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暮らす軽井沢 人口 19,494人
（+110）男 9,378人
（+42）女 10,116人
（+68）世帯数 8,806世帯
（前月比+61） 別荘 15,197戸
（+157）
（23年1月現在）

０２６７・３１・５５５５
︶

● 東部

︵☆マークは軽井沢大賀ホールチケットサービス扱い
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六月十七日︵日︶〜七月十六日︵月・祝︶

→
旧軽 タリー
ロー

シェ草間

軽井沢大賀ホールコンサートスケジュール

︻♪︼ピアソラ︵﹁タンゴの歴史﹂
より１９００年のタンゴ︶／タレガ
︵アルハンブラ宮殿の想い出︶／パ
ッヘルベル︵カノン︶／Ｊ・Ｓ・バ
ッハ︵シャコンヌ︶／やなせたかし
・いずみたく︵手のひらを太陽に︶
／公募作品︵３・ の歌︶ほか
☆全席指定千円・未就学児入場可︵お
ひざの上は無料︑お席は千円です︶
問０９０・８３２９・７６４０カノ
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
七月十四日︵土︶十八時三十分開演
十五日︵日︶十六時三十分開演

TOSHIKI KADOMATSU
Performance 2012 Tripod Ver.3.0

新軽井沢→

国道１８号

←中軽井沢

● 軽井沢警察署

軽井沢
高校 ●

離山信号

和

通り

離山

小学校

★

●

●

スコルピオーネ

離山通り
東部小学校そば

六月十七日︵日︶
十四時開演
軽井沢緑の音楽祭２０１２
浅間山麓の合唱団によるコーラスの
祭典⁝新緑の軽井沢大賀ホールに個
性あふれるコーラスがこだまする⁝

ミンガム市交響楽団を指揮してプロ
・デビュー︒さらに 年にはベルリ
ン・フィルとのデビューを飾り︑ロ
ンドンのＢＢＣプロムスに史上最年
少指揮者として登場︒トロントハイ
ム交響楽団とノルショーピング交響
楽団の首席指揮者︑ドイツ・カンマ
ーフィルハーモニー・ブレーメンの
音楽監督を歴任︒現在は︑スウェー
デン放送交響楽団の音楽監督︑ロン
ドン交響楽団首席客演指揮者︒
︵ http://www.danielharding.com
︶
︻♪︼ヴェルディ︵﹁運命の力﹂序
曲／ワーグナー︵﹁タンホイザー﹂
より序曲〜ヴェヌスベルクの音楽︶
／ベートーヴェン︵交響曲第７番︶
☆全席指定Ｓ席︵１階・２階︶九千円
・Ａ席八千五百円・Ｂ席七千五百円
・Ｃ席︵２階立見席︶売り切れ・Ｗ席
︵２階合唱席︶五千円売切れ※一部
ご購入いただけない席がございます︒
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
七月七日︵土︶
十四時開演
３・
東日本大震災チャリティー
・３ みんなでつくるコンサート
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︻演︼尾尻雅弘︵ギター︶／廣田喜
美︵クラリネット︶／高広幸子︵フ
ルート︶／細井美来︵ピアノ︶／軽
井沢少年少女合唱団／御代田町少年
少女合唱団﹁つばさ﹂／３・ チャ
リティーコンサート特別編成 とも
だち合唱団

和

円・小学生以下入場無料・未就学児
入場可 問０９０・８８１３・１５
２０軽井沢吹奏楽団︵土屋︶
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
七月一日︵日︶
十六時開演
軽井沢大賀ホール芸術監督就任記念
ダニエル・ハーディング指揮
新日本フィルハーモニー交響楽団

◎ダニエル・ハーディングは︑１９
７５年イギリス生まれ︒ 年にバー

︻演︼角松敏生︵ギター︑ヴォーカ
ル︶／小林信吾︵ピアノ︶／友成好
宏︵ピアノ︶／森俊之︵キーボード︑
ピアノ︶
︻♪︼ 当日までのお楽しみ
★全席指定八千円・合唱席七千五百
円・２階立見席七千三百円・未就学
児入場可︵３歳以上はチケット必要︶
※軽井沢大賀ホールチケットサービ
スでのお取扱いはございません
問 桐生音協０２７７・５３・３１
３３
http://www.k-onkyo.gr.jp/
／角松敏生コンサート事務局０３・
５４３１・１６１７

ごゆっくりしていただくお客 様には、あらかじめ
ご連絡をいただいておりますと、
それなりの準備が
整います。どうぞよろしくお願いします…。

0267・41・3998

TEL.
１０時〜１７時営業（不定休）

なごみ

志野茶碗

古美術
骨董

P

イラスト 斎藤 融

︻演︼日本メディカルアンサンブル
／松実健太︵ビオラソロ︶
︻♪︼テレマン︵ビオラ協奏曲︶／
バッハ︵２つのバイオリンの為の協
奏曲︶／モーツァルト︵アイネ・ク
ライネ・ナハト・ムジーク︶エルガ
ー︵弦楽の為のセレナード︶ほか
★ 入場無料 未就学児入場可／問０
３・３７１５・５７１３ 九島
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
※内容に変更が生じる場合がありま
す︒詳しくはホームページをご覧下
さい︒ http://www.ohgahall.or.jp
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http://www.toshiki-kadomatsu.jp/
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
七月十六日︵月︶十三時三十分開演
日本メディカルアンサンブル演奏会
⁝医師たちの休日⁝

！
！

︻演︼借宿コーラス／軽井沢混声合
唱団／軽井沢女声コーラス／軽井沢
シンフォニックコーラス／軽井沢ハ
ーモニー／コーラス山鳩／コーロ・
ラリーチェ／御代田コーラス
︻ゲスト出演︼小諸合唱団／女声合
唱団 しおん ／横浜並木男声合唱団
︻♪︼今年のテーマ﹁信州の自然﹂
にちなんだ曲をお届けします︒
☆全席自由五百円・中学生以下無料
・未就学児入場可／問０８０・５３
７５・４４１６音楽祭実行委員会
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
六月二四日︵日︶
十四時開演
回 軽井沢吹奏楽団定期演奏会

軽井沢は結婚式のメッカである。先日、これほどまでに美しい結婚
式があるのか、という式に奏楽の演奏者として参加した。会場となっ
た軽井沢ショー記念礼拝堂は質素な木造の教会だが、何の虚飾もなく、
ただそこにいるだけで心が洗われる。

P
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八風の森に住んで

︻演︼ 指揮 藤牧 健一
︻♪︼サンサーンス︵歌劇﹁サムソ
ンとデリラ﹂よりバッカナール︶／
ヴェルディ︵歌劇﹁運命の力﹂序曲︶
／ MISS SAIGON
／リトルマーメイ
ド・メドレー︑ほか
☆全席自由一般︵中学生以上︶五百

はっぷう

11

斎藤 明子
ギタリスト
軽井沢町在住

6
軽井沢暮らし十年・・・ 第53回

94

牧師の土井宏純先生は、とても温かく、結婚式が神の前で誓われる
非常に大切な儀式であることをお話しになった。新郎と新婦は、この
日を迎えるまで数回先生のもとへ足を運び、結婚というものについて
学ばれたそうだ。
そのお話は、そのときの二人にあわせ選ばれ、一部を会衆にもお話
しくださった。友人である二人のことを思いながら聞くそれは、普段
教会に足を運ばない私にもとても素直に届いた。聞き終わったときに
は、この二人が結ばれるということがどういうことなのか、その意味
の重さをしっかりと受けとめることが出来た。その後に続く二人の誓
いの言葉も、真実そのものだった。披露宴の終わりに新郎が新婦を
「一生大切にします」と言ったその一言も、わからない未来への願い
ではなく、必ずそうなるのだ、という事実を語っているかのように、
確かな言葉として私に響いた。
私が言うのも僭越だが、土井先生も新郎も、人が歩むべき道をまっ
すぐ歩いておられる。そこから語られる言葉は真実そのもであり、人
を迷わせることがない。言葉がその意味だけでなく、大きな力を持っ
て響いたその瞬間、私は結婚式の本当の美しさに心を打たれた。
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広告は生活を豊かにする情報です
お問合せ０２６７・４２・０８１９
次号 第107号は、
平成24年7月13日
（金）
発行予定です
電子版／画面化・軽井沢ニュース
http://www.karuizawa-news.org

軽井沢本通り
電線地中化完成間近
■六月十二日︵火︶十三時四十分〜
町議会６月会議・本会議で︑土屋浄
議員は︑ＬＲＴ︵ライトレールトラ
ンジット／路面電車︶について質問︒
❶軽井沢町の︑中長期・総合的な交
通政策を検討する際︑ＬＲＴ／路面
電車の導入を視野に入れた研究に着
手してはどうか⁝
❷これからの時代のニーズにマッチ
した新しい交通システムとして︑地
球環境問題︑高齢化に対応︑町の活
性化⁝を考え︑例えば︑中軽と新軽
をＬＲＴで結ぶなどの考えは⁝
❸ＬＲＴを軽井沢に︑という提案は
すでに十年以上も前から︑町内在住
の今城光英氏からの提案もあり︑将
来的には︑しなの鉄道の小諸︱軽井
沢間をＬＲＴに替え︑さらに旧軽井
沢・三笠方面にまで延伸しては⁝
土屋議員の質問に対し︑企画課長
は﹁課内でも以前より検討中︒現在
全国 のいずれも
大都市で運行中で︑
町規模の運行はさ
らなる研究が必要﹂
と答弁︑藤巻町長
は﹁当然︑最重要課
題として︑都市デ
ザイン室で検討﹂
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