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　商工会女性部発行の「ふきのとう」は、いつも楽しみに読ませて頂いており

ましたが、今回は読んでいただく立場となり、緊張しながら寄稿させていただ

きました。

　「これからの観光について」ということでご依頼があり、丁度、昨年度「軽

井沢町観光振興調査研究」を町と㈶地方自治研究機構との共同事業として行い、

調査結果がまとまったところでしたので、タイムリーに概要をご報告させてい

ただきたいと思います。

　皆さんご承知のとおり、軽井沢の歴史は、カナダ生まれの英国聖公会宣教師

アレキサンダー・クロフト・ショーにより見い出され、多くの先人たちの弛ま

ぬ努力によって、保健休養地、また、国内有数の高級別荘地（リゾート地）と

して発展をしてまいりました。これからもその「原点」に立脚し、高質なリゾー

トの形成と独自の軽井沢スタイルを発信してきた町の取組みを継承し、原点と

新たな可能性を見据えた「美しい村」の継承と発展を目指すこととしております。

　今後の具体的な取組みとしては、ホスピタリティー（おもてなし）を高めた

滞在型リゾートの実現、リゾート会議都市の推進等ブランド力の活用による新

たなリゾートの創出、ニューツーリズムをはじめとする豊かなリゾートの実現

を３つの重点分野とし、誘客だけでなく、中長期的な視点からの創客づくりの

ために、短期滞在・日帰り客やビジネス・出張客を長期滞在者にするためのプ

ロモーションやイベント等の拡充、エリア間の観光回遊性や周遊性を高め、軽

井沢の魅力の向上のために、ウェディングやスポーツなどのニューツーリズム

を活用した若い世代の誘客等、着地型の商品開発により、リピーターの増加を

図っていくことなどを、これからの観光の課題として捉えております。

　これらを踏まえ、今後も商工会・観光協会や旅館組合等町内の関連団体との

連携を更に密にし、誘客・宣伝等に努めてまいりたいと考えます。

これからの観光について

軽井沢町観光経済課長　両  角  尚  男
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３年 間への想い３年 間への想い

　５月９日役員引き継ぎ会を行いました。役員も大幅に変わり引き継ぎ会では、

研修・広報・地域の役員も決まり新体制で女性部がスタートいたしました。

　５月20日ハーフマラソン・６月１～２日グランフォンドと活動が押し迫っ

ており、新役員スタートの前に説明会やら、物販どうする？人は？等の準備を

前部長の金沢さん、前役員の方々に全面協力をいただいて、無事終えることが

出来ました。ハーフマラソン・グランフォンドにお忙しい中参加していただい

た部員の皆様有り難うございました。

　地域振興委員では、既に花の苗配布が済み、研修委員は、会議を行い研修旅

行などの計画を進めています。広報委員は、７月発行の「ふきのとう」にむけ

原稿依頼、原稿集めなど活動が進んでいます。

　さて、先の総会では、貴重なご意見を多く聞く事が出来ました。その中で気

になったことは、女性部が何をやっているのかわからないと言う意見です。役

員をしていると会議などで、全体の流れはわかるのですが、確かに役員をして

いないと何をしているのか？わからないという事になってしまいます。そこで

出来るだけ細かく部員の方々に情報が行きわたるように工夫をしていきたいと

思っています。疑問や意見などありましたら、私や役員へ言っていただくとあ

りがたく思います。

　諸先輩からは “女性部独自の活動を ”と言われています。さて、何をしたら

よいのでしょうか？集客に役立つこと？地域の人に役立つこと？商・工の知恵

を出し合って本気で考えてみませんか！こんな事、あんな事、あーゆうの困る

よねェー・こうゆうのいいよねェーなど私たち商工会女性部で出来る事を小さ

な事から実行していけたらいいと思います。種まきをして芽が出てきたら大切

に育てていく。アイデア募集します。

　若い部員さんも入ってきてくれています。若い人の意見、感覚はとても大切

軽井沢町商工会女性部部長　利根川　徳 子



です。子育てまっただ中で、今の軽井沢に不足しているものは？今の軽井沢の

環境に不安はない？等、活動を通じて何とかできるかも？高齢化も進んでいま

す。私も20年 30年後、今の環境で快適に過ごせるか。快適に過ごせるため

に何が必要か。活動で何とかなる！何とかしましょう！私たちの力で。

　なかなか大勢の中では発言や意見を言えないシャイな方々が多いので、3～

4人・5～ 6人でおしやべりの中で意見を言っていただくのはいかがですか？

役員に声をかけていただいて小さなグループから始めてみましょう。役員さん

達はご苦労様ですが、ご協力をお願い致します。と、言うのが私のこれからの

3年間への想いです。

　実は私も30年前に軽井沢へ来た新町民です。信濃の国も、信州の歴史もな

らったことがありません。でも、軽井沢は大好きです。骨を埋めるつもりです。

より良き町であって欲しいと思います。3年間どうぞよろしくお願い申しあげ

ます。
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　新緑の軽井沢町で1985年より続く「ロードレースイン軽井沢」が2010

年に「軽井沢ハーフマラソン」と名称を変え走るコースも変わりそして女性部

活動として協力してまいりました。

　ボランティアでは主に道路での応援や給水場所でのお手伝い、スタート、ゴー

ル会場にて（プリンススキー場入口）地産の物を売らせて頂きました。

　一つは地域資源を活用した健康づくり事業として、県女性部活動のなかで軽

井沢町商工会女性部が作り上げた花豆パン40個とミルクロールパン40個、

軽井沢で採れたトマトを80個の販売を致しました。８時から販売し12時に

は完売致しました。

　３年目にあたる今年は、ハーフマラソンの参加人数も6200人にものぼり、

2010年の年は 3000人でしたので２倍のランナーやお客様が首都圏を中心

にみえて下さいました。

　天候にも恵まれランナーも好成績で走り切ることができ、きっと満足して帰

られたことと思います。

ハーフマラソンの協力ハーフマラソンの協力

金　澤　明　美
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　参加して下さる方々は若いカップルでの参加やお父さんの応援にご家族でみ

えている方など色々な方がいらっしゃいましたが、このさわやかな軽井沢の自

然につつまれ日頃よりの練習の成果を十分に発揮され軽井沢のたくさんの思い

出をつくっていただけた事と思います。

　なお商工会女性部として協力させていただいて思った事は、ランナーの帰り

を待っている小さなお子さんや家族の皆さんが何か楽しめるイベントがあった

ら良いなと思いました。

　再び、ランナーとして又軽井沢町観光都市のお客様として何度となく軽井沢

町を訪れて下さる事を希望致します。

　各商工会女性部の方々のおもてなしやボランティア活動に感謝致します。
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　初夏のさわやかな６月２日・３日の両日、グランフォンド軽井沢が開催され、

女性部20名程がお手伝い致しました。皆さまはグランフォンド軽井沢とはど

の様なイベントか御存じでしょうか？2010年に長野・群馬の７市町村の連

携により実現し、軽井沢を発着点にサイクリングを楽しむイベントで、今年で

三回目です。グランフォンドとはイタリア語で長距離移動を意味し、長距離を

自転車で走るイベントを指すそうです。このイベントはタイムを競うレースで

はありませんが制限時間は設定されています。１日目は軽井沢の食材を使った

食べ物を提供するエイドステーションをめぐり、40キロをサイクリングする

「グルメフォンド軽井沢」と、ペアで二人乗り自転車で40キロの走行を楽し

む「タンデムフォンド軽井沢」が開催されました。２日目は長野・群馬両県の

浅間山麓を約125キロ走る「グランフォンド軽井沢」が行われました。軽井

沢町内を走る有料道路白糸ハイランドウェイが初めて通行止めにして解放され

ました。

　私は１日目エイドステーションで、地元のパンに地元のジャムをつけパック

詰めし、白樺水・ハーブ水等も差し上げました。ステーションには個人・ペア・

グランフォンド軽井沢のお手伝いグランフォンド軽井沢のお手伝い

高　橋　憲　子
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グループ・ファミリーが次々に到着。皆さんあまり疲れた表情も見せずに楽し

んでいるようでした。なかにはお子さんのおむつ替えをしている家族もいらし

て、微笑ましい光景も見受けられました。自転車から降りて手足を伸ばしたり

して思い思いに休憩をとりながら、軽井沢の食材を美味しそうに召し上がって

いました。地元の食材は好評でお代わりを希望する人もいましたが、残念な事

に数に制限あり。飲み物はお代わり自由でした。

　天候にも恵まれ大勢の参加者は交通ルールを守りながら浅間山麓に広がる素

晴らしい自然、食を満喫されたのではないでしょうか。

　最後にチョットいいお話

　１日目に参加していた青年が、自転車に木箱を付け

てわたしたちのエイドステーションに到着しました。

「何を運んでいるのですか？」とたずねましたらその

青年は「夢です」と答えてくれました。そこに居合わ

せた私たちは皆感動し、疲れが吹き飛ぶ瞬間でした。
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　7月 10日、茨城県つくば国際会議場で開催されました。1都 10県、ざっ

と1300人の参加です。茨城の女性部の皆さんがおそろいのピンクのTシャ

ツで会場いっぱいお出迎えしてくださり、物販の方々もたくさん出ていて開催

前の会場はすごい賑わいです。

　最初にオープニングアトラクションで民謡とフラメンコが披露されました。

レベルの高いアトラクションで感動ひとしきりでした。のちに茨城の桜井会長

のお話ではフラメンコのリーダーをされていた方は82歳とのことで一瞬場内

がどよめきました。一本一本の指先までしなやかに美しく、躍動感に満ちてい

てビックリです。

　茨城県知事、全国会末武会長等来賓の方々の挨拶から始まり、2時頃からい

よいよ主張発表会が行われました。我が長野県の代表は宮田村商工会の中谷

洋子さんです。名産品の梅によせての女性部活動の発表でした。11人発表が

終わってから茨城県農業経営士、長谷川久夫さんの基調講演会をおききし、そ

の後優秀者が発表されました。最優秀者は静岡県の由比町商工会の望月さんの

キャラクターグッズの発表でした。10月の京都での全国大会に出場されるそ

うです。

平成 24 年度 関東ブロック平成 24 年度 関東ブロック
商工会女性部交流研修会商工会女性部交流研修会

中　山　淳　子
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　夜は情報交換会です。今回は佐久支部のみで17人の参加なのでとても和気

藹々、仲よくお話ができました。

　翌11日は現地視察研修です。まず、国営ひたち海浜公園、あまりの広さに

茫然、電車のようなバスでめぐっても人影すらみかけません。その後、大洗イ

エローポートで昼食、お魚の買い物、ここではみな俄然元気です。

　そして最後に益子焼窯元つかもとでお買い物を済ませ一路帰宅へ、バスの中

では次々においしい食べ物がまわってきて2キロはふとるねえ、とためいき

をつきながら全部いただきました。皆さんありがとうございました。
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　ウァー！きれい！まるで宝石箱 !! と歓声を上げスカイツリーに行ってきま

した。オープンから一週間の五月二十八日11時に花の妖精に女性部８名集合

し浅間ツーリストさんのバスに乗り込みました。走り出すやいなや、お菓子、

おつまみ、漬物にビール、ウイスキーという具合で大いに盛り上がり三芳ドラ

イブインに着いた時私は既に出来上がっていました。その後バスの時間まで羽

田空港で飛行機を見てお買いものを楽しみました。さて次ははとバスに乗り換

えサンセットクルーズです。シンフォニーモデルナという４階建ての船でフラ

ンス料理と東京湾一周のちょっとおしゃれな旅行気分。バスの待ち時間に降っ

た雨も上がりなんと大きな虹が出ていました。ラッキー！レインボーブリッジ

をくぐり、東京スカイツリー、ゲートブリッジ、東京タワー、羽田国際空港と

か周りの景色の素晴らしい事。ワインもお料理もおいしかったです。さて日も

暮れていよいよ東京スカイツリーを目指します。世界一の高さ634ｍの前に

着きました。まず１Fから４Fへそこから350ｍの天望デッキへ、こんな素

晴らしい夜景を見た事ありません。又東京時空ナビという天望デッキから一

望できる東京の景色を、52型の大モニターを３面つないだ迫力映像もありま

す。それに江戸一目図屏風があり、江戸時代に鍬形恵斉によって描かれた江戸

の街並みと眼下に広がる景色を重ね合わせることで、歴史の浪漫を体感できま

す。又混んでいる時は行けないと聞いていた天望回廊に行くことができまし

た。ラッキーの連続です。さらにエレベーターで450ｍのフロアに到着です。

そこには110ｍ続くスロープ状の回廊。まさに “空中散歩 ” ソラカラポイン

トという最高到達点にある空間演出。光と両壁の鏡面による不思議な広がり感

や浮遊感、地球の円みなどが体感できます。あっというまに帰る時間です。さ

まざまなテーマに合わせた組子、江戸切子、など下町の伝統素材を表現したエ

レベーターで340ｍのフロアへ、そこにはガラス床があり、耐熱強化仕上げ

サンセットクルーズと夜景のスカイツリーサンセットクルーズと夜景のスカイツリー

元  永　美知子
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の床に乗り真下に広がる迫力ある眺めとスカイツリーの鉄骨美を、でもコワイ

～！高所恐怖症の私は端っこにちょっと乗ってきました。スカイツリーショッ

プで買い物をし出口フロアの５Fへ、外からライティングされたタワーを見上

げました。テーマは美意識の “雅 ” 鉄骨の細かな構造体を衣に見立て伝統色で

ある江戸紫カラーの気品ある女性の雰囲気。金箔のようにきらめく光が優美さ

を放っています。まるで私達にピッタリ！？バスを待っている間に新・下町流

がコンセプトの商業施設東京ソラマチで楽しいお買いもの。

　帰りはすっかり眠り明日のゴルフコンペに備えました。２４時に皆無事到着、

又ぜひ行ってみたい個所リストに入りました。
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　広報誌「ふきのとう」。平成11年度までは、大勢の会員が手書きの原稿を

コピーしてホッチキスで留めた「会議の資料」の様な物でした。絵手紙作品や

おすすめレシピなど身近な情報満載で、わずかに掲載される写真も白黒の時代

です。もっと昔「ふきのとう第１号」はたった１枚の「かわらばん」の様な物

でした。長い年月の中でロゴができ冊子になり、作業を単純化していこうと印

刷会社を使い始めたのは私が在籍してからです。

　皆さんの手元に郵送されるまでには、こんな経過があります。まず女性部の

年間の活動が終了するたびに原稿依頼をするのは一年中の作業ですが、発行

２ヶ月前になると会議を持ち今回はどんな内容にするか話し合いを持ちます。

そして手分けしてタイトルごとに原稿をお願いに行きます。締め切りには催促

もするのですが、受け取った原稿がお願いした内容と違うためにもう一度書き

直してもらったこともしばしば、文章によっては大幅に訂正しなくてはいけな

い物もあり、ご本人には文章を直したことを伝えなければならず、その時ばか

りはとても辛い作業でした。

　こうして１ページが1200字以内、空間にイラストいれて、写真の大きさ

やコメントつけて、印刷屋から校正が上がってくると全体のレイアウトや文字

のバランスなどと広報委員会は発行までに数回集まり発行日を迎えるという段

取りが年２回ずつあります。また、広報部長はその後も出来上がった広報誌を

持って、原稿書いていただいた関係方々にお礼に伺うなど発行後も飛びまわっ

ていました。

　振り返ると、「エコバッグを使おう」と活動をしたのは広報からでしたし、

ペットボトルのキャップをリサイクルしてワクチンを送ろうと活動した「エコ

キャップ」もマラソンご縁で来軽の観光客におもてなしの小旗もそうでした。

今ではお買い物にバックを持参する会員も増え、「キャップ」は女性部全体活

11年間、広報担当させていただきました11年間、広報担当させていただきました

園　部　悦　子
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動に定着するなど提案してよかったと思っています。４月で新役員にバトン

タッチしました。７月末発行の「ふきのとう」はどのような新感覚の発想が生

まれて、また違ったかたちの広報誌になっていくのかと思うと、今からわくわ

くしています。

　最後になりましたが、（旧）広報委員を支えてくださった皆様には、温かく見

守っていただきました。中山淳子（旧）広報部長はじめ、この書面をお借りして

お礼申し上げます。有難うございました。
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　日頃、部員の皆様には女性部活動にご理解・ご協力いただきありがとうござ

います。私が商工会に勤めてからもう20年。これも、商工会員の皆様のおか

げと深く感謝申し上げます。まさか20年目にして「ふきのとう」の原稿を依

頼されるとは夢にも思いませんでした。何を書いていいのかわからないので、

私と女性部との関係を書かせていただきます。

　初めはパート職員という立場で、土屋玉代部長の時から女性部の皆様と関わ

らせていただきました。その当時はまだ婦人部という名称でした。６年ほど

パート職員という立場で関わらせていただいた時に婦人部の皆様からの「はっ

ちゃんはとてもいい子だから」というお声で平成９年から職員に採用されまし

た。その当時の役員・部員の皆様には心より感謝しています。パート職員の時は、

冬季長野オリンピックで来県される外国人選手のお土産として送るため、県連

商工会婦人部で決定された「ほたる雛」を部員の皆様と手作りで作成したり、

松本で行われた「信州博」に行ったり、軽井沢氷まつりの「あったか鍋」でイ

ベントに参加しました。その後、清水洋子部長の時に婦人部担当を任され軽井

沢氷まつり「あったか鍋」では、婦人部が主となりそば・うどんなどを販売し、

その売り上げで、寸胴鍋や備品を購入できるくらい頑張りました。軽井沢新幹

線開通に伴い始発の新幹線に乗り「東京浅草おかみさん会との交流会」を目的

として日帰りの研修旅行に行ったり、ミニソフトバレーボールの大会に向けて

夜、社会体育館で婦人部の選手の方々と練習をしたりしました。その頃は、私

の子供も保育園と小さく夜の練習のため子供連れで参加したのを今でも忘れま

せん。部員の方々はそんな私をあたたかく見守ってくださり、練習の合間に子

供と遊んでくれたり、面倒を見てくださりました。現在の私が軽井沢町商工会

で勤務できているのも、皆様のあたたかいご支援のおかげと思っております。

　ご縁があって平成24年度からまた女性部の担当をさせていただきますので、

よろしくお願いしますよろしくお願いします

軽井沢町商工会　土　屋　初　代
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ご指導のほどよろしくお願いいたします。

　今年度からは、部長をはじめ常任委員のほとんどが新役員のため皆様のご意

見をお聞きしながら頑張っていきたいと思います。まだ、不慣れのためスムー

ズに進まないと思いますが心機一転、女性部を盛り立ていきますので、よろし

くお願いいたします。

　最後に女性部員数が現在81名と減少していますので、部員増強にも力をお

貸しできればと思います。

　文才がなく文章が苦手なため、つたない文章ですが最後までお読みくださり

ありがとうございました。

花の形がハス（蓮）の花を思わせて、
ショウマ（升麻）は、若葉を湯や水
にさらして食用とする草の “サラシナ
ショウマ”のことで、葉の形が似てい
ることから名付けられました。

草花の言われ

レンゲショウマ（蓮華升麻）
（キンポウゲ科）



2012 年 4月 10日現在、

684㎏　￥11,775　171名分
引き続きエコキャップ回収運動を行っていますので、

皆様のご協力をお願いいたします。

エコキャップ

４月に開催された総会におきまして、「ふきのとう」
に関する貴重なご意見は、今年度の検討課題とさせて
頂きます。ありがとうございました。
なお、今年度も従来同様２回の発行とさせて頂きます
のでよろしくお願い致します。

編 集 後 記
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高橋憲子高橋憲子 金澤明美金澤明美 栗原とし子栗原とし子 石橋真由美石橋真由美 土屋雅美土屋雅美
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