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HIRAYAMA IKUO SILK ROAD MUSEUM

● 6月26日(金)～10月26日(月) 

『平山郁夫 シルクロード幻想』展

「砂漠の舟」ともよばれるラクダはシルクロードを往き交う隊商に欠かせない交通手段でした。平

山郁夫が終生描き続けたラクダのキャバンは東西交易の象徴で あり、未知の国々、異なる文

化、そして人と人を結ぶ平和の象徴でもあります。本展では、平山郁夫の初期から晩年の大シ

ルクロード・シリーズまで、ラクダと キャラバンをテーマにした作品に焦点をあて、唐三彩駱駝俑

などラクダに関する美術品とともに展観し、平山郁夫のシルクロードに対する想い 、そして平和

への願いを紹介します。

〒408-0031 山梨県北杜市長坂町小荒間2000-6

Tel.0551-32-0225 / Fax.0551-32-0226

http://www.silkroad-museum.jp/

10:00 -16:00

今年も平山郁夫シルクロード美術館では、おらんうーたん（地域クラフト作家達）と連携し、“ワイン＆クラフトフェスタ” を開催す

ることとなりました。葡萄の美味しい時期でもある10月最初の週末に、美味しいワインを飲み、八ヶ岳のグルメを堪能し、葡萄に関

連したクラフト作品を楽しみながら過ごす時間をお届けします。初日にはモンゴル出身のウルグン氏による馬頭琴演奏会を、二日目

には当館館長平山美知子及び元NHKプロデューサーの鈴木肇氏による講演会や地元「まちなかステージ」のメンバーによるミニライ

ブを開催しイベントを盛り上げます。美術館で開催している「平山郁夫シルクロード幻想－絲綢之路を行くキャラバン－」展と共に

お楽しみ下さい。

<ワイン＆クラフトフェスタ開催に関して>

＜同日開催イベント＞
平山郁夫シルクロード美術館

10月4日(日) ※申込不要、 入場無料、 場所：らくだ公園

まちなかステージ(生ライブ)

多様種の県内アーティストが出演する『まちなかステージ』が会場を盛り上げ

ます！14:30〜はFMフジパーソナリティーのシンガーソングライター伸太郎さ

んによるスペシャルLIVEもあります！お楽しみに！

-絲綢之路を行くキャラバン-

HIRAYAMA IKUO SILK ROAD MUSEUM
YATSUGATAKE ART＆CRAFT-NETWORK

in 平山郁夫シルクロード美術館 らくだ公園

10.3SAT－4SUN

10月4日(日) 13：00～

鈴木肇（元NHKシルクロード取材団長、南京広播学院 教授）

※申込不要、聴講無料（ただし入館券が必要です）。全て自由席。

講演会「シルクロードを旅行して」

鈴木肇氏は、1980年4月にスタートした「NHK特集シ

ルクロード」の取材団長を務められ、豊かな経験、人

脈、知識を駆使して、新疆ウイグル自治区内の、許

可の取りにくい場所、知られざる遺跡などの貴重な

取材をされ、撮影してまわられました。平山郁夫と共

に旅したお二人に、旅の秘話、思い出を語っていた

だきます。

10月3日(土) 13：00～

奏者：ウルグン（ urugun ）氏

※申込不要、聴講無料

（ただし入館券が必要）全て自由席

馬頭琴演奏会

URUGUN（ウルグン）内モンゴル出身。1982年9月18

日生まれ。◆2001年9月、内モンゴル大学芸術学院

音楽学部に進学し、モリンホールを専攻。◆2005年7

月、内モンゴル大学芸術学院音楽学部を卒業、同学

のモリンホール教師に就任。◆2009年4月来日。

◆2011年10月市川猿之助監修「ジンギスカン」の舞

台曲作曲・出演を務める。 ◆2001年、内モンゴル大

学音楽盛典の優秀歌手選出コンクールに参加し 『上

位10歌手』に評された。 ◆2003年12月、内モンゴル

大学芸術学院主催の第1回『モンゴル族文学作品を

音楽で表現するコンクール』にて、いずれも本人作曲に

よる『沙漠の故郷』が銀メダル、『母なる湖』が銅メダル、

『揺籃曲（子守唄）』と『運命の馬』が優秀賞を受賞。

馬頭琴（モリンホール） ユネスコ世界無形遺産に登録されて

いるモリンホール（馬頭琴）は、日本で「スーホの白い馬」 の物

語として有名です。モンゴル語で、モリン=馬 ホール=楽器 を意

味し、2弦からなるモンゴルの 伝統的な擦弦楽器です。 弦は

馬の尻尾やナイロンでできており、同じく馬の毛を張った弓で弾

きます。 弦の押さえ方が、指で弦を横から押すような形になる

のが特徴で、モンゴルでは幸運を「ヒーモリ」(馬の風)と呼び、モ

リンホールの音色を耳にした人に 「幸運が訪れる」とされ、結婚

式や祝い事には欠かせない音楽となっています。

講師：平山美知子（平山郁夫シルクロード美術館館長）

主催：ワイン＆クラフトフェスタ実行委員会

<平山郁夫シルクロード美術館情報>

協力：八ヶ岳アート＆クラフトネットワーク 平山郁夫シルクロード美術館
後援：北杜市 エフエム八ヶ岳

Wine&Craft-Festa 2015

● カフェ「キャラバンサライ」
今年6/26、美術館2Fラウンジ内にカフェ「キャラバンサライ」

がOPENしました。美術館に来館されたお客様だけでなく、フェ

スタ会場や甲斐小泉駅から自由に出入りが可能です。

会場：美術館２Ｆ

会場：美術館２Ｆ

Wine&Craft-Festa 2015

《まちなかステージ》
11：30～11：50 三神一浩（クラッシックギター）

11：55～12：15 横森政純（アコースティックギター）

12：25～12：45 メイプル （オカリナ）

お昼タイムはCD音楽のみ

14：00～14：20

Berllydance studio Blossombelly（ベリーダンス）

《SPECIAL TIME》 FMフジパーソナリティ

14：30～15：10 シンガーソングライター 伸太郎

フェスタロゴ入り特製

現存する日本最古のワ

イナリー「まるき葡萄

酒」のワインと共にお

楽しみ下さい。

ワイングラスをご用意

八ヶ岳のクラフト作家と美味しいワインを飲み

美味しいグルメを味わいながら

ワイン 葡萄 シルクロードについて語りませんか



< 歴史とロマン薫るワイン>
まるき葡萄酒

白ワイン原料

である甲州種

は遠くシルク

ロードを渡っ

て日本に辿り

着きました。

そのロマンあ

ふれるワインをお楽しみ下さい。

白州の美味しい水で、美味しい

ソーセージが生まれました。手作

業で、１本１本丁寧にそして安全

な商品・・・ジュッと焼けたソー

セージをお召し上がり下さい。

< 美味しさは元気の源>

フェスタにちなんだ模様をあし

らった万華鏡（テレイドスコー

プ）を中心にガラスの器や金工

のピザカッターなどを展示販売

します。

< ワインと葡萄模様の万華鏡>

ツパイ工房<ガラス・金工>

< テーブルを楽しくするもの>

イーゲルハウス

ワインを楽しむテーブルで、チー

ズやパンをのせるボード類やスプ

ーン等。また、シルクロードのイ

メージのアクセサリーなども。

< ワインとお酒と

ワインに合う八ヶ岳高原野菜ほか、

料理！食材は距離が近い程、より美

味しい！その同じ空気の中で味わえ

る、味わう！ワインも同じ、一緒だ

とより美味しい！

亜絲花 by NISHITANI

< おいしくいただく
陶房のぎ

食べることが好きです。おいしい

ととても幸せになります。料理の

映える青白磁・テーブルが賑やか

になる絵付け。「おいしい」を支

える脇役を作っています。

< 食卓の小物たち>
正木工房

無垢の木で、テーブルの上を

楽しくする小物たちを作りま

した。

< 八ヶ岳シフォンの販売>

八ヶ岳シフォン工房「月のひるね」

卵の力だけでふくらんだ、

ちょっとリッチなしっとりシ

フォンケーキはいかがですか？

選べる美味しさをあなたに♪

< 動物のうつわと
陶房たゆ

かわいい

動物をモ

チーフに

したうつ

わと陶の

アクセサ

ワインカップ>

クレイアートル.ブランシュ

ワインを楽しむパーティテーブル

に、ボルドー色の花束やグラス

マーカーなどを出品します。クレ

イの花でいつもと違うおもてなし

を。

< ボルドー色でおもてなし>< ワインにぴったり

手作りパン工房CUNICO

オリジナルプリッツ>

チーズ、ガ

ーリック、

ハーブの３

種類をご用

意しました

。手作りで

じっくり焼き上げたポリッポリッ

感をお楽しみください。

< すべてのグラスは、
ガラス工房うず

いろんなグラス、楽し

いグラス、こんなグラ

スでワインはいかが？

SPECIAL企画

無料（両日無くなり次第終了）

今から１万年ほど前、黒海とカスピ海に挟まれた地域でワインは発祥したと

考えられています。その後、葡萄の栽培方法やワインの醸造方法は世界に伝

播し、各地で様々なワインが作られました。今回のフェスタでは、その中か

ら「ギリシア」、「トルコ」、「ジョージア」、「中国」のワインをテイス

ティング（無料/ドライバーの方は不可）してお楽しみ頂ける企画を用意しま

した。特徴あるこの４地域のワインを飲み比べ、文化の違いを感じて下さい。

《ワインを楽しんで頂くためのお知らせとお願い》
①ワインフェスタ ロゴ入り特製グラスで、

「まるき葡萄酒」のワイン(有料)をお楽しみ頂けます

②ドライバーの方、20歳未満の方の飲酒は固くお断り致します

リー、ワインを楽しむ器など

揃えています。美味しいワイ

ンをおいしく頂く時にぜひお

使いください。

ワインのために>

飲み比べワインMAP

< 革製品
Bottega Glicine 

革鞄・革財布・ベルト等を

制作しています。ワイン関

連のアイテム、コース

ター・エチケットクリップ

等もぜひご覧ください。

～つくり手はイタリア人～>

< 香り高い中国茶をどうぞ>

Chinese Tea Cafe qilin

お茶もシルクと同じく、中国より世

界へ広まりました。八ヶ岳南麓の爽

やかな空気の中で中国茶をお楽しみ

ください。

< 鉄を叩いてみませんか？>

鉄刻屋

ロートアイ

アンの歴史

はエジプト

からシルク

ロードを伝

って日本に

6世紀前半

中国から入

ってきました。鉄を叩いて

キーホルダーorペンダントを

造りませんか？

< ワイン好き、鳥好き>

KHPバードカービングクラブ

< ワインを楽しむ
デザイン工房昴(すばる)

ワインを楽しむ あかり、食

卓の小物、ちょっと楽しいワ

イングッズ、シルクロード柄

のグラスを楽しんで下さい。

あかり、グッズ、グラス >

食卓のために>

< ワインを楽しむマイチェア>

PLAINS プレインズ

秋の夜長にワインを楽しむ

くつろぎのマイチェアやサ

イドテーブルを提案します。

< 八ヶ岳の美味い珈琲>

昼のふくろう

八ヶ岳南麓の澄んだ環境で焙煎、

天然水でネルドリップした珈琲。

ワインような美しい色と心を癒

す香り、舌に絡み付くような旨

味をご堪能いただけます。

< 楽しいテーブルを飾る
銀のスプーン工房ほそや

銀や真鍮を使ったテーブル

を楽しくしてくれる手作り

スプーンや小物たちがお待

ちしています。

手作りスプーン>

< 秋もヒマラヤンカレー！>

３種から４種のカレーのセッ

トメニューです、ヘルシーで

スパイシーなインド、ネパー

ルカレーをどうぞ！

ぼんてんや

< 朝取りの新鮮なぶどうです>

フォレストサイド横森ぶどう園

自然豊かな大地、韮崎市穂坂町。

そこで私は日々、自然・畑・ぶど

うと一生懸命向き合っています。

是非私の作ったぶどうを味わって

ください。

< 一緒にいたい木の小物たちと
我楽舎

カッティングボード・木の

トレー、バターナイフ・ス

プーン・小枝のボールペン

など。自家製スモークチー

ズもご賞味ください。

スモークチーズ>

会場イメージ

< 標高1000mの秋野菜 >

美術館がある長坂町小荒間

地区の有志による、高原野

菜のお店を出します。

八ヶ岳の高原野菜

ギリシア/トルコ
ジョージア(グルジア)/中国

ちょっと美味しい料理>

シルクロードワインの飲み比べ

ソーセージの店 フランク

ワークショップ

<イメージ>

中国

トルコ ジョージア
ギリシア


