公演１日前まで︑電話予約を承ります︒

貴方の愛馬が

︵☆マークは軽井沢大賀ホールチケットサービス扱い ０２６７・３１・５５５５ ︶

９月 日︵月︶〜 月 日︵土︶
⑦ 月 日︵日︶
時開演
ありがとう 周年
北川大介ファンの集いコンサート

軽井沢町発地1617‑3

秋の軽井沢大賀ホール

0267‑48‑1252
0267‑31‑0267

Ｔｅｌ.
Ｆａｘ.

コンサートスケジュール

軽井沢にありそうでなかった
バイク屋さんを私がはじめてみました。
バイク購入、
修理、
車検など・
・
・。
お気軽にご相談下さいませ。

・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
③９月 日︵月︶
時開演

オートバイ販売・修理
軽井沢のバイク屋さん

時開演
〜
First Concert

えっ、発地にバイク屋さん？！

①９月 日︵月︶
〜
Orchestra Grass

→追分

☆全席自由４千円
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
⑧ 月 日︵金︶
時開会
オープン・ネットワーキング・
カンファレンス・ジャパン2018

乗馬倶楽部

南軽井沢信号

25

カバーライブ〜 KANREKI
〜
J-POP

馬と浅間の景色を眺めるだけでも、

えん

そしてその背景が美しい軽井沢の景色であったならば…

★ 参加無料 ︵９月初旬参加登録開

貴方の顔

げるワクワクの笑い溢れるライヴを
お見逃しなく︒４歳から入場ОＫ︒
︻♪︼ロッシーニ︵セビリアの理髪
師より︶／ドニゼッティ︵愛の妙薬
より︶／ヴェルディ︵オテロより︶
／ビゼー︵カルメンより︶／ヴェル
ディ︵リゴレットより︶／他
☆全席指定大人３千円・子ども︵４
歳〜中学生以下︶５００円
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
時開演
⑤ 月７日︵日︶
明治大学マンドリン倶楽部
軽井沢演奏会

（いつもと違うのは目に涙が湛えられていること）

始予定︶／問
http://onic.jp/
Open Networking Conference
実行委員会
Japan 2018
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
⑨ 月 日︵土︶
時開演
第４回みんなで楽しむ動物コンサート

欲しいとお考えですか？

︻演︼えん
︻♪︼春の歌︵スピッツ︶／ハナミ
︶
ズキ︵一青窈︶／花束︵
back
number
︶／他
繋いだ手から︵ back number
★ 入場無料
問
atunao̲tanaka@yahoo.co.jp
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
④９月 日︵土︶
時開演
セルジョ＆オマール
ファミリーコンサート

いつもの優しく微笑んだ

14

19

20

20

開場後にプレコンサートがございます
︻演︼安達春彬︵指揮︶／福田勝太
ヴァイオリン／兵s晃チェロ／橋澤
慧チェロ／ Orchestra Grass
︻♪︼ブラームス︵ヴァイオリンと
チェロのための二重協奏曲︶／ドヴ
ォルザーク︵チェロ協奏曲︶
☆全席自由一般前売８００円・学生
前売／当日５００円・未就学児入場
無料／問 ０８０・６９３０・３１
事務局︵橋澤︶
９１ Orchestra Grass
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
②９月 日︵土︶
時開演
秋川雅史コンサート 〜ザ・ベスト〜

最後に目にする光景は

13

10

14

Pavano 乗馬倶楽部 Pour
une infante (ou un infanta)
Défunte

ん／おつかいありさん／花のまち／他
動物メドレー いぬのおまわりさん
〜あめふりくまのこ〜げんこつや／他
★抽選により無料ご招待 プラネッ
ト・ワイ０３・５９８８・９３１６
★事前のお申込みが必要です︒
︵1︶〜︵7︶を明記の上︑はがき
でご応募ください︒
︵1︶公演日
︵2︶郵便番号
︵3︶住所
︵4︶代表者氏名
︵5︶電話番号
︵6︶参加者年齢
︵7︶希望座席数
★応募先 〒161ー0033東京
都新宿区下落合1ー15ー21ー1
02︵有︶プラネット・ワイ内みん
なで楽しむ動物コンサート事務局
︵※2018年９／ ︵火︶当日締
切有効︶
★抽選により招待状発送 当選発表
は公演日の１週間前までにお送りす
る招待状の発送をもってかえさせて
いただきます︒
※ご応募いただいた個人情報は︑本
公演の招待状の発送目的以外には使
用せず︑演奏会終了後に破棄します︒
★招待状を持参 演奏会当日︑招待
状を必ずお持ちください︒
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
※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

どのようなものであって

10

10

10

14

16

20

U
U

14

16

︻♪︼第一部 日本の心︵古賀メロ
ディ︑津軽組曲 他︶／第二部 世
界の名曲︵ラテン音楽︑映画音楽︑
ポピュラー 他
☆全席指定椅子席３千円残数僅少・
２階立見席千円・２階合唱席千円・
※未就学児入場可６歳以上の方はチ
ケットが必要です︒６歳未満でもお
席が必要な方はご購入ください︒
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
時開演
⑥ 月８日︵月︶
マウントあさま室内合奏団演奏会

※料金には1名さまのスイーツブッフェ代、消費税が含まれ
ております。※特定原材料7品目食物アレルギー
（えび、
か
に、小麦、
そば、卵、乳、落花生）
をお持ちのお客さまは、係
にお申し出ください。 ※仕入れの状況により、食材・メニュ
ーに変更がある場合がございます。※写真はイメージです。

團伊玖磨 未来のこどもたちに贈る
メロディー︑動物・花・そして自然
０歳児も楽しめます！
︻演︼雨宮知子︵お話・うた︶／堀
家徳子︵ピアノ︶／團伊玖磨をうた
う会／赤羽奈美子︵合唱指導・指揮︶
︻♪︼だんいくまの動物園 ぞうさ

軽井沢リバリーヤード

18号バイパス

０２６７・４８・２０２０

軽井沢
リバリーヤード

押立茶房

★

レイクニュー
タウン

どうぞお寄りください。

インター
↑
プリンス通り

U

《動物取扱業登録》 販売 第01016811号 展示 第01016715号
訓練 第01017014号 保管 第01069121号

0267・42：6334

楽しいスイーツをご用意しています

10

︻演︼横島勝人︵指揮︶
︻♪︼ブルックナー︵交響曲第８番
ハ短調ハース版︶／他
★ 入場無料 ・未就学児入場可
問 マウントあさま室内合奏団
平澤
kaz.hirasawa@jcom.zaq.ne.jp
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

026・226・8181
0267・42・2639

検索
ブッフェレストラン ニューヨーク

24

♪軽井沢初登場！芸術の宝庫イタリ
アから︑人気ピアニスト〝セルジョ
・バイエッタ〟再来日！セルジョが
バリトン歌手〝オマール〟と贈るフ
ァミリーコンサート︒二人が繰り広

★ ブッフェレストラン ニューヨーク ★

10

詳しい情報は …

お問合せ 軽井沢プリンスホテル ＴＥＬ：0267‑42‑1111
ご予約 〒389-0193 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

10/6 sat. ハロウィーン

《1名さま》
おとな ￥2,800
こども
（7〜12才）￥1,500
SEIBU PRINCE CLUB 会員さま ￥2,500
プリンスキッズクラブ会員さま ￥1,000

15

こぶしざわ

暮らしのデザイン工房

北欧家具、照明のネットセール

10

14

17

Lunch & Sweets Buﬀet

29

9/15 sat. 秋の収穫祭 & ショコラ
12：30P.M.〜3：00P.M.
（L.O. 2：30P.M.）

17

☆全席指定ＳＳ席８千円︵１ドリン
ク付き︶・Ｓ席６千５百円

シャインマスカットのBIGタルト/和栗のモンブラン/ショコラ ベリー/
ショコラ ナッツ/ショコラ マシュマロ/洋梨のタルト など
メニュー例

77.5MHz

22

軽井沢プリンスホテル ウエスト

ウェグナー、モーエンセンの名品家具、 TEL：0 2 6 7 - 4 6 - 0 0 1 7
照明器具 etc. URL：http//www14.plala.or.jp/CottageDesign

ブルー
スパワー
9/26･10/10 18時30分〜
タクシーは千ヶ滝西を通過する
天瀬夕梨絵
別荘地帯の静かな秋を

（２）
第１８１号
２０１８年９月１４日発行

」

一
11/2�4回紐
秋の味党鉛€
無科振る箕い

大槌町物産展in軽井沢中学校
9月21日（金）9時30分~13時30分
＠少人数教室1
*20日（木）プレ販売 13時~15時30分！
今年もからまつ祭の期間中、大槌町の復興を
応援しようと、PTAが大槌町物産展を開催
します。毎年大人気のうに醤油、料理に大活
躍海藻乾物類、海鮮珍味、スイ ー ツ好きには
たまらないお菓子は今年初入荷多数ご用意し
ております。数に限りがございますのでお早
めに足をお運び下さい。どなたでもご来場い
ただけます。

10企

®ti沢踪;-�·市庭澁器？温羞°旦
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＊問合せ先軽井沢中学校担当／田中章子
圃0267-45-61 ao

"'ユ竺竺上

圃info『mation@hotchi-ichiba.com
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第

82 回健康ネットワーク21講演会

五十肩とは何か？と聞かれて上手に答えられ
る人は少ないと思います。肩の機能は非常に
複雑でなかなか理解しにくい関節です。また
痛みの原因がレントゲン検査ではわからない
ことが多いのも肩の特徴です。今回肩の痛み

田

閲

m

9月20日（木）18時30分~20時
「肩の痛みについて」＠浅間総合病院

8月15日11時過ぎ、中軽井沢図書館では
来館者100万人を達成。
駅の近所に住む、本好きの大津総志朗くん2歳。

゜

固0267·31·5078

●

軽井沢ニュース

2018

●●, . ..

....................

闘●は10月印旬""でご富閃｀‘た..,,

こ

....................

の原因の代表的な疾患である五十肩を中心に
詳しく説明したいと思います。

①講演内容：肩の痛みについて～五十肩（肩
拘縮症）や腱板断裂を中心に～
②講師：浅間総合病院整形外科医長坂井邦臣
③参加無料圃0267·67·2295 (内線5150)

m

気づかない場所に寓枯高る ●れ竃笥↑7ェ

気参くれ力7ェ辻堂
藩

..- ―,_,.,,、

「和貝倫朋（わがいみちとも）
はリきゅうよもやまばなし」
FM軽井沢77.5MHz

一日老若男女で賑わっている中軽の図
書館だ。1 0 0万人目の入館者は、本が大好
きな2歳の大津くんだった。近所の本好き少
年少女ギャラリ ー も駆けつけてくれた。
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会場：軽井沢大賀ホール
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fフェHarukiがおくる
}ハ ー プコンサ ー トの集い

はリきゅうよもやまばなし」
in万座日進舘
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「和貝倫朋（わがいみちとも）
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11,鼻�n
まり振るわなかったが、駅舎と一体
化され、大きくなって利便性も増大
して、中軽井沢地域のランドマ ー ク
としてすっかり定藩したためか？終

．
．
ポ ー ル ・ジ ャク レー と 軽 井 沢

17

□

三

゜

姉妹店のご案内

ー

‘

人気ピアニスド セルジョ ・ バイエッダ来日！

Phone 0267-48-6101
h廿p:llwww.hotel-berlinetta.com

‘‘

セルジョがバリトン歌手 オマ ー ル"と贈る
ワクワク！ファミリーコンサート

■ 出演：セルジョ ・ バイエッタ（ピアノ） オマ ー ル ・ カマタ（バリトン）
■料金：全席指定大人3,000
子ども(4歳～中学生以下） 500円
■ チケット申込み（チケット発売中）：
円

軽井沢大賀ホ ルチケットサ ビス
tel.0267-31-5555 (1Q:OO~18:00)
※座席をお選びいただけます。
ー

セルジョ・バイエッタ（ピアノ）

ー

r"'
、

1

ANTIQ!JESベルリネック軽井沢

http://www.berlinetta-k.com
Email:info@berlinetta-karuizawa.com
Phone 0267-41-0831
389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉 774-1( 塩沢通り）
〒

ロ

