『病は気から』
とも言いますし。

精神の方を病んでしまっては如何なものかと…

春です！人との緊密なコミュニケーションが

難しい今こそ馬との濃厚接触は如何ですか？

インター
↑
プリンス通り

→追分

南軽井沢信号

０２６７・４８・２０２０

18号バイパス

軽井沢リバリーヤード

軽井沢町発地1617‑3

《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

0267‑48‑1252
0267‑31‑0267

Ｔｅｌ.
Ｆａｘ.

軽井沢
リバリーヤード

押立茶房

★

レイクニュー
タウン

︵☆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 ︶

正しく感染対策いたしましょう
！

公演１日前まで︑電話予約を承ります︒

しかしあまり恐れすぎて、

３月 日︵日︶〜６月 日︵土︶

16

37

14

︻演︼プロとアマチュアの音楽︑ダ
ンスバレエの有志
︻♪︼音楽演奏とダンスバレエ
★ 入場無料
問 軽井沢バレエアルテ 早川真紀

機動隊が人質救出作戦を展開、 警察が包囲する中での人質事

13

ＧＷの軽井沢大賀ホール

18

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

12

コンサートスケジュール

想像上のものではないでしょう。

0415balletto@gmail.com
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
⑧５月 日︵土︶
時開演

（約９日）監禁されており、

コンサート﹁音楽の絵本﹂の世界へ
ようこそ！優しいクラシックから誰
もが知っている曲まで︒
☆全席指定・こども︵小学生以下︶
千円・おとな︵中学生以上︶３千円
※０歳から入場できます︒小さなお
子さまも︑１名につき１枚のチケッ
トが必要です︒

勿論コロナウイルスは目にみえないだけで

Duo SOIREE
２台ピアノコンサート2021

た警視庁機動隊と長野県警察

乗馬倶楽部

︻演︼柳沢弘美︑西沢さち子︵ピア
ノ︶
︻♪︼チャイコフスキー︵バレエ音
楽﹁白鳥の湖﹂より︑﹁眠れる森の
美女﹂より︑﹁くるみ割り人形﹂よ
り／他
☆全席指定１階席前売２千円・２階
席前売２千５百円※チケット発売日
３月 日︵土祝︶
〜発売予定
※０歳から入場可︑３歳以上の方は
チケットが必要です︒
※窓口支払は現金のみです︒
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
⑨６月 日︵土︶
時開演

えっ、発地にバイク屋さん？！ Le Malade imaginaire (?)

14

14

Strada Mandolin Concert vol.12

捕された。人質は２１９時間

※小学生以下の方︑および付添の保
護者の方は︑１階席にてご鑑賞くだ
さい︒
※おとなの方のみでもご入場いただ
けます︒
※オンラインでのライブ配信を計画
しております︒詳細は後日ホールホ
ームページにてお知らせします︒
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
⑦５月 日︵日︶
ザステージギャザリング2021

無事救出、犯人５名は全員逮

に立てこもり、山荘を包囲し

︻♪︼曲目未定
★ 入場無料 .・未就学児入場可
問 ０４７・４５７・４０５３中村
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
※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

時３１歳）を人質に浅間山荘

vol.2

日に部隊が強行突入、人質を

細さを味わえる上質なアンサンブル︒
︻演︼ヴァイオリン 依田真宣︑瀧
村依里︑鍵冨弦太郎︑関朋岳／ヴィ
オラ 朴梨恵︑冨永悠紀子／チェロ
加藤陽子︑上村文乃／コントラバ
ス 髙橋洋太／オーボエ 荒川文吉
／チェンバロ 居福健太郎
︻♪︼ヴィヴァルディ︵ヴァイオリ
ンとチェロのための協奏曲︶／他
☆全席指定・一般３千円・高校生以
下千円
※高校生以下の方は︑公演当日年齢
確認ができるものをご持参ください︒
※オンラインでのライブ配信を計画
しております︒詳細は後日ホールホ
ームページにてお知らせします︒
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
⑤５月４日︵火︶
時開演
︻軽井沢大賀ホール
2021春の音楽祭︼
アンドレア・バッティストーニ指揮
東京フィルハーモニー交響楽団
チェロ 佐藤晴真

若きマエストロ︑アンドレア・バッ
ティストーニが首席就任５年目の東
京フィルを率いて贈るドヴォルザー
ク３題︒難関ミュンヘン国際音楽コ
ンクール・チェロ部門で日本人初優
勝︑最も将来を期待されるチェリス
ト佐藤晴真と奏でるコンチェルト︒
︻♪︼オール・ドヴォルザーク・プ
ログラム︵スラヴ舞曲集第１集より
第１番︑チェロ協奏曲︑交響曲第８
番︶
☆全席指定・ＳＳ席１万１千円・Ｓ
席︵１＆２階︶１万円・Ａ席８千円
・Ｂ席７千円・Ｃ席︵２階立見席︶
４千５百円
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
⑥５月５日︵水︶
時開演
︻軽井沢大賀ホール
2021春の音楽祭︼
﹃ 音楽の絵本﹄親子のための
クラシックコンサート
金管五重奏の﹁ズーラシアンブラス﹂
と弦楽四重奏の﹁弦うさぎ﹂の動物
たちが織りなす不思議なクラシック

バー５人が、管理人の妻（当

21

21

器疾患等︶をお持ちの方︑妊娠中
①３月 日︵日︶
時 分開演
の方は︑医師の判断や関係機関の
軽井沢中学校吹奏楽部
情報をご確認の上︑ご来場には慎
春のコンサート2021
重なご判断をお願いいたします︒
︵指揮堀口理恵︶
❸館内では︑マスクを常時ご着用く
ださい︒マスクを着用されていな
︻♪︼2021年吹奏楽コンクール
い方の入場はお断りする場合がご
課題曲／トイズ・パレード／他
ざいます︒
★全席自由・ 入場無料 ・未就学児
❹入場時の検温にご協力ください︒
入場可／問 軽井沢中学校 堀口理
．5度以上の発熱のある方︑体
恵０２６７・４５・６１８０
調不良の方の入場はご遠慮いただ
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
きます︒
②４月 日︵日︶
時開演
❺咳エチケット︑こまめな手洗いお
ジョイントコンサート
軽井沢
よび手指消毒を徹底してください︒
vol.2
❻係員にチケットを提示した後に︑
お客様ご自身でチケットをもぎっ
︻演︼出演未定
てください︒
︻♪︼ブラームス︵ホルントリオ︶
❼館内では︑周りの方との距離を１
／他
ｍ 以上空けて︑密集を避けるよう
★ 入場無料 ・４歳以上の方がご入
ご協力ください︒
場いただけます
❽大声での会話や︑ブラボー等の掛
問 吉みらい企画・吉原
け声等はお控えください︒
info@guesthousechaconne.com
❾出演者への出待ちや面会︑贈り物
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
等はご遠慮ください︒
③５月２日︵日︶
時 分開演
❿クローク︵荷物や上着等のお預か
︻軽井沢大賀ホール
り︶はご利用いただけません︒
2021春の音楽祭︼
⓫客席およびロビーホワイエは︑空
中西圭三
調設備等による適切な換気を徹底
アコースティックコンサート﹃三重丸 ﹄
しております︒
⓬終演の際は︑時間差を設けた退場
を行う場合がございます︒
⓭当日配布する来場者名簿に︑お客
様のお名前／電話番号をご記入の
うえ︑終演時に必ずご提出くださ
い︒
⓮万が一︑ご来場者の中から感染者
ダンサブルなポップミュージックか
または感染疑いがある方が発生し
ら次世代の子供達に向けた童謡まで︒
た場合︑必要に応じてお客様の個
︻演︼中西圭三ヴォーカル／コーニ
人情報を保健所等の公的機関へ提
ッシュ︵ピアノ︶／地代所悠コント
供させていただきます︒
ラバス
︻♪︼ Woman
／ Choo Choo TRAIN ※以上の対策は今後の状況により予
告なく変更となる可能性があります︒
／ぼよよん行進曲／他
☆全席指定・１階席５千円・２階席
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
５千円
④５月３日︵月︶
時開演
※オンラインでのライブ配信を計画
しております︒詳細は後日ホールホ
︻軽井沢大賀ホール
ームページにてお知らせします︒
2021春の音楽祭︼
東京文化会館 presents
◎新型コロナウイルス感染防止対策
軽井沢チェンバーオーケストラ
〜お客様へのお願い〜︵１／ 現在︶
❶発熱や咳︑咽頭痛などの症状があ
東京音楽コンクール入賞者楽壇の最
る場合は︑来場をご遠慮ください︒ 前線で活躍する若き精鋭たちによる
❷基礎疾患︵糖尿病・心不全・呼吸
室内楽団︒フレッシュな力強さと繊

がでた。１０日目の２月２８

御予約の上、ぜひお出かけください。

発地にあるバイク屋さんです。
バイク販売、
修理、
買取など…。
お気軽に何でも御相談下さいませ。

00

の新左翼組織連合赤軍のメン

正しい情報に基づいて、

オートバイ販売・修理

10

間人１名）、重軽傷者２７名

U

件としては日本最長記録。

死者３名（機動隊員２名、民

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
3/24・4/7 18時30分〜
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昭和４７年２月１９日、日本
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２月26日11時〜 あさま山荘事件慰霊祭が
関係者と一般の人たちで行われました。
小雪交じりの寒空の下 ＠南軽・治安の礎
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