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　軽井沢の町長として、これから４年間の町政を担当させていただきますので、よろ

しくお願い致します。

　さて、ご承知のように軽井沢町は別荘保養地として１２５年の歴史を数えます。全国

的に大変に高い知名度を誇っており、緑豊かな環境と清らかな風土が何物にも代えが

たい町の財産となっています。軽井沢には夏期を中心として、たくさんのお客様が訪

れます。観光が軽井沢の産業として直接的にも間接的にも、私たちの経済を潤してい

ることには間違いはありません。しかし、軽井沢が観光地かといいますと、そうでは

ないでしょう。軽井沢はあくまで別荘地であり、別荘地としての環境を守り育ててい

くことが大切であると考えます。難しい言葉ですが、「都市戦略」としても別荘地と

して前面に打ち出していくことが、競争社会の中で勝ち残っていけると考えるからで

す。それはこうした考え方からです。日本は少子高齢社会に入っており、人口は減少

しています。全国の都市は常住人口の減少を交流人口で補おうとしています。外から

訪れる人をいかに多くするか、ということに一生懸命です。今まで、観光地と言われ

ていた町は、観光地間の競争で良かったのですが、現在は全国が観光都市と言っても

よい状況になってしまい、ライバルが一気に増えてしまいました。そうした中で軽井

沢町が生き残るには、絶対的な個性を打ち出していくことが重要になります。個性的

で国民に忘れられない町です。それには別荘地としての今までの歴史や個性を前面に

出していくことではないでしょうか。別荘地を前面にと言いましても、別荘だけあれ

ばよいかといいますとそうではありません。別荘地軽井沢の価値を高めるものとして

観光があります。別荘所有者にとっても、町の中に美味しい飲食店や買い物ができる

店があれば便利でしょうし、軽井沢に別荘を持つ価値が生まれてまいります。それら

は観光によって成立しているのです。そう

です、観光が別荘地軽井沢を下支えしてい

るのです。「別荘地か」「観光地か」の議

論に終止符を打って、双方の良い部分を磨

き込み新しい軽井沢を皆様と共につくって

まいりますので、どうかよろしくお願い致

します。

軽井沢は別荘地？観光地？
軽井沢町長　　藤　 巻  　　進　
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　軽井沢野生動物問題研究会クロスは、2009年1月に町内を中心とした有志で設立し
た任意団体です。豊かな自然環境の象徴としての野生動物と地域社会との、バランス
のとれた関係を取り戻すために、野生動物問題に関する情報共有・普及啓発活動を実
践しています。メンバーは、町議会議員、観光協会役員、自治会役員、県職員、大学
教員、児童文学作家、大学生等、多様な立場から構成されています。
　昨今、軽井沢町内では、クマ、サル、シカ、イノシシ等による各種の被害が発生し、
住民の皆様の中にも頭を悩ませている方がたくさんいらっしゃいます。問題を解決す
るためには、地域協働の活動や合意に基づくルール作りが必要不可欠であり、そこで、
2009年11月に、長野県元気づくり支援金事業の採択を受けて住民意識調査を行いま
した。離山・中軽井沢・南ヶ丘・塩沢・上発地・下発地・杉瓜・油井・茂沢・借宿・
追分・三ツ石・つくしヶ丘・大日向・浅間台・千ヶ滝西区・旧軽井沢の計17地区の
ご協力を賜り、3441世帯に封筒を配布し、2329通の封筒を回収いたしました（回収
率は67.7％）。各封筒には複数のアンケート用紙を入れ、それぞれ15歳以上の男女に
回答を依頼したところ、回答者数は合計4259名となりました。ご協力、誠にありが
とうございました。
　アンケートの回収率や集計結果を見ると、町民の誰もが、それぞれ真剣な意見や価
値観を持っているということが伝わってきました。その回答は、野生動物の保護を訴
えるものから駆除を主張するまで幅広く、単純に一本化することは到底無理と思われ
るほど多様でありますが、しかし改めて考えてみれば、この意見の多様性こそが軽井
沢の最大の財産ではないでしょうか。社会における利害関係・価値観とは決して一枚
岩であるはずもなく、そうした多様な人材が揃っているのが、単なる田舎町とはいわ
れない軽井沢の姿であると思われます。
　だからこそ、多様な意見を捨象して無理にビジョンを一本化するのではなく、相対
立し合う意見であっても、その一つ一つが大切な情報であると心得て、どこまでなら
ば妥協できるか、どうした方法ならば合意を得られるか、それを真剣に模索すること、
その模索のための努力を続けることが必要だと思うのです。
　もちろん、話し合いを重ねることが合意を導くという保証はどこにもありません。
しかし、そうした試みを重ねないかぎり、多様な意見を持つ町民が何時までもお互い
に不満を感じ合う状況は克服できません。対立・牽制が続くばかりで、自然の保護と
被害の除去のどちらも実現できないのではないでしょうか。だからこそ今大切なこと
は、話し合いを通じた地域社会のネットワーク・底力を改めて高めていくことである
と思います。
　今後とも、地域の皆様とともに、野生動物をめぐる問題を議論し、その解決に寄与
していきたいと思います。どうかよろしくご指導の程、お願い申し上げます。

商工会女性部新年会　講演要旨
軽井沢野生動物問題研究会クロス

理事長　　打　越　綾　子　
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　11月25日、つくばカピオに於て商工会女性部全

国大会が開催されました。一号車から四号車四台の

大型観光バスに東信、南信木曽、中信、北信東御真

田の各地区で分乗し、つくばを目指しました。会場

では茨城県の商工会女性部員が大多数で出迎えて下

さり笑顔と共にあいさつして下さいました。入口前

では「茨城レディースいきいき物産展」が開催され

ていて大会の前にまずはお買物です。すごい人だか

りでかき分け、押しのけでのお買物でした。大会前

のアトラクションでは井坂斗絲幸社中の迫力あふれる演奏を見せて頂き、大会セレモ

ニー、主張発表大会、基調講演、表彰式、交流会へと続きました。全国から参加した

女性部三千三百人はド迫力です。きっとこの日の日本の各県は静かな一日だった事で

しょう。桜井姚茨城県会長も、末武栄子全国会長も大変力強いご挨拶で「すごい

ねェー、立派だねえ。」と感嘆しきりでした。
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　そして全県の参加者はつくば山の山頂に近い一件宿のホテルに宿泊、大宴会です。

私達、三人の軽井沢の部員は金縛り状態におちいった程、歌に踊りに他の地区の部員

皆さん芸達者です。最後は殆んど全員で部屋の四隅を踊り狂ってやっとお開きでした。

　さて、翌日は東京武道館での商工会全国大会です。参加者一万人はすごい人でびっ

くりぎょうてんです。商工会法施行50周年という記念式典には天皇、皇后両陛下の

御臨席も賜り、厳かに進んでいきました。来賓紹介では沢山の国会議員が紹介され、

政党代表挨拶では、民主党岡田幹事長、自民党谷垣総さい等が祝辞をのべられ、飛ん

でくる野次にも笑顔で受け答えられていました。進行状況も非常にスムーズにゆき、

又一万人の退場の際にも大変手際良くされていて感心しました。全国大会には初めて

参加させて頂きましたが、本当に目からうろこでした。人の力ってすごいですネ、そ

れが集りになると強大なパワーになる事を教えて頂いた二日間でした。
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　冬のイベントとして定着した軽井沢ウィンターフェスティバル。澄んだ空気の中イ

ルミネーションは心が暖かくなりますね。寒さで訪れる人が減少する軽井沢で、なん

とかお客様に楽しんでいただけないかと工夫する心が大切なのではないでしょうか。

　今年初めての試み「あったかマルシェ」は矢ヶ崎公園隣りの広場に出現した小さな

テント村。「コ」の字型に張られたテントに灯りが点りパラソルヒーターで暖まる。

ステージには軽井沢中学校の吹奏楽部や炎のパフォーマンス等々。園部さんのステー

ジもありました（笑）

　支部ごとの出店は、皆さんがそれぞれ考えて温かいものやお土産になるものと盛り

上げてくださいました。他の支部の方々との交流やスタンプラリー、店舗とはちがう

お客様とのふれあいが印象に残るイベントでした。寒さの中でも外に出て何でもチャ

レンジしてみましょうと元気をいただきました。
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ちいさなあったかマルシェ
川　波　珠　子
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　信州ＤＣキャンペーンに女性部としても積極的に関わっていきましょうとの部長の

強い思いもあり私達新軽井沢支部女性部も、中軽井沢支部に続いて、駅の自由通路で

地元の野菜、手作り品等々を販売する事となりました。日時は平成22年11月3日

と決まり、早速皆で集まり、何を売るか、お茶を飲みながら色々な意見が出て、その

日の内に、物販品、値段等もほぼ決まり、当日を迎えました。

　11月3日は文化の日、朝からすばらしい天候で皆元気いっぱい。9時に集合して

いただきました。支部の男性役員も手伝って下さり机や必要な物を運んで、いっしょ

に店開きの準備をしてくれ、品物を並べる間もなくお客様が来てくれ、物がどんどん

売れ出しました。

　中でもストールは内山保子さんが着なくなった着物を、リバーシブルのストールに

して下さり正絹ですのでとてもすばらしい品物でした。

　七宝焼の指輪、イヤリングもすごく素敵で思わず私達も買ってしまいました。又、

土屋三美さんは、日頃から、小物や、くつ下カバー等を作っていて、かわいらしい品々

が有りとても良かったです。中でもやはり女性はお漬物には一番に目がいきますね。

野沢菜、浅間大根はアッという間に売れてしまい追加して、届けてもらうほど盛況で

した。

　お米、ドライフラワーなど少し残りましたがほぼ完売して、3時頃には片付けも終

わりました。このキャンペーンを通して感じた事は何をやるにもやはり皆の心が一つ

になるという事が大事だなーと。

　皆で和気あいあいと楽しみながら出来た事に感謝でいっぱいです。これからも何か

行事の度に仲良く楽しく喜んで行っていきたいと思います。残りの任期一年、宜しく

お願い致します。そして支部の皆さん、軽井沢に来て下さったお客様本当にありがと

うございました。

信州デスティネーションキャンペーンに参加して
新軽井沢支部　　市　村　順　子　

手　作　り　品販　　売　　品

帰アクセサリー　帰七宝
帰ビーズ　帰ストール
帰くつ下カバー
帰小物入れ　帰ウバユリ
帰ドライフラワー　　　等

帰漬物（野沢菜、わさび風味、浅間大根）
帰りんご　帰パン（カーリングパン）
帰粉　帰小麦　帰ライ麦　帰ふすま
帰お米　2㎏（ごろべえ米）
帰ファイル
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　軽井沢野生動物問題研究会クロス。クロス理事長
打越綾子氏。成城大学法学部準教授。先生です。法
学部の。野生動物の問題を法学部の先生がどう分析
するのか興味が沸いてきました。
　野生動物問題住民意識調査アンケートを南、西、
北など17地区へ配布3441件、回収率67.7％。アン
ケートの結果と分析をわかりやすく説明していただ
きました。
　まず、アンケートの実施目的
　①　地域住民の野生動物に対する意向や地域の社会生活の実情を把握する。
　②　行政施策や専門家の活動を広報する。
　③　アンケート記入を通じて、住民自らに野生動物に対する認識を整理してもらう。
　④　返礼の気持ちも込めて結果を住民に還元し、地域の話し合いに向けた素材を提
　　　供する。
　⑤　どのような対応策が有効であるか、どのような対応ならば合意を得られるか？
　なるほど、私たち日頃「サル困るよねぇー」「クマ恐いねぇー」「イノシシ居るよ
ねェー」などと言ってはいても、じゃあどうする、どうしたらいいというところまで
知識もなく深く考えたことはありません。
　アンケートの質問項目では、
はじめに居住地区・居住年数・職業・年齢・性別。野生動物による被害経験、被害頻
度、対応、被害対策。軽井沢の自然に関する考え方、価値観。クマ・サル・シカ・イ
ノシシの存在についてなど、７項目の質問。
　野生動物による被害経験、被害頻度、対応について。庭荒しや農作物被害、ふん尿
被害など被害にあっている方は60％、何らかの被害対策をしている方は30％。農業
関係者の方は農作物を守るためそうとう苦労なさっているということがアンケートか
ら読み取れます。軽井沢の自然に関する考え方、価値観について……重要な観光資源
として豊かな自然環境、別荘地としての歴史文化。
　風景として守るべきものは……浅間山に続く雄大な自然林、人手の入った里山林、
カラマツ林、樹木に囲まれた別荘地など、多くの方が守るべきと考えています。
　リス、野鳥類、昆虫類は歓迎だが、クマやサルはどうなのよ。豊かな自然は守りた
い。豊かな自然環境の中に野生動物がいるのはごく自然のことだけれど山や森から出

女性部講演会
住民の合意形成〜野生動物問題住民意識調査の結果について〜

利根川　徳　子
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てこないで、私たちに被害がなければ良い。軽井沢町には一切いてほしくないと思っ
ている方もいます。農業関係者の方々は特にそう思って当然だと思います。
　対策については、生ゴミ・食料・ゴミ集積所のきちんとした管理。野生動物の食べ
物がある森づくりが必要だと多数の人が考えています。
　私たち人間は、動物に生活を脅かされ被害者の気分大ですが、動物たちからしてみ
ると自分たちの住み家に入りこんできたのは人間じゃないか、人間がなんとかしろ！
て言っているかも……
　講演会を聴いて被害にあった人、被害にあっていない人、職業、年齢などで野生動
物に対する価値観のちがいなど考えるキッカケとなりました。
　２月１７日広告のクロス新聞。第一弾サル号興味深く読ませていただきました。計3
回出るそうですが、クロス注目しています。
　アンケートの集計、分析、大学の学生さんたちも活躍して下さったそうです。日本
各地で野生動物問題は深刻になっています。軽井沢がモデルケースになるくらいの対
策が探れるよう期待しています。



　全国大会の折、他地区の部員さん達のあまりの多

芸、多才ぶりに圧倒され、金しばり状態におちいっ

た事は先に述べましたが、その後、悔しさにキリキ

リと想いをしぼられ、どうにかしよう…。何かやろ

う…と智恵をしぼり合って出た結論が軽井沢音頭で

した。

　二人の大作曲歌、大作詩家によるすばらしい郷土讃歌、“これを復活させよう”プ

ロジェクト、“荒木座一座”を立ち上げました。

　興業手始めは新年会でした。想い想いの衣装にかぶり

物やら小道具等、今までにないもり上りで、全員一人残

らずそれは楽しく踊りました。

　新年会の興奮が冷めかかった頃、“あれすごくよかっ

たネ、昔はあちこちで皆踊っていたのにネェ…。”とい

う感想を頂いて、“これは軽井沢の伝統芸にしなければね”と荒木座一座は改めて感

がいを深くしたところです。

　新年会で初見世興業をする前に、二日程特訓練習をしたので、大分自信にもなって

います。今後は、興業要請があれば場所、料金いとわず興業予定です（？）

　交渉は座長、荒木クミ子副部長までお願い致します。又、荒木座が寄る年なみで解

散のうきめになっても伝統芸は残して頂きたいと座員一同願っております。

一座員より　　

女性部新年会　軽井沢音頭

9

荒 木 座 一 座
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　荒木座誕生への想いと経緯、目的を僣越ですがお伝えさせて下さい。

　女性部全国大会に出席させて頂き多くの他地区の皆様と居る中に何か空気の違いを

感じました。これって何なのかね！車中、中山さんと松崎さんと話し合ってきました。

私の好きな言葉に「有収、有放」書の教えの中にあるのですが人の生き方にも通じる

収めるべきは収めて、放つべく時には放つ事の大切さを言っているのですがこの放つ

事が少し不器用なのではないかと感じました。

　ではどうしたら？頭で考えているより、手探りでも行動。この気持を共鳴して下さっ

た役員共々試行錯誤の意見交換皆さん本気で考えてそして行動してくださいました。

　図書館で早速調べてくれた園部さん、眠らせておくには勿体ない軽井沢音頭、体を

使うからいいよね！振り付けの指導は市村さんにして戴き、これをさらにいま一歩皆

で楽しくするにはどうしたらいい!!と集う度に一人一人の思い入れと気付きで小道

具、衣装が短期間に集まり、数回の打合せと一気に進みました。

　新年会では短期間の内に楽しみ方も自然の流れに乗り何方もそれぞれに楽しんで下

さっていた姿に私達一同心から喜びをかみしめました。せっかく立ち上がったこの組

織を女性部活動の一環として福祉活動に生かせて行けたらいいなと願っているところ

です。

　「荒木座」これは言い出しっぺが荒木だから、「うん荒木座でいい」中山さんの冗談

で呼んでいますが何か良い名前を皆さんで付けて下さい。

　元気に生かされている事の幸福を多くの方々と分かち合って生きて行きたく願って

います。

　この活動に賛同して下さる会員の皆様、ぜひ

一緒に楽しみながら行動してみませんか。

荒 木 座
荒　木　久美子



11

　一昨年の暮に近いある日、女性部会員の、遠藤美穂さんから「ヤコチャンオペラカ

ルメンの合唱に行かない」と誘われました。練習を見に行くだけでもと言われ連れて

いってもらったら、なにやら本を見ながら聞いた事のある歌を歌っていました。カル

メンでした。何もしないのも変なので、ソプラノの方が歌い易いという事なので、そ

ちらに入れて頂き皆様のまねをして歌うのですが、お尻の穴をしめて(笑)頭の後方

から声を出すつもりでといわれてもカラオケ位しか歌った事のない私にはさっぱり解

りません。それでも本を見ながら必死でついて行きました。１、２ヶ月した頃同じ女性

部会員の小林君江さんを誘ったらO.K.という事なので、とり合えず、３人で通いまし

た。私は本を見ながら後方で歌うつもりで、気楽でしたし他の２人もそんなノリだっ

たと思います。ところがある日突然、そろそろ暗譜でと言われました。あっそうか本

は見ないで歌うのかと、又それはそれでボケ防止には良いかと仕方なく頑張って覚え

て歌っていました。あーなんという事でしょう。その後、歌いながら演技をしろとい

うのです。歌もろくろく歌えないのに演技なんて出来るわけありません。色っぽくタ

バコを吸いながらお尻をふって出て来て歌う。そして１幕はけんかのシーン!!けんか

しながら歌う「そんな馬鹿な」歌いながらけんかなどしたら歌はどんどん遅れてしま

い、いつも仲良くしているアルトにいるミホさんや、君江さんとけんかする事になる

と、おかしくて笑ってしまうと“笑ってはいけません!!”と叱られ、さんざんな目に

あいながらもうすぐ本番となります。

　１幕から４幕、3時間半の講演時間です。小学校以来の学芸会の様な?一度もつけ

た事の無いつけまつ毛やドーランをぬりたくり、でも考えてみたら今回誘って頂いて

一番楽しんでいるのは私かも？絶対出来ないいろいろな経験冬のたいくつな軽井沢に

刺激を頂き、何泊もして下さったオーケストラの皆様やプロの歌手。県外からのお客

様にもおいで頂き、軽井沢の活性化の役に立ったと思います。それになにより町民オ

ペラというのが、軽井沢らしくてとても気に入りました。本公演に際し、たくさんの

方々のお力添えを頂きました。心からこの場を借りまして御礼申し上げます。あと数

日で迎える本番の成功を祈りたいと思います。

カルメンに誘われて
内　山　保　子
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オペラ「カルメン」
H23 2/26.27大賀ホールにて

6才〜80才までの総勢150名幅広い合唱団とオーケストラ

主役のカルメンと記念撮影

アマチュアとプロとの
　　　　　アンサンブル
　約２年かけてこつこつ
　積み上げてきた
　ビゼーのカルメンです。
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　大坂屋家具店でお世話になってもう四年になります。今の仕事は製作や販売、催事

の準備など、さまざまなことをやらせていただいています。「ものを作り出す仕事がし

たい。」

学生時代からそう思いながら、自分の仕事に対する覚悟も定まらなかった所為か、就

職先が中々見つかりませんでした。ある夜、自分はこの先どうするべきか暗澹たる気

分になっていた時、背筋が寒くなりました。あの感覚は現在の恵まれた状態では考え

られませんが、「背筋って本当に寒くなるんだ

な。」と妙に関心しました。今ではもう背筋が寒

くなることもなく、大坂屋家具店で拾っていた

だいて、とても感謝しています。

　ものづくりに携わるなかで感じている、その

良さ、製作側だけでは気付かない部分、職場で

これから果たすべき役割などについて書かせて

いただきます。

　手作りのものづくりの醍醐味は、それぞれ個

人の感じる感覚がそのまま商品に反映できるこ

とにあります。製作者が納得して作ることのできた品物は、そのまま商品に対する信

頼、使ってくださる方の豊かな生活へとつながります。私は製作者が納得できる、良

いものを作ることが一番重要だと思っています。

　しかし、入社から四年を経て重要だと気付かされたのは、その納得して作った品物

をいかにして売るのか、という根本的な

問題で、あまりに職人の独り善がりが強

すぎる商品は、消費者から全く相手にさ

れない、という事実です。作り手の側に

いるだけでは実感として感じられないこ

とでした。

　催事で出会った、個人で家具工房を持

つベテラン職人さんに「自分のつくりた

いものと、売れるものとが違うとき、葛

軽 井 沢 彫
（有）大坂屋家具店

小　林　由以子　
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藤はないのかと質問したことがありま

す。「生活していくためには、作りた

いものより売れるものを作らなくては

ならない場合もある。クラフトマンの

ジレンマだよね」と答えてくれました。

これだけのベテランがジレンマを抱え

ながらも、独自のデザインと工夫で魅

力的な商品を作っているのだから、入口に立っている自分が頭を悩ませるのはまだ早

いなとも思いました。

　職人仕事が自分の性分に合っている、と思って生きてきたので、ここ数年販売にも

携わっていることは、自分には思い掛けない展開ではありますが、その重要性に気付

いてしまったからには、貢献していかなければならないと感じています。

　大坂屋家具店は、やりたいという熱意があれば大抵のことはやらせてもらえるし、

そのチャンスは入社して日の浅い職人にも与えられる恵まれた職場です。自分の納得

できる商品を作れるよう、自分にしか感じられないものを実際の物として形にしてい

かれるよう、努力を重ねていきたいと思います。

　職場の社員はほぼ男性で、彼らにとって女性と働くのにはそれなりの抵抗があった

だろうと思いますが、表面上は温かく迎えてくれました。私は男性の価値観の中に入っ

ていく気は全くありません。働いて実感する男女の体力差は歴然としており、その中

に入って頑張るのも一つの選択で

すが、私は男女としても、個人と

しても、向き不向きの差というも

のを前向きに捉えようと考えてい

ます。「自分には今何が出来るの

か。」「何をすべきなのか。」毎日頭

の中で整理しながら、仕事に当

たっていきたいと思います。
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　浅間山にはまだ冬の名残の雪を見ることができますが、三月の声を聞き春の訪れが

感じられるようになりました。

　女性部の皆さまお元気ですか？私は、1月1日付で軽井沢町商工会から御代田町商

工会へ異動となりました。在籍中は大変お世話になりまして、ありがとうございまし

た。

　平成2年11月に軽井沢町商工会に縁ありまして、以来20年。こんな私が何とか

無事に務められたのも、皆さまのおかげと心より感謝しております。

　軽井沢町商工会に在籍したのは20年ですが、女性部の皆さまとの御縁をいただい

たのは、出産を経て育児休業より職場復帰した年からです。あれから娘が今14歳で

すから、10年あまり。時の経つのは早いものですね。

　強いリーダーシップと楽しいお人柄で部をまとめ、女性部を担当したばかりで、何

もわからない未熟な私をフォローしてくださった、佐藤智恵子部長。

　誰もが憧れる、こんな女性になりたいと思わせてくれたいつも朗らかで素敵な、高

橋和子部長。

　忙しい仕事と、女性部をはじめとした地域の活動を精力的にこなす、スーパーウー

マンの金澤明美部長。

　歴代部長をはじめとした、女性部の皆さまとの出会いが私にとっての財産です。間

近でそのお人柄に触れ、たいへん勉強になりました。感謝の気持ちでいっぱいです。

　商工会は移りましても隣町の商工会です。業務のなかで女性部も担当しております。

これからも何かとお世話になる場面があることと思います。どうぞこれまでと同様、

機会あるごとに親しくお付き合いをいただきたくお願いいたします。

　末筆ながら、軽井沢町商工会女性部の皆さまのご健康とご活躍を心よりお祈り申し

上げます。

　ありがとうございました。

ありがとうございました
御代田町商工会

内　堀　和　子　
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　本年一月一日付で軽井沢町商工会の補助員として異動して参

りました鈴木里美と申します。よろしくお願い申し上げます。

　前任は長野県商工会連合会東信支所の補助員として六年間勤

務しておりました。

　東信支所に勤務している当時は東信地区商工会女性部の事務

を担当させていただき、その際には当女性部の金澤部長をはじ

め、高橋前部長や役員の皆様に大変お世話になりました。この場をお借りして改めて

お礼を申し上げます。

　私の主な担当業務は商工会の経理と労働保険事務組合の事務、そして女性部で、着

任してから早くも三ヶ月が経過しようとしていますが、中には初めて担当する仕事も

あり、日々戸惑いながらも皆様に支えていただきながら頑張っています。

　着任後の一月十九日には女性部の新春講演会と新年会に出席させていただきました。

当日の運営や余興などを拝見する中で、部員の皆様のやわらかな振る舞いやほがらか

さ、活発さ、そして団結されている姿に触れさせていただき、まさしく商工会女性部

誓いの言葉にある「商工女性の使命感に徹し、組織活性化の原動力である」を実践さ

れているのだと感じながら、大変楽しく過ごさせていただきました。

　まだまだ微力な私ではありますが、他の担当業務はもちろんのこと、軽井沢町商工

会女性部担当者として、円滑な運営を進め、少しでも皆様のお役に立てるよう、明る

く元気に努力してまいりますので、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

新任あいさつ

鈴　木　里　美　
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片桐義子さんは長野県駒ヶ根市出身。

大病をきっかけに花、植物を飾る事により、花の「気」植物の「気」を身体にも

らい元気が出る事を発見し、興味を持ち東洋医学を研究。独自の花療法を体系化。

信濃毎日新聞社　「片桐義子の花日記」より

片桐義子さんの花日記

目
の
疲

目
の
疲
れれ煙カタクリの花

　　たまった血液の流れをよくする
　　代謝促進
煙チューリップ
　　目覚めスッキリ
　　大脳の刺激
煙アイリス
煙カーネーション
　　白いカーネーションは
　　　目のリラックスに効果的
煙ポピー
煙キク
　　眼精疲労
　　頭痛
　　邪気を防ぐ（香り）

活力
アッ

活力
アッ
ププ　　　　　　　　煙カーネーション（オレンジ）

　　　　　　　　　　オレンジ色閣前向きな気持ちに
　　　　煙チューリップ（黄色）
　　　　　　香りと色閣悪い気をとかし、イライラをとる
　　　　　　　　　　閣身体の活性化
煙ガーベラ（赤）
　　赤いガーベラ閣体を温める作用
　　低血圧気味の人におススメ

ダイエッ

ダイエットト
煙ブーゲンビリア
　　冷え性
煙イチゴ
　　皮膚呼吸の機能アップ
　　新陳代謝活性化
　　美肌づくり
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煙クレマチス
　　紫色の花姿
　　　閣加齢からくる
　　　　体力減退、自律神
　　　　経の乱れを整える
煙カーネーション（緑）
　　精神的な疲れを解消
　　免疫力を高める効果

老
化
防

老
化
防
止止

スト
レス
解

スト
レス
解消消　　　　　　　煙スイートピー

　　　　　　　　　桃色の花色と花姿閣安心感、穏やかな気分
　　　　　　　　　紫色のスイートピー閣なごむ
　　煙アザレア
　　　　「陽」のエネルギーを持つ花閣
　　　　　　　　　おおらかなやさしい気持ちにしてくれる
煙シンビジウム
　　冬の寒さから起こりやすいストレスを一掃閣明るい気分に

煙コブシ
　　甘い香り閣
　　　呼吸器系に良い
　　白い花色閣血圧の安定
煙バジル
　　香り閣呼吸器系に良い・
　　　　　頭スッキリ
　　香りと白色の花閣
　　　　　　神経の鎮静

呼吸器の改

呼吸器の改善善

リラ
ック

リラ
ック
スス　　　　　　　　煙ムスカリ

　　　　　煙カーネーション（赤）
　　　　　　　香りと花姿閣心を慰める働き、リラックス効果
　　煙ウメ
　　　　甘い香り閣リラックス、心身の疲れを忘れさせてくれる効果
煙スズラン
　　甘い香り閣穏やかな気持ちに
　　　　　※有毒成分が含まれているので注意が必要



編集によせて

　22年度は信州デスティネーションで旗作りに始まり、新年会の大盛り上がり
　女性部のパワァーを感じました
　まだ寒い日もあります。体に気を付けてシーズンに向け頑張りましょう。

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

エコキャッエコキャッププ

お買物には気をつけて！
町内のお店で発生しました。
ある主婦がレジで支払のためのお金を、サイフから出している間に店員
さんは、レジのすんだ商品を袋づめのテーブルへ移しました。
主婦はお金の出し入れに夢中になっていたため買った商品に目がとどき
ません。それを良いことに同じテーブルで袋づめしていた万引き犯は、
主婦が買ったカゴの中から数点を自分の袋に入れると、その場を立ち
去って行った様です。
主婦は自宅へ帰ってから気がついた様です。
このお店では他にも目撃されていたことから発覚しました。
マイバックを持参してレジを通しながら入れてもらうのがエコですし、
安全ではありませんでしょうか。

3月末現在およそ500㎏弱の
エコキャップが集まってきています。

数週間中に業者に回収してもらいますので、
お手元のキャップを荒木酒店様又は商工会
事務局へお届け下さい。

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。
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