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　忘れることもできない3月11日、国内観測史上最大を記録した東日

本大震災、それに伴う大規模津波、さらに東京電力福島第一原子力発

電所の事故。現代日本社会が初めて直面した出来事でした。地震の恐

ろしさもさることながらあの巨大津波で海から天国へ旅立たれた方々、

まだ瓦礫の下で眠っておられる方々、胸がつぶれる想いです。日本国

中、いえ世界中のだれもが悲しみにくれた出来事でした。あれから百

日の日が経ちました。やっと地震酔いも収まり、少しずつ通常の生活

が戻りつつあります。けれどもあの日うけたショックと胸を押しつぶ

されるような悲しみはこの世を去る日まで決して忘れることはないで

しょう。

　原発の事故も不気味です。でも私たちは生きてゆかねばなりません。

強い心で、がんばって生きてゆきましょう。

　突然天国へと旅立たれた方々には心からお悔やみ申し上げます。ど

うぞ安らかにお休み下さい。そして一日も早く日本が復旧するよう努

力することを誓います。

合　掌　

初  め  に

編集委員一同
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　3月11日東北の沿岸部を中心に関東中部圏が揺れ、日本中がテレビにくぎ付けとな
り、津波の恐ろしさ怖さを知らされた。
　これを見た藤巻町長は3月12日に副町長・総務課長・企画課長・財政課長を招集
し青森、岩手、宮城、福島5県へそれぞれ200万円の義援金を贈りたい、さらに新聞
記者に発表するので議会の了解を願いたいとの申し出が有り、議会としても反対する
何もの無いので、事務局長通じて全議員の了解を得る。その後発生した長野県北部地
震の栄村にも同額の義援金を贈ることを決定している。
　このようにスピーディーに事を進めたため、県下でいち早く義援金についての記事
が掲載された、13日には役場庁舎・軽井沢病院・中央公民館・木もれ陽の里に義援金
箱を設置し、16日より県に準じた支援物資の受け付け、3月18日には毛布1000枚ペッ
トボトル（水）700本が地方事務所に支援物資が搬入、翌19日には被災者の受け入れ
についての方針が決定。旅館組合で受け入れ希望の宿泊施設を募集したところ、32県
の宿泊施設が登録され1000以上のキャバシティが確保された、町は1億円の予算を
計上し県に申し出た。
　しかし何処からも避難の申し出が無いため、3月26日より町長、私議長、観光経済
課長、ドライバーは1泊2日で岩手県、宮城県を訪れる、岩手県の防災部長と会見し
軽井沢は被災されました皆様1000人を受け入れる用意が出来ていると申し出たが、部
長の返事は、「大変有りがたい事ですが被災された皆様は、1週間ただボー然としてお
り何もする気にならないようでした、その後我に返り流された我が家を探し出し、位
牌や思い出の写真等を探す日が続いており、集落の絆は想像以上に強く県が内陸へ用
意した避難場に移動する人は数名で、移動しようとする人には白い目で見ている状態
です」と、言う事でした。
　これではいくら迎えに来ても動く気配は感じられず、つづいて宮城県庁に向かった、
宮城県庁では副知事と会見したが、岩手県と同じことを言われ被災者の受け入れは難
しいものがあると痛感させられた。
　つづいて4月13日阿部長野県知事のお誘いもあり、副町長、私議長、観光経済課
長ドライバーで福島県庁、南相馬市を訪問し、岩手、宮城に申し出た事をお伝えし、
南相馬市の被災現場を見てきました、被災現場に入った時はただボー然とするだけで
しばらくは言葉が出てこない状態でありました。
　表題に掲げましたが震災後の町長の判断力、行動力は、町の安全を考えたとき安心
感を覚えた者です。

町議会議員　　荻　原　宗　夫　
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判断力、行動力に優れた藤巻町長



　大地震と原発事故の影響で催し物の中止が相次いだ。3月の時点で7月や8月のイ
ベントまで次々と中止になった。コンサートや落語、花火大会、作品展にいたるまで。
中止の理由は「自粛します」から「警備の打ち合わせの問題」、「チケット代に回すお
金があれば義援金に」までさまざまだった。
「書」のグループ長の開催いかんでもめた人たちの話によると、中止派は鼻高々で、
決行派はなじられたそうだ。なじる前に議論をしたらどうだろう？お互いの自主独立
の判断を尊重しない雰囲気は、なにか戦争中の「右向け右」を思い出させられて、気
持ち悪い。自粛して何もしないより、開催して、集まった人たちから義援金を募るほ
うが、被災者たちにはありがたいのではないだろうか。
「自粛」の気持ちはよく分かる。根こそぎ家を流され家族を失った人たちの茫然自失
の姿を見るにつけ、何事もなくこのまま生活していられる自分がありがたいというよ
り、申し訳ないような思いにとらわれてしまう。でもそのセンチメンタルな気持ちに
負けないで、まず考えることだ。支援はこれから何年も続けて行われなくてはならな
い。今、自粛一辺倒で世間にお金がまわらなくなったら、支援は先細りになる。実際、
中止が相次いだことで倒産する会社が出てきた。四月未のＧＤＰは過去最低となった。
自粛ムードで消費も減ったからだ。そうなると国税が減って国による復興支援も困難
になる。
　こんなときこそ、みんなが自分の持ち場を守り、活発な活動を続けながら、支援に
手を貸すという発想が必要なのではないか。昔、習った歌「若者よ、体を鍛えておけ、
その日のために」の中の「体」が「知恵」や「技術」かもしれない。その気でいたら
必ず自分の出番が来る。
　震災から3週間後、自粛ムードの中の4
月2日（土）、軽井沢の「花の妖精」で私
のライブが予定されていた。オーナーの内
山保子さんも私と同じ考えだった。「そう
よ！軽井沢は大丈夫なんだから頑張らない
と！」と、ライブは予定通り「決行」され
た。そこで義援金を募った。お店いっぱい
に70余名の方たちが参加してくれた。そこ
で集まった義援金5万662円は赤十字に寄
付した。
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軽井沢町商工会女性部

　ふきのとうの皆さんへ
田 嶋  陽 子

自粛ムード



　4月20日、石巻の避難所を訪ねた。「私にできることはなんだろう」と考え続けて
いた。たまたま見たテレビの中で、それぞれの避難所で女の子がトランペットを奏で、
男の子がピアノを弾き、18歳の青年が三味線を弾いて、被災者たちを慰めていた。
「そうだ、私も歌を歌って、できればみんなに笑ってもらおう」と思いたつ。
　知人が、全国にボランティア看護師を派遣している団体キャンナスで活動していて、
その話をすると、「そんな支援こそみんな待っています」と言ってくれたので、そこの
仲介で行くことになった。
「テレビカメラなし、単独、大がかりな仕掛けなしで」が条件。電池で動くラジカセ
と伴奏入りＣＤとマイクを用意した。被災者の皆さんには今、どんなおみやげがいい
かな？と聞いたところ、被災者たちの中には花を育てたがっている人がいるから鉢埴
えを持っていったらどうだろう、という話になった。
　花なら東京で売っているものよりも軽井沢のほうが元気な花があると思った。さっ
そく「花の妖精」に助けを求めると、内山保子さんが二つ返事で応じてくれた。つぼ
みのシャクヤクをたくさん調達して、しかも花屋さんにおまけまでしてもらって送っ
てくれたので、それらをレンタカーに積み込んだ。また、中山のジャムの中山淳子さ
んが、商工会の集まりで内山さんから私の慰問の話を聞いて、避難所宛てに、たくさ
んのジャムと、お菓子を送ってくれた。
　仙台が近づくと、テレビで見慣れた無残な光景が目の前に広がる。まだ補修が終わっ
てない高速道路で車はガタガタ言っている。建物にはまだ車が突き刺さったままだ。
一見、きれいに残っているように見える家も、よく見ると中はがらんどうだ。
　最初の避難所に着くと、中山ジャムからすでにたくさんのジャムとお菓子が届いて
いた。2ケ所の避難所の全長に配ることができて、みんな「こんな豪華なお菓子とジャ
ムが食べられるなんて」と感動していた。シャクヤクの花も、山の上に二次避難して
いる人がちょうど降りてきていて「私たちもほしい」と持っていってくれたりした。
　歌う予定の避難所は昼食時だったので後
回しにして、他の2ケ所を先に回った。そ
のうちの1地区は液状化が進んでいて、も
うそこに家を建て直すことは無理と言われ
ているところだ。最初に話を聞いたのは60
代くらいの夫婦と息子さんの一家。お父さ
んは、車で移動中、津波が迫ってきたが、
大きな保冷車のちょうど真後ろを走ってい
たから、波の直撃を受けないで助かったと
いう。そこで流されずに済んだ人たちが保
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石巻訪問1〜行政への不満



冷 の に まり、その中で一 を過 したという。
　息子さんが別の避難所から両親を訪ねていて、「ここは液状化が進んでるから、この
土地を手放すしかない」ということをお父さんにこんこんと説明していた。お父さん
は、なかなか納得しない。「ここはやっぱりオレの土地ですからねぇ」と譲らない。息
子は諦めない。
　次の部屋で会った老夫婦は、液状化の実態を知らなかった。「家自体は流されていな
い。ちゃんとあるんだ。柱とか直すだけでまた住めるか、専門家に見てもらわないと」
という。隣の部屋なのに、情報に近い息子がいるかどうかでこんなに状況の理解が違
う。
　そもそもその避難所自体が、満潮時には浸水するので、危険区域なのだという。し
かしそこを出て他に移動すると国からの補償が出なくなるという噂があったりもして、
みんな出て行かない。「噂」とはどういうことだ？行政は「噂」を打ち消して、正確な
情報を流すことがその役目ではないか。
　行政がすべきことは、「この地区はもう家も建てられない危険区域だから新しい場所
に行くしかない」ということを懇切丁寧に説明することだ。しかし人に言わせれば、
行政は責任をとりたくないから、はっきりしたことは言わないで、なんとなくみんな
が察知して去っていくことを待ってるのだという。これは、原発事故の避難勧告の対
応にも共通している。正直な数値を出すと住民が動揺するからと、情報を小出しにし
たり隠したりすることで、住民は自分で考える手立てを失い、より不安にさらされる
ということが分からないのか。
　こういったことを実際に見たり聞いたりしていると、戦前の国の対応と今もあまり
変わっていないことに気付く。日本の国政にたずさわる人たちや行政は、どこか国民
を子ども扱いしている。子ども扱いするなら徹底して国民の面倒を見るというならい
い。ところが政治家は、自分のクビをかけて国民を守ろうという究極の責任感がない
のではないか。戦争中、陸軍も海軍も総理も「負け戦になる」ことを知っていた。で
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追伸（1）
　キャンナスの人から「田嶋先生からい

ただいたお花、みなさんがお手入れして

2Ｆ玄関に飾っていました。剪定されて

いるので、いまはお花がついてませんが」

と写暮が届いた。



も、だれも猫の首に鈴をつける勇気のあるリーダーたちはいなかった。責任を持ち回
ししながら、ずるずると死者を増やしていった。決断を迫られたとき、20万人だった
死者が、敗戦のときには300万人になった。戦後66年、いいかげん、被災者たちの
エネルギーを無駄遣いするのはよしたほうがいい。彼らがきちんと自分で決断できる
ようになるための判断材料を過不足なく出すことだ。
　この老夫婦を前に、「私に何ができるんだろう」とつぶやくと、「頑張って、テレビ
で発言してください」と言ってくれた。びっくりした。
　2つめに訪ねた避難所は500人近い人たちが小学校に避難していて、その規模に驚い
た。大きい分だけ、いろいろなトラブルがあるように見受けられた。被災者同士でト
イレ掃除を熱心にやりながらケンカしていた。他県からの炊き出しを始め、たくさん
のヘルプが来ていた。慰問品は天井うず高く積まれていた。一室は、衣類が山のよう
に入れられていた。みんなそこから1枚、また1枚とひっくり返して品定めをして、
持っていった。混雑していて、避難所の中に入ることははばかれた。女の人が出て来
て私の顔を見ると、「公平に配られないの。一人が取り込んじやうの」と訴えてきた。
男の人がツカツカ寄ってきて話しかけてくれた。「行政は先生がいつも言ってる通りで
すよ」と冷たく笑って怒っていた。避難所全体がザワついていた。
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追伸（2）
　石巻で被災した私の知人が先日電話で話してくれた後日談。
「このまえ、田嶋さんからいただいた衣類を配ってたら、相手から
『田嶋さん、歌を歌ったの知ってます？』って言われて、『私は行け
なかったけど、話は聞きました』って言うと『とっても上手だった
よ〜、とってもめんこい人なのね〜』と言ってましたよ。『ガンバレ
よ、って声かけられてたよ』って。田嶋さんが帰った後、『俺たちも
たいしたもんだな〜。来た人に頑張ってって声かけられるくらい元
気出たかな。なんか不思議だね〜』って話してたって」
よかった！−人でも元気になってもらえたら本当に嬉しい。



7

　3時過ぎ、最初の避難所に戻った。ここは140人くらい。人数が少ないせいか、最
初2つの避難所とは様子が違っていて、避難している人たちが穏やかな顔を見せてい
た。最初の部屋を訪ねると、みんなからいきなり「センセイ、あの人たちに負けない
で頑張って」と口々に励まされてビックリした。みんな、大阪発の討論番組「たかじ
んのそこまで言って委員会」を見ていてくれたのだ。私はそこでいつも7対1で孤軍
奮闘していた。「原発」に反対したり「憲法9条改悪」に反対したりしてはみんなか
ら罵倒され、あざ笑われていた。そんな私にエールを送ってくれたのだ。
　私の歌なんて誰も期待していない。でもド派手なピンクのドレスに着替えると、み
んなギャーッと笑ってくれた。慰問に際して、「地味目のカジュアルな服装で、化粧も
控えめに」が鉄則と言われていたが、私は、これに、従わなかった。災害でどこもか
しこもモノトーンだから、七十女のド派手なドレス姿でみんなが笑って気分転換にな
ればいいと考えたからだ。
　しかし布団の上に正座して聞いてくれる人たちを前に歌い始めると、上がりまくっ
て歌詞が出てこなくなった。「女は愛敬！」という声がかかった。目の前の男性が「歌
詞を持ってよっか」と言って両手を掲げてくれた。そして「もう一曲！」の掛け声に
はげまされながら3曲の予定を6曲歌った。歌い終わると、みんな、手帳や上着にサ
インしてと、並んでくれた。一人の女性が「きれいな衣装で来てくれてうれしい。み
んな暗い色ばっか着て来るから」と耳打ちしてくれた。「新しい家に入ったら飾るから
ね」と私の写真入りのチラシをもらいに来てくれた人たちもいた。並んでいたオジさ
んが自分の番になると、「頑張ってね」と言って、八つ折りにした千円札を握らせてく
れた。
　励ましに行ったはずの私が励まされて帰ってきた。みんなの心に触れて感動してい
る。一日も早く環境整備がなされて、この人たちのユーモアにあふれる強い豊かな心
が、そのまま生活の中で生かされますように。

石巻訪問2〜私の歌



ぼくが軽井沢に来たわけ
薗　田　慎一郎
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　ぼくは、東日本大震災の被災者であり、その影響で、この長野県の軽井沢に引っ越
してきました。今回は、その地震の発生から、現在に至るまでの過程をこの場を借り
て、書きたいと思います。
　ぼくは、福島県のとある高校に通っていました。その日も、ぼくは、いつもと変わ
らぬ日常を過ごしていました。友達と昼休みに、他愛ない話で盛り上がり、午後の授
業、５時限目が始まりました。ぼくは、いつものくせで昼食後のシエスタと言わんば
かりに、居眠りをしてました。本音を言うと、毎日、同じような生活があるなら、いっ
そのこと、「天災でもおきねえかなー」と思うことは、しょっちゅうありました。だけ
ど、そういう事を思うのは、2度としない方がいいと、今回の地震で、実感しました。
その後授業中に、大きな地震がありました。その時自分は、スゲー興奮しました。ま
さか、本当に起きるとは…と。
　その後、別のクラスで授業してた友達とも合流し、興奮し合っていました。地震が
起きた直後はまだよかったです。自分は、地震の恐ろしさをナメていました。地震で
恐い所はその後なのです。
　家に帰ると、地獄でした。水は出ない、スーパーはやってない。トイレが出来ない。
火も簡単に起こせない。今まで、普通にやってきた事が、突然出来なくなり、頭がお
かしくなりそうでした。ぼくが、一番おどろいたのは、コンビニの商品が全て無いに
等しい状態でした。売れ残ってたのは、チョコレートぐらいでした。
　2日後、問題の原発のニュースが伝えられました。この原発の影響で、ぼくの家族
は、自分の家を出る事になりました。地震の後、放射能とは…福島県民としては、福
島を離れることは、とても悲しい事でした。
　その後、長野県の軽井沢に引っ越し、今は別荘を借りて、住んでいます。
　これが、3月11日の地震から、今に至るまでのぼくの体験した一部始終です。
　今回は、このような場をもうけさせてもらい本当にありがとうございました。

　薗田君に出会って　　　　　　　　　　　　利根川　徳　子
　薗田君とは、グランフォンドのお手伝い（プリンス駐車場で豚汁のサービス）で、
ボランティアスタッフとして参加していて知り合いました。話しを聞くと福島か
ら来た、被災者であることを知りました。ぜひ原稿を書いてくれるようお願いし
たところ、こころよくひきうけてくれました。
　地震の時の様子、原発のこと、福島を出なくてはならなくなり数日間の大変さ
に心が痛みます。どのくらいの期間軽井沢で生活することになるのか分からない
ですが、やがて大人になって軽井沢のことを第二のふるさとと思ってくれたらい
いなぁと思います。皆さんで、あたたかく見守っていただきたいと思います。



　私は岩手県山田町に在住する者です。

　平成23年3月11日午後2時45分頃突然大きな地震が起こり、停電でテレビ

も映らず、ラジオで大津波警報を聴き、妻と一緒に3階屋上に避難したと同時に、

津波は我々の3メートル下を直撃し、周りの家々が一瞬で流され、その迫力は言

葉に表わせない恐ろしいものでした。

　また、火災が発生し、次々と家が燃え町が火の海となり、その恐怖で眠れない

一夜を過ごし、翌朝、二人で避難所に向かいました。

　その途中の光景は戦争映画の爆撃後のようでした。

　この震災で、我が家は1、2階は破壊されましたが、偶然にも3階が残りまし

たので、3日後には避難所を出て、3階に妻と二人で住みましたが、電気と水の

ない生活で、最初は大変でしたが、2ケ月後には慣れました。

　毎日、全国から贈られる支援物資の配給があり、1〜2時間前から行列が出来、

支援してくださる皆様に感謝の気持ちで、私も行列に参加し、果物・パン・缶詰

等をいただきました。

　特に寒い時には、行列に参加して、配給を待つのが大変でした。

　全国各地の奉仕団体が「炊き出し」を催していただき、何度か妻と二人で参加

し、感謝しながら美味しくいただきました。

　毎朝、3階から見える光景は瓦礫の焼けの原で、早く緑の多い静かなところに

住みたい日々でした。

　津波が襲った数日後、軽

井沢の遠藤さんより、無事

を確認すると同時に「こち

らから迎えに行くから軽井

沢に来て」との電話があり、

過分なお心配りには、励ま

されると共に大変嬉しかっ

たです。

瓦礫の町から新緑の町に

9

千代川　泰　久
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　震災から2ヶ月が過ぎ、災害危険区域に建つ我家ですが、思い出多い家ですの

で、改築（再建）することに決め、工事期間中の3ヶ月間を一時避難場所として

遠藤さんご夫妻にお願いしたところ、気持ち良く快諾してくれました。

　瓦礫と異臭のする被災地を発ち、5月29日に軽井沢に着き、当日はあいにく

の雨でしたが、遠藤さんご夫妻の心こもった温かいお世話に感激すると共に私ど

もの心は快晴でした。

　翌日の軽井沢の光景は、新緑が美しく、空気も、近景も遠景もすべて新鮮で、

2日前まで瓦礫の中で住んでいた私達にとってはまるで別世界でした。

　以後、緑美しい木々と野鳥の鳴声に癒されて、幸せな日々を送っておりますが、

テレビで被災地の現状が放映される度に「頑張れ」・「負けるな」と心で叫び、そ

して、遠藤さんご夫妻はじめ軽井沢の皆さんの温かいお世話には心から厚く感謝

しております。

私  千代川泰久と遠藤美穂さんとは同じ日本大学歯学部卒業とい
う先輩、後輩の間柄です。
御主人の（旧姓）上原康恒くんとはアマチュアボクシングからプ
ロに転向した折日大歯科病院で診察したという縁で知り合いにな
りました。
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　5月20日に松代に於いて開催されました。事務局の鈴木さん・金沢部長・中山さ

ん・荒木さんとの5名でリーダー研修会に参加してきました。松代と云えば、街がき

れいに整備され、観光客の方にちょっと休んでいただけるようにと丸太を半分にした

ベンチ等歩道の所々に設置してあり、おもてなしの気持ちが伝わってくる様な観光地

になっています。軽井沢の歩道も「ベンチや椅子を置いてはいけない」と取り締まり

に歩いたりしますが、松代の街を視察に行っていただきたい。今回はホテル内のみで

した。

　県女性連の総会終了後、連合会の組織支援課長（寺澤伸一氏）のお話がありました。そ

の後勤労者支援係長の福田雄一氏の講演がありました。

　仕事と生活の調和（ワークライフバランス）をめざして、充実した日々を送りましょ

う。と云う様なお話でした。

　その後主張発表大会がありました。東信ブロックからは浅科商工会から代表として、

「女性部活動と地域振興」との題で主張発表されました。10分間にまとめて。短く

ても、長くても減点とのこと。4人の方が演台に上がりましたが、皆それぞれ、素晴

らしく、衣装にも気を配り堂々とされて、感服してしまいます。昨年度は軽井沢から

荒木さんが代表で発表されましたが、今回は昨年度を思い起こし感慨深いものがあっ

たのでは…とおもいます。今年度は中信地区の木曽町商工会の方が関東ブロックに代

表として選出されました。関西から木曽に移り住みペンション経営をはじめたが、何

も分からず商工会に助けを求めたのが、きっかけとなり、女性部の一員として、地域

発展を目指して頑張っている…とのお話でした。

リーダー研修会に参加して

藤　巻　富　子
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　この度の大震災にあたり各商工会女性部会員さんよりご寄付を頂きありがとうござ

いました。県商工会連合会より栄村には直接届けます。

　「こりゃあ、大変だぞ」相馬副会長の問いかけに「そうだね、でも商品開発はやりた

かったから私、嬉しいよ。大丈夫、何とかなるよ」とは言ったものの少々不安。これ

は前年度から今年にかけての地域社会に貢献する事業「地域資源を生かした健康食づ

くり」の初回の推進委員会の時の会話。東信理事会でも「本の時の様にやれば良いの

かな？」と自信のないスタートでした。が、2回目何と30品以上の試食会となり「皆、

やる気充分ね」と驚きました。県下4地区に分かれ3回のワークショップも行なわれ

る一方、料理研究家横山タカ子氏、食品開発の鳥巣氏、ライフスタイル局プロデュー

サー西沢氏3先生の、専門分野からのアドバイスを受け、推進委員会も会を重ねる毎

に工夫され良い物ができてきました。先生の「長野県は、素晴らしい水がある。そし

て素材は豊富、沢山とれるから作るのではなく、地元ならではの食材を生かすことが

大事」の言葉は深く皆の胸にきざまれました。

　2月にはレディスフォーラム（中間発表会）が開催され、事例発表、試食、先生方

の講評が行なわれ「レベルが高い」とおほめの言葉もあり、より完成度の高いものを

目ざし工夫努力していく覚悟です。商品開発の候補は鳥巣先生が「名前にほれた」と

言われた、ほたるの乱舞漬け、野沢菜と信濃地どりのソテー、わさびゼリー、プルン

ドレッシングです。各地区の素材を生かした約80種の健康食は、広く皆様に利用し

ていただく為、ホームページへの掲載にむけ着々と準備をすすめています。又、この

事業が、各地区単会の町おこし交流へと生かされていけば幸せと思います。

　また、東日本大震災では義援金に御協力いただき心より感謝申しあげます。今年は

女性部四十五周年記念事業として、500円玉募金を行い災害復興支援地域活性化事業

の為、今後3年間継続事業として実施いたします。今後も、御協力よろしくお願いい

たします。

長野県商工会女性部連合会

会　長　　佐々木　悦　子　
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今年で2回目をむかえ

　ハーフマラソン　4522人

　ファミリーペア　152組304人

　ゲスト　高橋尚子

　　　　　もう中学生

前半はカンカン照り、後半は雨という　
天気の中選手は満足の様子で走りました

　2011.5.22

軽井沢ハーフマラソン2011

完走者は、4231名

　男性　29才未満　413人

　　　　70才以上　040人

　女性　29才未満　206人

　　　　70才以上　001人

　1位　男性
　　塩尻市　牛山純一さん

（1時間10分35秒）

　1位　女性
　　東京都　高藤智美さん

（1時間41分01秒）

参加賞とおそろいのＴシャツが

チャリティーとして登場し

1枚1,000円で販売されました。

寄藤文平デザインで

実費をのぞいた売上金が

義援金になりました。
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初夏の軽井沢の浅間山麓での自然の中
125㎞を駆け巡る山岳サイクリング

　　　2011.6.4

　グルメフォンド
　40㎞を高原グルメしながら走ります

第1エイドステーションの
　　アメーラトマトが大人気
第2エイドステーションには
　　手作りパンがいっぱい
おふくろの味たくあんもありました。

「あの小旗は今年はないの？残念」
っと覚えてくれた選手がいました。
又、昨年の旗を持参で参加した選手
もいて応援にかけつけた私たちも
「やって良かった」っと笑顔になり
ました。

2011.6.5　グランフォンド
　　　　　　　　距離　125㎞
獲得標高2,300mのハードな
コース。
タイムではなくルールを守って
走る山岳サイクリングです。
出場者は昨年の2倍の600人で
した。
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　気温が30度以上の中、23名が参加。

　バスの中であいさつが終わると、おいしい飲みものを手に高橋和子さんのもと「カ

ンパーイ！！」とにぎやかなスタートでした。

　車の前側の席は学習意欲満々の1号車組、後ろの席はおしゃべり上手の吉本興業組

といった様子ですが、研修の話が始まると真剣です。

　バスの中では弥彦神社参拝を前に手水舎の使い方を実習していきました。

神社では何をお願いしたのでしょうか。

　国上寺では、私たち吉本興業組の100倍はおしゃべりするお坊さんの案内で、良

寛が庵を組んだ五合庵まで行ってきました。

新潟弥彦神社と良寛をたずねて
研 修 旅 行　 H23.7.11
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　昼食はカニ、カニ、カニ、の「カニご膳」冷房のきく部屋から一歩出るとものすご

い暑さでトイレに行くのも大変でした。

　寺泊ではお買い物です。

　各自持って来た 三  千  万  円  の  お  こ  ず  か  い をあっという間におみやげにしてしまいまし
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

た。バスが重くなりました。

最後の立ち寄りは良寛記念館！

良寛さまはやさしい方。ある日縁の下から

竹が生えて来ると「ぶつかってはかわい

そう」縁を切ってあげたとか。どんど

んのびて屋根まで行くと何と屋根を

切り落したとか…

すばらしい書を残した良寛さまは

子供たちには字を書いてあげても

欲の深い大人には断わったとか…

　　　　旅行記　園  部  悦  子

追　　　　追　伸伸
途中サービスエリアでイケメン　　　途中サービスエリアでイケメンのの
お坊さんたちに会いました。サー　　お坊さんたちに会いました。サービビ
スエリアで夜があけたとのこと　　スエリアで夜があけたとのこと……

中山淳子さんが代表してちょっぴり　中山淳子さんが代表してちょっぴりささ
し入れしし入れしてて
あげましたあげました。。

被災地へ向うところで被災地へ向うところですす
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　軽井沢町の中山道追分宿に発祥し、全国各地に伝えられたという追分節・馬子唄を

多くの人に親しんでもらい、この追分宿に様々なお店を誘致して宿の繁栄を願う、と

いう考えで出発した「しなの追分馬子唄道中」も、町内外を始め、多くの方々の御理

解と御協力を頂き25回を数え、多くの人に軽井沢西地区のお祭りとして親しまれて

まいりました。26回目を数える本年は、種々協議をいたしましたが、〈東日本大震

災支援イベント〉として、軽井沢西地区の各区、各団体の皆様に御理解、御協力を頂

き共催をして頂く事となり開催する事となりました。開催に当たっては、追分区民の

皆様のご協力のもとに7月の毎週日曜日に9時から5時まで約20名位で準備を行い

7月24日の当日を迎えます。このお祭りを通じて、軽井沢の発展と西地区の活性化

のため、私達の子供たちが自他ともにほこりを持てる「ふるさと」を、そして、そこ

で住んでみたくなるような、そんな「ふるさと」をつくりあげる努力を積み重ねてま

いりました。この素晴らしい、追分をさらに大勢の皆様に知っていただく為この「し

なの追分馬子唄道中」を実行いたします。

しなの追分馬子唄道中開催の趣旨
しなの追分馬子唄道中実行委員

企画室長　荻　原　里　一　

がんばろう！日本　　　　　　
　　　東日本大震災支援イベント
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　みなさんはじめまして！カーリングチー

ムの「ＳＣ軽井沢クラブ」といいます。僕

たちは、2014年ソチオリンピック出場を

目指して、日々練習に励んでいます。

　チームのメンバーは、スキップの両角友

佑（26）サードの山口剛史（26）、セカ

ンドの清水徹郎（23）、リードの両角公佑

（22）、そしてコーチの長岡はと美の5人

です。両角友・山口は『ＮＰＯ法人スポーツコミュニティー軽井沢クラブ』の社員と

して、両角公・清水は『軽井沢タリアセン』で働きながら、仕事後にトレーニングや

カーリングの練習を行い、体力とカーリング技術の向上に努めています。

　平均年齢24歳と、まだまだ若いチームなのですが、2007年

から2009年までは日本選手権で3連覇し、2009年には日本

代表として世界選手権にも出場しました。その時の経験から、海

外でのレベルの高い相手との試合が重要だと改めて気づき、毎年

10月にカーリングの本場であるカナダで合宿を行い、世界の

トップレベルの相手との試合をしています。

　今年は、2年間遠ざかってしまっている日本代表へ復帰するた

め、日本選手権で優勝することと、世界の強豪相手に勝っていく

ための実力や経験を蓄える年として、精進を続けていきます。

　そこで、海外への合宿や、国内での大会に出場するための資金を集めるため、去年

から『ＳＣ軽井沢クラブ　ファンクラブ』というものを立ち上げました。仕事が休み

の時には町内で会員集めの活動を行い、商工会や婦人部の方々のところにお邪魔する

など、軽井沢町のみなさんのご協力をお願いしています。

　一つ一つの活動がオリンピック出場という目標に近づく小さな一歩となると信じて、

コツコツと頑張っていきます。声援を力に変えて、軽井沢町のチームとして共に歩い

ていきたいと考えておりますので、皆様の応援をよろしくお願いします！

みなさんはじめまして！
カーリングチームＳＣ軽井沢クラブです　　

両角（友） 山口 清水 両角（公両角（友）　　山口　　清水　 両角（公））



編集によせて

3月11日の大地震以降、未経験、未体験のことがつづきこれから先どうなるの
と心配になりましたが、きっと大丈夫。日々を一生懸命頑張るしかない。
頑張りましょう。

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

エコキャッエコキャッププ

4月21日　業者回収
495㎏　2,595円  になりました。

現在200㎏ぐらいたまっています。
7月末回収予定です。

全国商工会女性部で今年度よ全国商工会女性部で今年度よりり
エコキャップの回収事業が始まりましたエコキャップの回収事業が始まりました。。
これは、荒木クミ子さんの主張者発表かこれは、荒木クミ子さんの主張者発表からら

この取り組みに至っていますこの取り組みに至っています。。

東日本大震災及び長野県北部地震の義援金報告
長野県北部地震東日本大震災
134,000507,000商 工 会
010,000020,000青 年 部
044,000088,000女 性 部
188,000615,000合 計

803,000円総 合 計

以上の金額を送金しました

配布された花（イソトマ）は元気に育っているでしょうか？
お日様が好きで水はけのよい場所が
好きです。
高温多湿が苦手で梅雨から夏は育て
づらくなりますが、秋には花つきもよ
くなり丈夫に育ちます。
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