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第220号
●発 行 軽 井 沢 ニ ュ ー ス 舎
北佐久郡軽井沢町大字発地445-96

暮らす軽井沢 人口 21,200人
（+12）男 10,128人
（+15）女 11,072人
（-3）世帯数
（前月比）10,456世帯
（+4） 別荘 15,973戸
（令和2年）

● Tel . Fax

0267・31・6961
● info@karuizawa-news.org
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撮影のためマスクを外しています

19

権十稲荷

アサマフウロほか
保全・保護を請願

軽井沢サクラソ
ウ会議は︑馬取山
田地区ほ場整備事
業計画地において︑
アサマフウロをは
じめとする希少植
物群が生育してい
る環境を︑自然生
態園のような形で保全・保護を要望
する町議会への請願を提出した︒

軽井沢中学校ＰＴＡ
バス時刻編成他を請願

軽井沢中学校ＰＴＡは︑部活終わ
りの下校時刻に合わせた町内循環バ
ス時刻編成や公共交通手段がない遠
方通学生徒の公共交通手段の確保を
求めて町議会への請願を提出した︒
各請願は 日本会議採決となる︒

軽井沢・冬ものがたり
インスタ・フォトコン

開催中の軽井沢ウィンターフェス
ティバル2022では︑2022年
2月 日︵月︶までの期間︑ハッシュ
タグ﹁#軽井沢冬ものがたり﹂を付
け︑軽井沢町内で撮影した写真を
に投稿するフォトコンを実
Instagram
施中︒
テーマに合った作品を選出し︑軽
井沢・冬ものがた

りの公式 Instagram
︵
︶
@karuizawamonogatari
がリポスト︑公式
ページに
Facebook
てシェアされる︒

17

より安心な有機給食を
子どもたちに食べさせたい

11

28

U ©軽井沢・冬ものがたり

「アトリエ・ド・フロマージュ」３日間
メニューのサラダセットをご注文のお客様 先着30名様 ミニ生チーズソフトプレゼント

「白ほたるキッチン」

START

9：30〜
直売所内

お得な商品がいっぱい

9：30〜

9：30〜
直売所内

「香りや」
３日間、そばメニューご注文の先着50名様100円引き

発地市庭 飲食店のサービスをご利用ください。
その他、
詳細は近日ホームページに掲載いたします。

軽井沢町農産 物等直売施設

軽井沢発地市庭

9：30

直売所内

数量限定、軽井沢産そば入りよせ豆腐の販売(直売所内)

☎0267-45-0037
軽井沢町発地2564‑1

あっという間の

24

軽井沢の子どもたちの給食に有機
農産物等を取り入れたいと︑４月に
発足した軽井沢オーガニック給食を
考える会は︑9月から署名活動を開
始︑２９４７筆︵町内１４４５筆︶
の署名を集め︑ 月 日町長・教育
長への要望書提出
に続き︑町議会へ
の請願を提出した︒

カミ）に襲われる悲劇に見舞われ
ました。権十さんは常日頃、往復
１０里（４０ｋｍ）の険しい山道
を登り、天気が良くても悪くても
水源地に出向いて、壊れた箇所を
見付けて修理しました。こうした、
責任感の強い権十さんの死を悼ん
で、御影用水の 守護神 に祀っ
たのが権十稲荷なのです。
異聞では、田んぼに水が欲しく
て盗水を繰り返す悪者に睨まれ、
亡き者にされたとも伝えられます。
俗世間というのは、正義感のあ
る善人は疎まれ、利害が絡んで邪
魔者にされます。どちらにしても、
権十さんが村民の命と暮らしを守
るため殉死を遂げた事には相違あ
りません。
その権十さんは、本百姓より身
分の低い抱百姓（かかえびゃくし
ょう）で、貧乏な小作人だったと
いわれます。

©軽井沢町ホームページ資料より

●筆者／宮地 國男（みやち くにお） 特定非営利活動法人（ＮＰＯ）佐久地方を流れる用水の会理事長 全国かくれキリシタン研究会会員

町の話題
いろいろ

フードバンク軽井沢
４郵便局と事業協定

10

師走の候

庁舎改築周辺整備事業
ワークショップを計画

12

12月

第 11
11 回 権十稲荷（ごんじゅういなり）
権十稲
十稲荷（
荷（ごん
荷（
ご じゅ
ごん
ゅうい
ういなり
なり
り）

軽井沢町千ヶ滝の「セゾン美術
館」北側に、御影用水の上・下セ
ギの流れ込む里池があります。そ
の奥の五社宮に５体の石碑があり、
うち一つが権十稲荷です。権十と
は、本名を土屋権十といい、沓掛
宿（中軽井沢）に住む用水守でし
た。ここに、祀られる深い謂れが
あった、と伝えられます。
今から２６０年前の１７５９年
（宝暦９）９月４日夜間、浅間山
の山麓一帯に大雨が降り、御影用
水の下セギが越水しました。その
時、権十さんは「翌朝まで続けば、
下流の難所が決壊する」と心配し、
提灯の灯りを頼りに見回りに出掛
け、獅子岩の払い口で悪水（余
水）を排水
しました。
しかし、
その帰り道
で狼（オオ

広告は生活を豊かにする情報です
お問合せ０２６７・３１・６９６１

検索

軽井沢町内の郵便局４局︵軽井沢
局︑軽井沢駅前局︑中軽井沢局︑追
分局︶とフードバンク軽井沢は︑
月 日にフードバンク事業に関する
協定を調印︒ 月１日より︑各局営
業時間中︵平日朝９時から夕方５時︶
に寄付食糧の受付を開始した︒
これにより寄付
者の利便性が高ま
り︑フードロスの
抑制と食料調達へ
の効果が期待でき
るとしている︒

御影用水の歴史と、 かくれキリシタン

軽井沢ニュース

Web版

月 日︑町議会同事業特別委員
会にて︑町より概要説明が行われた︒
﹁基本計画﹂は令和４年７月まで︑
﹁基本設計﹂は令和５年３月まで︑
﹁実施設計﹂は令和５年４月からの
２年間︑関連施設の改修や移転・解
体などを経て︑庁舎本体および複合
施設等の建設工事が令和７年４月か
らの５年間で行っていく計画︒
﹁基本計画﹂の終盤︑令和４年７月
頃に町民ワーク
ショップを開催し︑
住民からの意見・
提案を取り入れて
いきたいという︒

新連載

次号 第221／222合併号は、
2022年2月11日
（金）
発行予定です

特設コーナー

佐藤肉店

お楽しみ袋

サンフジ・きのこ特価販売

精肉新春セール

9：30〜
直売所入口及び直売所内

鹿児島県枕崎市物産販売

10：00〜

軽井沢粉使用

要予約発地市庭まで

そば打ち体験教室

農産物直売所冬期営業時間

1〜3月 9：30〜16：30

発地市庭

一般 2,500円
小学生 1,500円

検索

公演１日前まで︑電話予約を承ります︒

︻演︼渡辺貞夫︵アルトサックス︶︑
林正樹︵ピアノ︶︑コモブチキイチ
ロウ︵ベース︶︑渡嘉敷祐一︵ドラ
ムス︶
︻♪︼未定
☆全席指定︑S席︵1階･2階︶
6千円︑A席5千円︑B席︵2階立
見席︶ 3千5百円 ︑発売中
問 軽井沢大賀ホール 0267・
42・0055
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
⑥１月９日︵日︶
時 分開演
１月 日︵月︶
１
時
開演
２
時 分開演
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添ったDEENのウィンターソング
をお楽しみに！
︻演︼DEEN
︻♪︼未定
☆全席指定︑1階席・2階席 8千
8百円︑2階立見席 8千円︑発売中
※共にプレゼント付き︒プレゼント
は各公演異なる物をご用意いたします︒
問 スーパーキャスト ０３・５５
７３・２２９９︵平日 時〜 時︶
https://www.supercast.jp/
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
○１月 日︵月︶〜２月７日︵月︶
施設工事等のため休館
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
⑦２月 日︵土︶
時開演
クラシック
Winter Guitar Concert
ギターコンサート vol.4 in
軽井沢

典︑指揮 内田満︑ピアノ 宮下絵
美＋小編成アンサンブル︑演出 大
畑晃利︵日本語歌詞︶︑合唱 軽井
沢混声合唱団・有志
︻♪︼ヴェルディ オペラ﹁仮面舞
踏会﹂︑日本語上演 全三幕
☆全席指定 5千円︑2階立見席
3千円
問 軽井沢町民オペラ実行委員会
０７０・８９８６・０８２６

s.karuizawaopera@gmail.com

・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
⑩２月 日︵水祝︶
公演が計画されております︒
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
⑪２月 日︵土︶
時開演
２０２２軽井沢町民音楽祭
太田裕美コンサート

All’alba vincerò!
vincerò! vincerò!

２０２１年は皆様におかれましても

何かとご苦労の多い年

しかしくれぐれもご油断召されませぬように。

お願い致す次第です。年末年始休まず

営業しております。ぜひお出かけ下さい。

︵☆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 ︶

月 日︵土︶〜 月 日︵月︶

年末年始の軽井沢大賀ホール
コンサートスケジュール
アマデウス

営業﹇ 〜 時﹈
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
○ 月 日︵木︶〜１月１日︵元旦︶
休館
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
⑤１月２日︵日︶
時開演
︻軽井沢大賀ホール主催公演︼
渡辺貞夫カルテット２０２２
10

30

DEEN Premium
Winter Live 2022
〜シュプール〜

10

︻演︼神垣学︑椎葉太一︑町田健太
郎︑高橋達也︑木下幸一︑福士大輝︑
丸山祐樹︑西海枝公威︑三嶋大智︑
小池慎太郎︑田畑駿平
︻♪︼ The Swan LK243
︑
︑見上げてごらん夜の星
ALLEGRO
を︑酔いどれ達︑序奏とファンダン
ゴ︑大聖堂〜第１楽章︑第３楽章〜︑
︑ Mockingbirds
︑ Canary
︑
Asturias
四大元素より〝水〟︑情熱大陸︑
America west side story︑調和と
幻想〜第１楽章︑第３楽章〜︑八木
節︑他
☆全席自由︑千円
問 フリーハウス・コンサート事務
局 ０２６７・６８・６６０４
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
⑧２月 日︵土︶
公演が計画されております︒
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
⑨２月 日︵日︶
時開演
軽井沢ウィンターフェスティバル２０２２
第七回 軽井沢町民オペラ
﹁仮面舞踏会﹂

︻演︼太田裕美︵ピアノ・ヴォーカ
ル︶︑岩井眞一︵エレクトリックギ
ター︶︑西海孝︵アコースティック
ギター︶︑伊藤隆博︵キーボード︶︑
共演 軽井沢少年少女合唱団
︻♪︼雨だれ︑赤いハイヒール︑九
月の雨︑さらばシベリア鉄道︑木綿
のハンカチーフ︑他
☆全席指定︑軽井沢町民 ２千円︑
一般 ４千円
問 軽井沢大賀ホールチケットサー
ビス 0267・31・5555
︵ 時〜 時︑公演前日まで︶
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
※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

インター
↑
プリンス通り

→追分

18号バイパス

★

押立茶房

乗馬倶楽部

展示 第01016715号
保管 第01069121号

※料金はお問い合わせください。

st st

南軽井沢信号

０２６７・４８・２０２０

軽井沢町発地1617‑3

《動物取扱業登録》 販売 第01016811号
訓練 第01017014号

0267‑48‑1252
0267‑31‑0267

Ｔｅｌ.
Ｆａｘ.

デ

？
！

軽井沢
リバリーヤード

軽井沢リバリーヤード

36.5㎜ × 50㎜

1/10

15

14

レイクニュー
タウン

74㎜ × 50㎜

1/5

16

２０２２年は
『勝利』
の年といたしましょう
！

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。

74㎜ × 62㎜

1/4

私どもも
（人馬共）皆様の
『ご鞭撻』
を

74㎜ × 85㎜

1/3

23

19

14

14

だったのではないでしょうか？

オートバイ販売・修理

スペース 原稿サイズ
（天地×左右）

24

三角関係の愛憎劇︑壮大なドラマ
がいよいよ幕を開けます！さぁ︑あ
なたも生の舞台を是非！劇場でご覧
ください♪
︻演︼リッカルド 井出司︑レナー
ト 佐藤望︑アメーリア 大畑裕江︑
ウルリカ
︑オスカル 傳田
miyu*
実咲︑サミュエル 梨本幸男︑トム
山岸明人︑シルヴァーノ 高橋宏

74㎜ × 126㎜

年となりますように。

1/2

12

﹁シュプール﹂のリ
35th Album
リースを記念し︑冬の軽井沢でプレ
ミアムなライヴの開催が決定致しま
した︒アルバムのコンセプトに寄り

甲斐があったといえる

74㎜ × 253㎜

30

えっ、発地にバイク屋さん？！

軽井沢ニュース
記事下広告掲載サイズ表

30

26

18

17

12

19

20

16

17 14

クリスマス

24

10

２

① 月 日︵土︶
時開演
︻軽井沢大賀ホール主催公演︼
鈴木雅明指揮 バッハ・コレギウム
・ジャパン﹁メサイア﹂

29

クリアマ 周年を迎える記念公演
はロマンチックな冬の軽井沢大賀ホ
ールで・・・
生誕100年のピアソラも︑マン
ドリン合奏団とのコラボも見逃せな
い！
あのクラシック音楽とクリスマス
ソングが一緒になったら
﹃耳﹄からうろこのクリスマス
︻演︼尾尻雅弘︵クラシックギター︶︑
杉原桐子︵ヴァイオリン︶︑小野恵
美︵チェロ︶︑ゲスト マンドリン
合奏団 玄
︻♪︼ピアソラ ブエノスアイレス
の四季︑加藤昌則 ギターとヴァイ
オリンのためのケルトスピリット︑
尾尻雅弘 クリスマスデアマデウス︑
ヴィヴァルディ 協奏曲集﹁調和の
霊感﹂作品3より協奏曲第7番ヘ長
調RV.567︵4つのヴァイオリ
ンとチェロのための︶︑他
☆全席自由︑一般 3千円︑高校生
以下 1千円︑※当日各5百円増し
問 軽井沢大賀ホールチケットサー
ビス 0267・31・5555
︵ 時〜 時︑公演前日まで︶
クリアマ事務局 ０９０・２３６５
・５８３５

26

18

古楽器が紡ぐ軽井沢の﹁メサイア﹂︒
2年ぶりに開催︒
︻演︼鈴木雅明︵指揮︶︑松井亜希
︵ソプラノ︶︑湯川亜也子 ︵アル
ト︶︑西村悟︵テノール︶︑渡辺祐介
︵バス︶︑バッハ・コレギウム・ジ
ャパン︵合唱・管弦楽︶
※出演者変更のお知らせ
政府による﹁オミクロン株に対す
る水際措置﹂の強化のため︑外国人
の新規入国が停止となり︑ソプラノ
レイチェル・ニコルズと︑バス
ベンジャミン・ベヴァンの来日が不
可能となりました︒代わりに︑ソプ
ラノ 松井亜希︑バス 渡辺祐介が
出演いたします︒
出演者変更に伴う払い戻しはござい
ませんので︑ご了承ください︒
︻♪︼ G.F.
ヘンデル オラトリオ
﹁メサイア﹂全曲
☆全席指定︑SS席 8千5百円売
切れ︑S席︵1階・2階︶ 8千円︑
A席 6千5百円︑B席 5千5百
円︑C席︵2階立見席︶ 3千5百
円︑W席︵2階合唱席︶ 4千円︑
発売中
※C席︵2階立見席︶およびW席︵2
階合唱席︶は︑軽井沢大賀ホールチ
ケットサービスのみで取扱います︒
問 軽井沢大賀ホール 0267・
42・0055
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
② 月 日︵日︶
時開演
28

12

18

19

26

ⒸMarco̲Borggreve

kuriama2021@gmail.com
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
③ 月 日︵金︶
公演が計画されております︒
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
④ 月 日︵日︶
公演が計画されております︒
・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
○ 月 日︵火︶・ 日︵水︶
軽井沢大賀ホールチケットサービス
12

12

12

Christmas de Amadeus 10th
Anniversary

10

10

18

12

２０２２年はその苦労の

全 1/1

10

12

第２２０号 （２）
２０２１年１２月１７日発行

ブルー
スパワー
12/29・1/12 18時30分〜

２０２１年１２月１７日発行
軽井沢

町の

観光ガイド

軽井沢観光協会

DECEMBER

〜

R4年2/28
（月）

〜

17
（金）

25
（土）

〜

R4年2/28
（月）

26 （日）〜R4年3/31（木）28 （火）

15 （水）〜31（金）

29 （水）〜R4年1/4（火）

軽井沢植物園
頭と体の健康教室
コンビニ交付サービス
@木もれ陽の里 第1会議室
一時停止のお知らせ
冬期休園のお知らせ
13時30分〜／無料
各種証明書等の交付サービス
12月26
（日）
〜R4年3月31日
（木）
持ち物：筆記用具、飲み物
及び
まで冬期休園となります。
定員10名
（電話予約必要）
本籍地交付利用登録申請の
開園はR4年4月1日
（金）
です。 保健福祉課 地域包括支援センター
受付が利用できません。
0267・48・3337
0267・45・3269
住民課 戸籍係 0267・45・8540

8

1
毎月1日は町民・美術館の日

K

〜

〜

26
（日）

9

（土）

（日）

令和4年 成人式
令和3年 成人式
@中央公民館 受付10時〜
@中央公民館 受付10時〜
式典：11時〜 12時30分終了予定 式典：11時〜 12時30分終了予定
対象：H13年4月2日生まれから 対象：H12年4月2日生まれから
H14年4月1日生まれまで
H13年4月1日生まれまで
0267・45・8446
0267・45・8446

26 （日）

19 （日）
おはなしの会
@中軽井沢図書館 2階
多目的室
10時30分〜
先着15名
0267・41・0850

町立軽井沢病院

〜R4年2/13
（日）

し尿汲み取りはお早めに
Karuizawa Winter Festival 2022
山口マオの世界
Karuizawa Winter Festival 2022
年内作業申し込み期限
素敵な思い出を、冬の軽井沢で
〜「わにわに」
から宮沢賢治作 軽井沢白糸の滝 真冬のライトアップ
12月17日
（金）
まで
軽井沢・冬ものがたり
「シグナルとシグナレス」
まで〜
テーマ：ルイザ冬の魔法
年内最終し尿汲み取り
★ぐるっとマルシェ★
@市立小諸高原美術館 9時〜16時
〜星・雪・水・光〜
12月27日
（月）
12月25日
（土）
まで
白鳥映雪館 第1・第2展示室、市民展示室
特定期間の週末開催
通常業務：令和4年1月5日より
町内各店舗
休館日：20日㈪、27日㈪〜31日㈮
@白糸の滝
0267・41・3850
㈲軽井沢衛生企業 0267・45・5144
0267・26・2070
軽井沢観光協会 0267・41・3850

軽井沢高原文庫
年末の交通安全運動
Karuizawa Winter Festival 2022
信濃路は みんなの笑顔 つなぐ道
軽井沢ベースキャンプパスポート 販売
冬期休館のお知らせ
@軽井沢プリンスホテルスキー場 他 12月1日
（水）
〜R4年2月28日
（月） ①夕暮れ時・夜間の歩行者事故と
スリップ事故の防止 ②高齢運転
軽井沢周辺エリアのスキー場やウインタ
0267・45・1175
（ＴＥＬ）
者の交通事故防止 ③飲酒運転
ーアクティビティで使えるお得な共通券。
0267
・
45
・
6626
（Ｆ
Ａ
Ｘ）
等の悪質・危険な運転の根絶
飲食店やショップを割引利用できる。
E-mail
：
kogenbunko@yahoo.co.jp
住民課交通政策係 0267・45・8540
軽井沢観光協会 0267・41・3850

JANUARY

毎月15日はいちごの日

軽井沢ガーデンファーム

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1日は町民・美術館の日

（３）

■軽井沢ニュース年間購読のお申込みは

検索

12

第２２０号

検索

0267･45･5111

■年末年始の診療について：年末年始にあたり、通常の外来
診療は12月28日㈫までとなります。12月29日㈬から1月3日㈪
まで外来診療は休診となり、年明けの外来診療は1月4日㈫か
らとなります。お薬が必要な方は事前に受診していただき、
病院がお休みの間にお薬が切れないようお気を付けください。
救急外来は24時間、当直の医師が対応しています。受診の際
は、予め電話のうえ、保険証及び診察券をご持参ください。

Karuizawa Winter Festival 2022

軽井沢植物園

0267･48･3337

第61回軽井沢スケート競技会

■マツやウラジロ、ダイダイ等とともに正月飾りに用いられ
るユズリハについて紹介します。本州、四国、九州等に分布
小学生の部
する常緑高木で、名前の譲り葉
（ユズリハ）
は新しい葉が開い
@風越公園スケートリンク
た後に古い葉が脱落することに由来します。子が成長した後、
軽井沢観光協会 0267・41・3850
親が譲ることになぞらえたそうです。町内に自生はありませ
29 （水）・30（木）
31 （金）〜R4年1/5（水） んが、以前は正月の飾りつけには特にユズリハをつけていた
そうです。12月26日から翌年の3月31日まで閉園となります。
じん芥処理場の
軽井沢発地市庭
本年もご利用ありがとうございました。来春は4月1日から
年末年始開場日時について
年末年始の休業のお知らせ
12月29
（水）8時30分〜16時 12月31日
（金）
〜R4年1月5日
（水） の開園となります。
12月30
（木）8時30分〜12時
営業開始：1月6日
（木）
〜
閉場：12月31日（金）〜R4年1月3日（月） 1月〜3月 直売所営業時間
軽井沢警察署
0267･42･0110
9時30分〜16時30分
R4年1月4日
（火）
〜通常どおり開場
■「年末の交通安全運動」12月15㈬〜12月31日㈮まで実施
0267・45・0037
環境課 衛生係 0267・45・8556
運動の重点：①夕暮れ時・夜間の歩行者事故とスリップ事故
14 （金）
17 （月）
の防止。早めのライト点灯、ハイビームの切替え、スピードダ
ウン、
夜光反射材の活用を！②高齢運転者の交通事故防止。
「か
マタニティスクール
（予約制）
ノルディックウォーキング教室
プレママパパクラス 妊娠5か月頃から 室内コース 全レベル対象（雨天決行） もしれない」運転の励行、身体機能の変化を意識し、丁寧な安
@保健センター 13時50分〜（受付13時20分） @保健センター 13時30分〜（受付13時15分） 全確認を！③飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶。
飲酒運転
原則ご夫婦（パートナーと一緒）
で参加
ポールを使ったストレッチや
四
（し）
ない運動の推進と
「おもいやり・ゆずり合い」
運転の実
持ち物：母子健康手帳、
飲み物
歩き方の講習
践を！〜飲酒運転四
（し）
ない運動・飲んだら乗らない・乗るな
妊婦体操、食生活、過ごし方、妊婦体験など
※室内履きは不要です。
保健センター 0267・45・8549
保健センター 0267・45・8549
ら飲まない・乗る人には飲ませない・飲む人には運転させない

冬の降雪シーズン到来 除雪作業にご協力を
町では、通勤・通学などの道路交通の安全確保のため、
積雪が10 センチメートル以上で除雪作業を行います。
地域の皆さま一人ひとりの協力により、除雪の効果もさらに上がりますので、
以下の各項目についてご協力をお願いします。 ※広報より抜粋

道路にはみ出している樹木等の撤去について
樹木等が道路にはみ出していると、除雪作業に支障をきたしますので剪定等の
管理をお願いします。
また、雪の重みによる倒木など危険性のある樹木は伐採するなど適切な管理を
お願いします。張り出した枝・倒木により、歩行者が負傷したり、車両が損傷す
る事故が発生した場合には、樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。

道路や水路に雪を出すことはやめましょう
道路に雪を出すと、通行の支障になったり、車がスリップして事故等が発生す
る危険があります。
また、水路に雪を捨てると、水路が詰まって、水が道路にあふれて凍結する恐
れがあります。道路や水路に雪を出すことは危険ですのでやめましょう。
【問い合わせ】 地域整備課 道路補修係 45-8582
Ⓒ広報かるいざわ

マンホールに雪を流さないでください
マンホールに雪を流すと、下水道処理場の処理機能を低下させるばかりではな
く、下水道管に雪が詰まり、汚水があふれる原因になりますので、雪は絶対に流
さないでください。
【問い合わせ】 上下水道課 下水道施設係 45-8592

「広報かるいざわ」がアプリで読めます

A

軽井沢ファイト商品券をご活用ください！
登録店舗で利用できる「軽井沢ファイト商品券」を町民の皆様に１人5,000円分を配布します。

Ⓒ広報かるいざわ

Ⓒ広報かるいざわ

スマートフォン向けアプリ「マチイロ」で
広報かるいざわを読むことができます。
利用方法
①スマートフォンやタブレットで二次元コー
ドを読み込み、アプリ「マチイロ」（iOS、
アンドロイド対応）をインストール。
②「お住いの地域」で「長野県軽井沢町」を
登録。
【問い合わせ】住民課 住民係 45-8540

A

じん芥処理場の
年末年始開場日時について
●12月29日㈬ ８時30分から16時
●12月30日㈭ ８時30分から12時
●12月31日㈮〜１月３日㈪まで閉場
●１月４日㈫〜 通常どおり開場

一般店舗のみで利用可能

大型店と一般店舗で利用可能

【配布対象者】基準日（令和３年８月１日）に、軽
井沢町の住民基本台帳に登録されている方。
（各世帯
主に10月から順次、簡易書留により送付いたします。）
【配布内容】１人当たり5,000円分
（500円券×10枚綴）
※大型店併用券500円券×２枚、1,000円分を含む。
※この商品券はおつりが出ません。ご利用の際には
おつりがないようお願いいたします。

軽井沢町観光経済課

【利用期間】令和３年11月１日（月）から令和４年
２月28日（月）まで。
※利用期間が延長となる場合もございます。
【利用出来る店舗】「取扱店」を表示するポスター
が掲示してある町内店舗。又はファイト商品券に同
封しました取扱店一覧をご確認ください。
※取扱店については随時募集をしております。

TEL 45-8579、軽井沢町商工会

TEL 45-5307

◎粗大ごみを搬入する場合、10キログラム
あたり100円（事業者は150円）の手数料が
かかります。
※年末年始のじん芥処理場は、非常に混雑します
ので事故等に十分注意してください。
※年始の１月４日㈫から集積所へのごみの排出が
多く見込まれますので、じん芥処理場への直接搬
入にご協力をお願いします。

軽井沢町環境課衛生係

TEL 45-8556

《軽井沢警察署》

110番の正しい利用について
〜「ためらわず正しく使う110番」〜
「１１０番」は、緊急の事件や事故
が発生した際に、その関係者や目撃者
などから、いち早く通報を受けて、負
傷者の救護や犯人検挙などの警察活動
を迅速、的確に行うための緊急通報電
話です。
相談は、「＃９１１０」、緊急では
ない要望や問合せなどは、お近くの警
察署（軽井沢警察署０２６７−４２−
０１１０）や交番等へ電話していただ
くよう、御協力をお願いします。

080・8721・5941

U

0267・41・0850 中軽井沢図書館

U

0267・45・2050 堀辰雄文学記念館

A

0267・31・5555
軽井沢大賀ホールチケットサービス

A

U
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白糸の滝真冬のライトアップ今年も開催致します。
①Christmas Session/クリスマス
2021年12月18日・19日、24日〜26日
時間17：00〜19：00

②New Year Session/新年
0267・22・1082
小諸年金事務所お客様相談室

2022年1月7日〜10日
時間17：00〜19：00

U

③St.Valentine Session/バレンタイン
2022年2月10日〜13日
時間17：30〜19：30
今年のテーマは『ルイザ冬の魔法 〜星・雪・水
・光〜』です。
軽井沢町のキャラクター、ルイザが白糸の滝に冬
の魔法をかけてくれました☆彡
開催日程は以下の3つのセクションの合計13日間
です。
（開催日以外はライトアップは行いませんのでご注意下さい。
中止の場合はHPでお知らせします）
※入場料・駐車場代は無料ですが、白糸ハイランドウェイの通行料金が必要です。
※イベント開催時間は路線バス等公共交通機関は走っておりません。
自家用車又はタクシーでのご来場をお願いします。
※来場者多数の場合は会場の入場を制限させていただくことがあります。

0267・31・0070 白糸ハイランドウェイ

0267・46・6161

A

TEL & FAX 0267・31・6961

info@karuizawa-news.org

A

03・3478・9999

U

ツルヤ軽井沢店の年末年始
12月24日クリスマスプレゼント
１月３日新春初売り９時30分〜20時

0267・41・3850

A

ゆうちゃんに心臓移植を
重度の心臓病と闘う小学4年生のゆうちゃん。
海外移植手術を実現したい
【目標総額2億2700万円】

0267・42・0505

A

ゆうちゃんを救う会
長野県佐久市に在住の小学4年生のゆ
うちゃんは、50万人に 1 人の難病と言わ
れている心臓病『拘束型心筋症』
と診断
されました。アメリカでの渡航移植のため
、皆様のお力をお貸しください。ご支援、
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
♥ホームページ
https://www.yuusukuukai.jp/

♥クレジット寄付
https://syncable.biz/
campaign/2054/

0267-27-0645

♥インスタ
https://www.instagram.com/p/CWYil0-peIa/

☆１２月２４日（金）
…クリスマス・バジル栽培キットプレゼン
ト…４千円（税込）以上お買い上げのお客さ
まに、キットを進呈。予定数量に達し次第、
終了します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★１２月２４、２８日、２９、３０日
９時〜２０時営業
★１２月３１日（金）
８時〜１９時営業
★１月３日（月） ９時３０分〜２０時営業
※店休日１月１２日（水）
U
0267・46・1811

軽井沢町立離山図書館 0267・42・3187 U
軽井沢町立軽井沢図書館 0267・41・0850

