなげて頑張ります。」との挨拶。

そして落胆している我々応援者に労いの言葉をかけて下さり、心温まる感謝の言葉まで

頂きました。

　改めて荒木さんの主張は誰より素晴しく感じ、何故4位以下になったのか信じること

も難しく残念でしたが、荒木さんからの言葉で我々も元気を取り戻すことができ、夜の

宿の宴会はさぞ沈むであろうという想像をはるかに超え、部員さん方の温かな、かくし

芸等のサービスでお腹がよじれるほど笑い、三遊亭小遊三さんの「笑う門には福来る」

ではありませんが、「我々女性部の明日はさぞ楽しいことが起こる」と確信でき、愉快な

バス旅行とさせていただきました。

　荒木さんには本当によく頑張っていただき、私たちがこの会で応援するチャンスを下

さったことに対し、心より感謝し御礼を申し上げたいと思います。

本当に有難うございました。

笑う門には福来る

昔話、「カチカチ山」の舞台となった天上山、
ロープウェイの山頂より富士山を仰ぎました
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　私たちが住む神奈川県厚木市は神奈川県のちょうど中央部分にあたります。

　東に相模川、西に丹沢山系を望む自然に恵まれた穏やかな町です。

　厚木商工会議所女性会は、厚木商工会議所の一翼を担う組織として、平成15年5月

の設立以来、スローガンを「明日へ輝き、明日を拓く」、目的を「活力ある街づく

り」・「資質の向上」・「社会貢献」として、今年で8年目を迎えています。

　女性ならではの、しなやかな感性とパワーを活かして地域商工業の発展に寄与し、兼

ねて社会一般の福祉の増進に資することを目指した諸事業に取り組み、親会にご指導・

ご協力を頂きながら、メンバーが力を合わせて歩んでいます。

　当女性会の活動は、資質向上事業として「正しい日本語教室」や「ガーデニング教

室」・「パーソナルカラー教室」の実施、また結束力強化に向けた視察研修会や情報交

換会等を実施し、目的達成に向けて各種事業を展開しております。

　平成18年度からは、「あつぎの街をひとつのまとまりあるものにしたい！」という

想いから『ブルーウェーブあつぎプロジェクト』を立ち上げました。

　プロジェクトの活動実績として、チャリティーコンサートや新たに発見した厚木の良

さにスポットライトをあてる映像コンテスト、また光をテーマとした光のスタンプラ

リー、青一色の打上花火を実施してきました。また、厚木市が実施しているイルミネー

ション事業に対し、青色LED化を要望し続けた結果、駅周辺樹木4本に、青色LED3万

球以上の装飾が実現しました。他にも、ブルーウェーブあつぎプロジェクトをPRする

ため、中心市街地で実施している既存事業や新規事業等とタイアップしながら、中心市

街地の看板、街路灯等を青色LED化へ働きかけています。

　今後も、会員の資質向上、街の活性化、安心安全な街づくりを目標に躍進して行きた

いと考えております。

　　女性会　会長　　田　邉　美　雪　

厚木商工会議所  女性会

※ブルーウェーブの名称について

　「青」は、人間の心を落ち着か

せる色である。それにより、犯罪

等が減少するとのこと。また、厚

木の相模川には鮎が住んでおり、

この鮎が青い川を泳ぐイメージな

どから、ブルーウェーブとなった。
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はじめに

　『ふきのとう』読者のみなさん、こんにちは。今は梅雨の真っ最中。

　そこかしこに夏の花真っ盛り、皆様のご自宅の庭にもいろいろな自慢の花が咲いてい

ることでしょう。

　私は軽井沢の出身で、東京のサラリーマン生活約40年のＵターン組ですが、故郷に

戻ってから早や12年になりました。最近はやっと地域の一員になれてきたかな、と思

えるようになりました。現在は園芸福祉というボランティア活動に携わっています。今

日は園芸福祉についてお話します。

始めに、ボランティアについて少しだけ触れておきましょう。

　ボランティア（Volunteer）の語源はラテン語のVolo（ウォロ）、英語のWillと同じ

で『意志を持って』『自らの意志に基づいて』といった意味です。

　ボランティア活動は次のことが大切です。

　　煙ほっておけない、私がやらねば…という、やる気と大げさですが世直しの気持ち。

　　煙手弁当で、このごろ有償ボランティアという言葉もありますが…。

　　煙行政でなかなか手を出しにくいことや、

　　　　　　　　　　　　　　自分たちの生活の中の問題点に創意工夫を。

園芸福祉ってなに？

　花や野菜などの植物を地域の人たちと一緒に育てながら、楽しく、そしてみんなで幸

せになろうという考え方であり、技術であり、実践活動です。植物が不思議なパワーを

持っている事はだれしもが経験的に知っています。いわゆる癒し効果です。大切なこと

は、地域に暮す様々な人たち、年齢も、障害の有り無しも、性別も全く関係なく植物を

介してふれあう事が出来ることです。

　推進の母体は日本園芸福祉普及協会ですが、協会認定の初級園芸福祉は全国に約

3,500人ほどおり長野県内では約150人ほどの有資格者が

県内各地で様々なボランティア活動を展開しています。私が

資格認定されたのは3年前ですが、軽井沢社会福祉協議会か

らの要請で園芸福祉基礎講座が開設され、受講者が中心に

なって活動グループ《花とみどりの仲間たち》が立ち上がり

ました。

山　岸　征　男　

花がある所、人の輪が出来、
そしてコミュニティーが…
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活動グループ《花とみどりの仲間たち》の活動事例

　[広げよう園芸福祉のこころを、仲間を]を合言葉に実践事例を重ねてきましたので、

次にそれを紹介します。

　その他の活動事例にはこんなものも有ります。

　　煙地域のイベントに参加…ふれあい祭り体験コーナー、地区社協の正月飾りづくり

　　煙共同作業所の皆さんと花壇づくり、老人福祉センターの温室で野菜作りなどなど。

地域花壇づくり：中央公民館 介護施設で　　　　　　　
施設利用者、職員と一緒に

皆さんの嬉しそうな顔
植物を手にするとなぜか皆元気

軽井沢での秋のイベント紹介
信州発  第35回ボランティア

地域活動フォーラムinSAKU第6回ふれあい祭り

日　時：10月30日・31日
場　所：大賀ホール
主　催：長野県社会福祉協議会
県内ボランティア・関連団体の皆さん約
500名が参加します。
初日は10を超す研修分科会、二日目は
桑名正博さんをゲストに迎えトーク＆ラ
イブのお楽しみ参加は自由です。

日　時：9月26日（日）
場　所：中央公民館と駐車場
主　催：軽井沢町社会福祉協議会
　　　　　　　ふれあい祭り実行委員会
町内の関連団体・ボランティアグループ
が支援し、1,000名を超す町民が来場し
ます。

今望んでいる事

　町内各地域では、商工会の皆さん達の頑張りで街中に花が増えてきたことを喜んでい

ます。花の有るところには、地域の人たちも、観光で町を訪ねてきた人たちも、ふと立

ち止まり、人の輪が出来、新しいコミュニティーが生まれることでしょう。私たちも地

域の一員として、皆さんと連携して、微力ながらお役に立ちたいと願っています。

障害者の就農支援活動について

　昨年、長野園芸福祉ネットワークの会員が中心となって、障害者の就農支援サポー

ター（農業ジョブコーチ）育成講座が開設されました。障害者が農業の一翼を担うこと

は十分可能なのです。でも、一人ひとりが障害者の程度・内容・性格などによってやれ

ることは違っています。これを見極めて、農家とのコーディネートをする人材が必要と

なっています。仕事のやり方、道具の工夫、環境改善など課題は沢山ありますが、先進

県では既に障害のある方も生産の現場で戦力として活躍しています。

14
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　集まれ・気を付け・右へ倣え・整列休め・消防団の最初の号令です。ここから其々の

指示が出され各行動に移ります。

　我々第一部の担当区域は峠町・小瀬・旧軽井沢地区で現在二十九名で活動しています。

主な活動としては、火災時の緊急出動・行方不明者の捜索・夏期及び年末年始の夜警・

台風等の自然災害時の警備復旧・旧軽井沢地区と合同で春・秋の河床整備など多岐に

亘っています。

　近年では通常の消防署があり又、住民の方々の予防消防の意識が高まって居る中で、

火災出動は少なくなりましたが夜間など署員が手薄の時などは我々消防団の出番となり

ます。そこで火災消火技術向上の目的でポンプ操法と言うものがあります。いかに安全

に、素早く、規律正しく、水利から火元まで水を運んで消火をするか、その一連の作業

の競争がポンプ操法大会です。

　このポンプ操法大会は、町・郡・県・全国とありますが、我が一部は六月六日に行わ

れた町の大会で三十七年振りに優勝旗を旧道に持ち帰ってきました。旧道の区民の方々

OBの方々に大変喜んでいただきました。ここに至るまでにはOB各位のご指導ご鞭撻

そして何より第一部団員の意識の向上、かなり高額で数年前から少しづつ買い足してき

たポンプ操法用に造られているホースや筒先を使って、実際に水を出したポンプ操法の

練習が実を結んで結果となって表れ本当に嬉しく思います。

　しかし、喜んでばかりはいられません。次は郡大会が待っています。今度は町の代表

として出場しなくてはなりません、約1カ月後に郡大会です。2週間休んでさあ練習と

思ったところいったん途切れた集中力を元に戻すのは大変でした。又梅雨の時期で今年

は夜になると雨それも半端ない大雨益々やる気が雨と一緒に側溝へ流れて行ってしまう

そんな風に思っていましたが、選手以外の団員たちは練習が出来るように水槽に水をた

め、ホースを巻き、自動車周りの水を選手が滑らないように掃き、そんな姿を選手が見

たら一生懸命練習をしなければと思ったはずです。誰にやれと言われるわけでもなく自

然に団員一人一人が役割分担をして練習に協力してくれるこんな素晴らしいチームワー

クの良い第一部の仲間と一緒に活動が出来て幸せと思っている内に7月4日郡大会です、

結果は4位と出ませんでしたが、きっと団員は、いつもより1カ月長い練習の間に何か

今までに無いものを得た筈です。

　今年は町の大会郡大会と約2カ月もポンプ操法の練習をした訳ですが、消防団活動を

して行く上で団員のご家庭の協力無くしては成り立ちません。お父さん今夜もいないの、

又消防〜、約2カ月に亘りどこのご家庭でも同じようなやり取りがあったのだと思いま

す。子供たちに後ろ髪をひかれ、奥様達には愛想を尽かされ、それでも練習に出てきて

くれる選手や団員達又ご協力いただいたご家族の皆様には、本当に感謝しています。

軽井沢町消防団  第一分団  第一部
部  長　　中　島　英　樹　

独　り　言
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　6月28日に『軽井沢ウィンターフェスティバル実行委員会』の総会があり、今年の
『軽井沢ウィンターフェスティバル』も正式にスタートしました。
　エッ！もうスタート？と思われる方もいらっしゃると思いますが、7月・8月は軽井沢
のトップシーズン！皆さん自分の仕事で手一杯です。その為、夏前に出来るだけの準備
をしておかないと夏が終わってからでは間に合わない買い物や、段取りもありまた、夏
が終わるや瞬く間に『ウィンターフェスティバル』の開会となってしまいます。
　今年で13回目を迎えるこの『ウィンターフェスティバル』も、第1回目は、平成10
年12月5日から平成11年2月14日までの期間で、『クリスマスタウン軽井沢』『長野県
カーリング選手権大会』『軽井沢氷彫刻大会』の3つのイベントで始まりましたが、今で
は『ホワイトクリスマスin軽井沢』を皮切りに『クリスマスキャンドルタウン』『軽井
沢吹奏楽団クリスマスコンサート』『少年アイスホッケー大会』『オープンカーリング大
会』『スケート競技大会』『バレンタインin軽井沢』『冬花火大会』『ラブソング・アウォー
ドグランプリコンサート』と多彩な催しで冬の軽井沢を楽しんでいただけるよう、ボラ
ンティアの皆さんが頑張っておられます。
　そもそもこの『軽井沢ウィンターフェスティバル』は、30年間続いた『軽井沢氷まつ
り』が母体となり、町民の皆さんの冬の活性化の事業に協力していこうということでス
タートしました。私はたまたま、冬の寒い中を軽井沢にお見え頂いた観光客の皆さんを
暖かい電飾で迎えようということでスタートした『クリスマスタウン軽井沢実行委員会』
の事務局長を務めており、第1回目の『ウィンターフェスティバル』の会議に参加させ

ていただき予算付けをしていただきました。そんな縁か
ら『ウィンターフェスティバル実行委員会』の事務局に
入り4年前より事務局長を拝命しております。
　この1〜2年感じていることがあります。今の『ウィ
ンターフェスティバル』はあまりにも役場主導型でいろ
いろな規制も多く、町民のやる気を殺いでしまうような
事をしているのでは？と思ってきています。もっともっ
と自由な発想と奇抜なアイデアで、町外から人が呼べる
ようなイベントや企画を出させ、その後押しをしていく
ような組織にしないと、先のない『ウィンターフェスティ
バル』になってしまう懸念をもっています。

今年もやります！
軽井沢ウィンターフェスティバル

軽井沢ウィンターフェスティバル実行委員会
事務局長　　利根川　泰　三　



ペットボトルキャップを集めるにあたって
お願いします

編集によせて

　いよいよシーズン到来ですネ。今年は予想外の暑さです。
体をいたわりながらがんばりましょう。

中山淳子　上原美恵子　遠藤美穂　大島たき子　利根川徳子　園部悦子

気がついたらお願いします
キャップの上のシールをはがして下さい

（お時間があったらお願いします）

キャップは1狩、500朱の
ペットボトルのキャップだけです
しょう油のキャップ
4狩のキャップ
マヨネーズのキャップは入れないでね

混ぜないで下さい!
　プルトップやキャップは
　別々の袋に入れて持って来て下さい。
☞

シールがはがれていると
キャップがブランドになるのです

4月以降　約108,000個　90人分

今後の活動スケジュー今後の活動スケジュールル

サンケイマラソン
10月24日

軽井沢駅通路にて地産の物を売る
など計画しております。
10月3日・11月3日・12月5日
販売出店希望者は申し出て下さい。

信州ＤＣキャンペーン
10月1日〜12月31日
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