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軽井沢町議選の立候補予定者事前説明会は 3 月 20 日、
町役場で開かれた。

町長選に立候補した元町
議の西千穂氏は出馬しな
い方針だ。
軽井沢新聞社では町議
選の立候補予定者にアン
ケートを実施している（7
面参照）
。

G 関係閣僚会合を歓迎
する横断幕と、軽井沢中
学校美術部の生徒。
20

16

17

4月 日投開票、軽井沢町議会議員選挙
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人が出馬を予定

任期満了に伴う軽井沢
町 議 選 は 4 月 日 告 示、
同 日投開票の日程で行
われる。軽井沢新聞社の
調べでは3日現在、定数
のところ、 人が立候
補を予定。他にも1人が
出馬を模索していて、選
挙戦となる公算が大きい。
6期目の内堀次雄氏、4
期目の篠原公子氏ら5人
の現職と、1月の軽井沢
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■ フットサル「SC 軽井沢ク」県リーグ 2 連覇
長野県フットサルリーグ 1 部（全 8 チーム）で、
「SC 軽井
沢クラブ」が昨年に続き優勝した。県代表として臨んだ北信
越フットサル 2 部リーグ参入戦には敗れ昇格は逃した。主将
の土屋浩樹さん
は「足りなかっ
た部分、他に何
ができたかを考
え来シーズンに
繋げたい」と話
した。

■ 2019 年の公示価格 御代田町が初めて上昇
3 月 19 日に国土交通省が公示価格（1 月 1 日現在）を発
表した。長野県内の平均変動率が住宅地で 22 年連続、商

100 日前イベント・こどもサミット…

G20 関連イベント、続々と
合が始まる 6 月 15 日までの
日数をデジタルで表示。軽井
沢高校美術部が考案したロゴ
も使われている。同部の唐木
田凛さんは「形になって感動
している。軽井沢での（閣僚
会合の）開催を多くの人に知
ってもらえるきっかけになる
といい」と話した。
・・・
町内の小中学生、県内の高
校生が環境問題について話し
合う「軽井沢こども
G20 サミット」が 3
月 17 日、軽井沢プ
リンスホテルで開か
れた。町内のインタ
ーナショナル高校
「UWC ISAK JAPAN」
の生徒有志が企画、
軽井沢こどもサミットで意見を交わし合う小中学生。

G20 関係閣僚会合の 100
日前を記念したイベントが 3
月 7 日、軽井沢駅であった。
町民会議と県推進協議会が
主催し、経済産業省と環境
省の幹部も出席した。浅間
水道企業団の「G20 ウォー
ター」が披露され、駅に設
置されるカウントダウンボ
ードの除幕もあった。ボー
ドは低照度で発電できる太
陽電池を使ったもので、会

運営。小中学生は地球温暖化
や環境破壊に対する地域、学
校でできる取り組みを議論。
高校生は G20 参加国の役を
それぞれが務め、各国の抱え
る環境やエネルギーに関する
課題を共有した。
・・・
軽井沢中学校の美術部員
13 人が制作した、G20 関係
閣僚会合を歓迎する横断幕が
3 月 28 日、軽井沢中学校の
国道 18 号沿いに設置された。
サ イ ズ は 高 さ 2m、 幅 5m。
白糸の滝から流れる水が地球
に降り注ぐデザインで、参加
国の国旗、会合名なども描い
た。3 年で部長の土屋風歌さ
んは「世界中の人が軽井沢に
集まり、地球環境について考
えていくことをイメージして
描きました」と語っていた。

業地では 27 年連続下落する中、白馬村が 10.5％の上昇。
御代田町は調査後初めて上昇を記録した。軽井沢町も上昇
傾向にあり、商業地ではシャトレ―第 2 軽井沢付近が
2.2％、旧軽井沢別荘地（軽井沢上御原 308）が 3.9％上昇
した。白馬村はインバウンドの影響があり、また、御代田
町は移住者の増加が影響したと考えられる。

■ 副知事講師に、持続可能な開発目標の研修会
軽井沢町は 3 月 12 日、国
連が提唱する「持続可能な開
発目標（SDGs）
」について学
ぶ研修会を開いた。関係団体
の代表者や町職員ら約 110 人
が参加。講師を務めた環境省
出身で長野県副知事の中島恵理さんは、SDGs について「全
ての人たちが幸せになるための 17 の目標」などと解説。中
小企業での SDGs 普及を目指し、県が推進する企業登録制度
について説明。
「軽井沢からも沢山の企業に登録してもらい
たい」と呼びかけた。町は SDGs をふまえ、町内の優先課題
に取り組む軽井沢版「SDGs」の推進を目指している。

■ 21 歳以下カーリング大会 「Karuizawa Jr.」優勝
カーリングのジ
ュニア大会「シチ

逸品が並ぶ
かわいいログハウス
「別荘５軒分の断捨離
から生まれたお店なん
です」そう話すオーナ
ーの才門さんのお店に
は、個人が収集した珍
しい雑貨が並ぶ。頻繁
に別荘に来られなくな
った方たちの「捨てる
のではなく、好きな方

ズン U21 軽井沢ジ
に譲りたい」という思い
が詰まった宝箱のような
お店。和のものや、日本
では買うことのできない
物など、ここでしか出会
えない品々ばかり。今後
は地元の作家さんとのコ
ラボで、着なくなった着
物や洋服をバッグなどに
リメイクするオーダーも
始まり、さらなる展開が
楽しみだ。

ュニアチャレンジ
カップ」が 3 月 22
日から 24 日、軽井
沢アイスパークで
開かれた。県内チ
ームを中心に、北海道、青森などから計 16 チームが参加。
店頭では造花のアレンジメント（1,350 円～）の体験
もできる。造花は一本からも販売（150 円～）

昨年と同じ組み合わせとなった決勝は、女子「Karuizawa
Jr.」 が リ ベ ン ジ を 果 た し、 男 子「Rhodonite」 に 勝 利。

バス停の小さな雑貨小屋 tomogara

Karuizawa Jr. のスキップ金井亜翠香さんは「嬉しい。一投
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一投、こまめにコミュニケーションを取っていったのが結果
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につながった」と喜んだ。

