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（土）15 ・19・26・2618
■町内のうごき■

18日（火）町内３小学校卒業式
19日（水）軽井沢中学校卒業式
26日（水）町内４保育園卒園式
26日（水）病院長との意見交換会

２月の軽井沢紫煙会議は大雪の
ため会議を中止。何と１Ｍ以上の
積雪で１２０年ぶり。
◆今回の紫煙会議は３月15日
　15時～ブロンコで開きます。
　新たに参加される方歓迎。
田中万正0267・42・7372よろしく

・16（土日）15
小諸市児童遊園地
オープニングイベント
10時～16時

遊具乗り放題パスポートを
５百円で販売

ポップコーン・豚汁サービス
0267・22・0296

・30（土日）29
神津牧場…冬の牧場探検
・バターの色の違いをさぐる…
11時集合15時解散
各回10名（先着順）

大人２千５百円・小学生以下２千円
（昼食代込み）
0274・84・2363

（土）29
♪ＴＯＭＹ ＬＩⅤＥ♪
jazz in Standard
19時～２千円
（１ドリンク付）
0267・46・1510

（土）～

しなの鉄道ダイヤ改正
◎しなの鉄道◎
0268・21・4700

◎しなの鉄道軽井沢駅◎
0267・42・6257

◎しなの鉄道小諸駅◎
0267・22・0141

中央公民館講座
…春の薬膳料理教室…

10時～13時／材料費千円／定員20名
講師：全日本薬膳食医情報協会

・指導員北村直昭氏
◎町内在住・在勤者対象
0267・45・8446

☆軽井沢植物園開園☆
湿原に咲く雪白い花

…ミズバショウ…は尾瀬では６月
上旬が見頃。当園では３月下旬
～４月上旬が見頃です。

☆小学生以上百円
0267・48・3337

子育て支援センター なかよし広場
…大きくなったね…

１年の成長を祝いましょう
３月生まれのお誕生会
10時30分～11時30分

０～３歳児向け／申込期限19日
0267・45・5744

春分の日映画鑑賞会
◆大人向け…カルメン故郷に帰る
　…13時～14時30分
◆子供向け…おまえうま
　そうだな…15時～16時30分
◆無料／定員百名・入替制
0267・41・0850 中軽図書館

町内循環バスダイヤ改正
◎防犯交通係　　  45・8556
◎東・南廻り線
　　…西武高原バス45・5045
◎西コース…千曲バス22・2100
◎北回り線…草軽交通42・2441

・
豪商・田中本家のひな祭り展
江戸・明治・大正・昭和、
各時代の珍しい雛人形を

一堂に展示…顔の綺麗さに感動
親の愛を伝える雛人形たち…

会期中無休
026・248・8008

第９回全日本少年
アイスホッケー大会小学生の部
＠風越アイスアリーナ

全国16の地域から小学生の選抜
チームが集まり氷上の熱戦を繰り
広げ、軽井沢選抜が出場します。
0267・45・7772 社会体育館

15

（木） （金祝）20
らくだのパン屋さん

信州サーモンのサンドイッチ 450円
ブリオッシュのクリームパン 300円
黒オリーブのパン　　　 180円
など／コーヒー　　　　 380円
＠離山ル・シャモイーヴル
0267・42・6277

・25 ＆ ４／１・７19 21
♪３月21日（金祝）：軽井沢少年
　少女合唱団第６回定期演奏会　14時開演
♪３月22日（土）：軽井沢中学校
　吹奏楽部春のコンサート
　14時開演
♪いずれも無料＠軽井沢
大賀ホール 0267・31・5555

・22（金土）21（水）19

（木）～30（日）27
信州東御市・

梅野記念絵画館コレクション展
同時開催：今西中通展

…絵画館の主要収蔵作家である
今西中通をクローズアップ…

0268・61・6161

30（日）～

（火）～1 （火）1 21（月）～
佐久創造館…硬筆書道講座…
４/15・29 ＆ ５/13・27 ＆

６/10・24（火）
全６日：13時～15時30分
受講料３千円雑費２百円

募集人員20名
0267・68・2811

（火）～６回連続15
牧場×まちのパン屋 ＆
黒部のスイーツピクニック
…地元ツウお薦めの「まちの
おいしいパン屋さんと

新川育成牧場がコラボ…。
富山湾を一望できる絶景の特等席

0765・54・2111

30（水）～

毎月1日は町民・美術館の日

毎月1日は町民・美術館の日

新連載

PPART4T4

５０年後をデザインする Ａ・Ｃ・ショーから１２8年

第18回　南軽井沢区（みなみかるいざわ）

U S

カフェ来美：営業時間 朝8:30～　TEL.0267-31-5110　営業日、営業時間はお電話でお問い合わせください。

第６回　新軽井沢・カフェ来美（くるみ）さん

■軽井沢病院からのお知らせ
※町内各医院にご協力いただいておりました夜間外来診療輪
番制（１８時から２１時）が、平成２６年３月末で一時
終了となります。なお、救急患者さんの対応は、今まで
どおり当院で対応いたします。
※病院内総合案内所での受付案内を行う「総合案内ボランテ
ィア」を募集しております。毎週１回、午前中にボラン
ティアが可能な方は、お問い合わせください。

町立軽井沢病院 0267･45･5111

■４月１日より開園です。
　湿原に咲く雪白い花、ミズバショウを紹介します。
　実は白色の部分は仏炎苞とよばれる苞で、種子をつける花
は黄色の小花で、この苞の中の棒状の花穂に密につきます。
　尾瀬では6月上旬が見頃だそうですが、当園では、例年3
月下旬から咲き始め、4月上旬に見頃を迎えます。
　また、この時期には同じ仲間で、黄色い仏炎苞をもつアメ
リカミズバショウもご覧いただけます。

軽井沢植物園 0267･48･3337

■春の全国交通安全運動（４月６日～４月１５日）
◎スローガン「信濃路は　ゆとりの笑顔と　ゆずりあい」
◎運動の基本「子どもと高齢者の交通事故防止」◎長野県重
点「通学路・生活道路の安全確保と歩行者保護の徹底」。
　期間中は、国道１８号線に交通指導所を設けたり、高齢者
宅を訪問して交通安全指導などを行います。町内では、交差
点及び交差点付近での交通事故が増加しています。「思いや
り」をもって子どもや高齢者を交通事故から守りましょう。
また、横断歩道や交差点では、人も車もしっかり安全を確認。

軽井沢警察 0267･42･0110

★取材予定順★　杉瓜→古宿→三ツ石→大日向→浅間台→借宿→鳥井原→油井→離山→南ヶ丘→
千ヶ滝西区→中軽井沢→旧軽井沢→新軽井沢→成沢→南軽井沢→馬取→千ヶ滝中区→塩沢→下発地→
つくしヶ丘→風越団地→茂沢→追分→峠町→小瀬→ニュータウン→上発地→星野→塩壷

★登場別荘人★　①桜の沢・尾崎博子　②詩の館・布川鴇　③ドギーパーク・小林喜代文　④ハッピー
ヴァレー・小谷明　⑤追分・加太肇江　⑥新軽・カフェ来美

　東京から軽井沢に移住してきて８年目
になる来美さん。８年間生活したシドニ
ーから帰国して、２年後に川崎から軽井
沢に移り住んだ。心やすらぐ自然環境と、
青くて高い空、晴天率が高いところがシ
ドニーと似ていて、軽井沢がいっぺんに
気に入り、遊びにきた際
に移住を決意。
　そして、カフェ来美を
オープンした。都会とは
違い人間関係が穏やかで、
自然がいっぱい。動物た
ちと共棲しているような
軽井沢生活がとても気に
入っている。温泉も近い。「ワンコとイ
ノシシの喧嘩の仲裁に入った事もあるの
よ」と来美さんは笑う。
　そして、何よりも、軽井沢生活、一番
のお気に入りは、夜、月あかりに照らさ
れ美しい星空を見ながら散歩に出かける

こと。お店を終えた後、万平ホテルのバ
ーに家族や友人達と行ったりしている。
軽井沢は、大人の遊びを楽しめる町だと
いう。
　今年に入り、東雲の交差点近くの新渡
戸通りのお店から、軽井沢駅東側の国道

沿いにお店を新築、移転
した。目の前の景色は遠
くまで広がり、四季折々
の大賀ホールも見える。
愛犬のトンちゃんも、新
しいお家が気に入ったよ
うで、ポカポカと陽のあ
たる場所でお昼寝。

　新店舗は、多目的ホールもあり、いろ
いろなイベントの予定が入り始めた。こ
れからが楽しみ。「軽井沢の新鮮な食材
とおいしいお飲み物をゆったりと時間が
流れる空間で楽しんで頂きたい・・」と
来美さん。

■大雪／豪雪の後始末で、グリーン
ベルトの活用をめぐって、県や町との
連絡・打ち合わせ。また、町内に勤め
先を持つ家族の出勤の面倒、区内
道路の交通確保などで多忙をきわ
めていたが、お孫さんのために？カマ
クラ作りにも挑戦した下谷区長。

0765・54・2111

Ａ・Ｃ・ショーから１２8年

第６回　新軽井沢・カフェ来美（くるみ）さん

また、横断歩道や交差点では、人も車もし

軽井沢の別荘人

　前回の成沢区の南、プリンス通りと国
道１８号・軽井沢バイパスが交差する南
軽井沢信号を南下。碓氷軽井沢インター
に向かえば、左手の創価学会道場と町の
公衆トイレ辺りか
ら南軽井沢区…と
昭和２４年生れ、
町役場を４年前に
定年退職後、３年
前から小林前区長
の後を継いで２期
目の下谷輝行さん
が説明してくれた。
　右手、少し前ま
でホテル藤屋で、
今のアートホテル
アウトレット前のバス停からインターに
向かう２車線の県道は、地元では昔なが
らに「二十間道路」。そして南軽井沢と
言うよりは、「なんけい」の方が町内で
は一般的で、親しまれている…とのこと。
　１３６世帯・人口２８３人は、１６１
／３４４の南ヶ丘の次くらいの規模だ。
区の大半を７２ゴルフが占め、小林前区
長が言った「ゴルフ場が出来て本当に良
かった。広々とした景観と自然、それに
便利な高速インター」が南軽区の特徴。
東コースがオープンする時に移って来た、
旧馬越集落の住人を核に、別荘地と県道
沿いの商店・飲食店が、軽井沢の東の入
口・出口で来軽者に…おもてなし…だ。

　今回の２月１５日の大雪／豪雪では、
インターが早めに閉鎖されたため、二十
間道路も通行止め。地元の車だけが通行
して、大渋滞を引き起こした国道とバイ

パスのようにはな
らずに済んだ？。
　しかし２車線道
路外側のグリーン
ベルトが、県など
の要請により「雪
捨て場」として利
用され、旧道や新
道、それに国道か
らの捨て雪が搬入
出来て、大変お役
に立ったようだ。

　次回は馬取区を予定。

■軽井沢ニュース年間購読のお申込みは
二千五百円（送料・手数料） 郵便振替 00530-3-80559 軽井沢ニュース舎

毎月15日はいちごの日
軽井沢ガーデンファーム 検索

軽井沢　町の　観光ガイド
軽井沢観光協会 検索

第２回軽井沢ライオンズクラブ杯
震災復興チャリティーゴルフコンペ with 女子会
参加者募集 ２０１4年４月２３日（水）in 中軽井沢カントリークラブ

東日本大震災および長野県北部地
チャリティーゴルフコ  

参加費の一部を義援金　 
各ホールでのチャリティー 

ゴルフを楽しみながら被災地復興

震被災地の復興支援を目的とした
  ンペを開催いたします。
    として寄附に充てるほか、
 企画にご参加いただき、
を応援するオープンコンペです！

■お問合せ　軽井沢ライオンズクラブ
ＴＥＬ：０２６７・４６・１１２７　
〒３８９-０１１２ 北佐久郡軽井沢町中軽井沢９-３
◎主催：軽井沢ライオンズクラブ　　
◎共催：中軽井沢カントリークラブ　　
◎後援：軽井沢町・御代田町

★参 加 費：１０，０００円（参加プレーフィー・昼食・パーティー・賞品・およびチャリティー代１，０００円を含みます）
★日　　時：平成２６年４月２３日（水）
★場　　所：中軽井沢カントリークラブ　表彰式パーティー　同クラブコンペルーム
★参加資格：軽井沢町・御代田町に在住、あるいは両町に関係のある一般の方。特に女性は大歓迎！
★募集人数：２０組８０名様
★競技方法：１８Ｈストロークプレイ・新リペア方式のハンデ戦・ハンデ上限４０迄・ローハンデ上位
★申込み方法：ＦＡＸ０２６７・４６・４５６９ or ic.karuizawa@aq.wakwak.com

夏休み短期免許の申し込みを開始しました
（申し込み順にスケジュールを作成しますので、早めの申し込みをお願いします）

4月はお得な『桜プラン』があります
4/1（火）開始がオススメです。是非ご検討ください！

当所では軽井沢を送迎強化地域として
可能な限りご自宅の近くまで送迎させて頂きます。

是非ご利用ください。送迎は無料です。

ＪＲ小海線三岡駅前　小諸自動車教習所
☎ ０１２０－８６０－５０９
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