
HIRAYAMA IKUO SILK ROAD MUSEUM

特別企画展 「平山郁夫 道遥か」 開催中！
今季の企画展は、日本画壇に数々の業績を残し、文化財保護活動に尽力した日本画家平山

郁夫の若き日に焦点をあてます。自らの半生を絵にした自伝的素描シリーズ《道遥か》、初期の

傑作《行七歩》や習作など約60点により、その足跡をたどります。

〒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/

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9月末の週末に、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。初日にはシニアソムリエの小牧康伸氏によるワイン講座を、二日目

には上条敬神会（穂見諏訪十五所神社/北杜市長坂町）によるお神楽の披露や、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特別企画展「平山郁夫道遥か」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

9月25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！

HIRAYAMA IKUO SILK ROAD MUSEUM
YATSUGATAKE ART＆CRAFT-NETWORK

in平山郁夫シルクロード美術館

9月25日(日) 13：00～

※申込不要、聴講無料（ただし入館券が必要です）。全て自由席。

お神楽を知る－地元上条敬神会による演舞と紹介

9月24日(土) ①11：00～、②14：00～

講師：小牧康伸氏

※申込不要、聴講無料（2Fカフェ

からご入場下さい）。全て自由席

シニアソムリエのワイン講座

小牧康伸（プロフィール）
昭和５０年 ㈱ 帝国ホテル入社

平成２２年 山梨学院短期大学食物栄養科

講師として勤務

昭和６３年 ＪＳＡシニアソムリエ認定 取得

平成8～15年 帝国ホテル大阪 チーフソムリエ

甲州市原産地呼称ワイン認定審査会ワイン官能審査委員/山梨県立農業大学

校非常勤講師/北杜市小淵沢町にて、「小牧ヴィンヤード・カフェ メルル」を経営。

●主な著書・発表作品等：

『テーブルマナーをすてきなあなたへ―サービスマンが贈る101のエッセンス―』

日本ホテル・レストランサービス技能協会編著、チクマ秀版社、1991年

『ホテル・レストランのサービスとマナー』キクロス出版、2004年

演者：上条敬神会（北杜市長坂町/穂見諏訪十五所神社）

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 2016

● カフェ「キャラバンサライ」
昨年6月、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

9.24SAT－25SUN
Wine&Craft-Festa 2016

《プロフィール》 伸太郎（しんたろう）

2002年、歌「白い風」がソルトレークオリンピックの全国民

放ラジオ統一テーマソングに採用され全国デビュー。翌年、

サッカーJリーグ・ヴァンフォーレ甲府公認応援歌「GO TO 

THE TOP」を発表。2012年、やまなし大使、八ヶ岳天空

大使に就任。2013年、富士の国やまなし国民文化祭にて、

皇太子殿下の前で歌「白い風」を披露。現在FM富士・

Music-Bird・FM八ヶ岳でラジオパーソナリティを務める等、

幅広く活躍中。

フェスタロゴ入り特製

山梨のワイナリー「サドヤ」

と「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

「ワインと葡萄」

演目：斎淨清の舞、仁の舞、御幣帛の舞、四人剣の舞、四弓の舞、餅揚げの舞

《お神楽》

「天下泰平」、「五穀豊穣」、「氏子繁栄」を祈願し、

各地の神社にそれぞれ素晴らしい「神楽」が伝わって

います。古代は、人類が自然の驚異など恐るべきも

のを「神」と称えて祈りました。中世から江戸時代には、

神職とともに集落のつながりを作る「祭り」となり、明治

期からは、「農村娯楽」としての側面も付加されました。

神楽は、太古よりつながる「日本の文化」です。無形

民族文化財を継承するための輪が広がりますよう、

多くの皆さまにご覧頂ければと思います。

地元北杜市在住の

シニアソムリエによ

るワイン講座を開催。

国産ワインを試飲し、

ワインの歴史や産

地、ブドウの品種に

ついてお話します。

平成28年度文化庁地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業

講座では先着限定で、山梨

のワインが試飲できます！

10:00-16:00

同時開催 コーナー企画（１階展示室５）

古代メソポタミアから、西方、古代ギリシア・ローマ世界、そして東のペルシャ

帝国、中国、日本へと広まったワイン文化。もともとワインは、祭礼や祈りの

場で神聖な飲み物でした。本展は、当館のシルクロードコレクションから、ワイ

ンを飲むための酒器、銀器やリュトン、ガラスの酒杯などを展示します。

「シルクロードのワインと葡萄」

天候により中止になる場合もございます。



< 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

本格な味

を楽しめ

る、ハー

ブたっぷ

りの手作

りタイソ

ーセージ

です。ワ

インにあうタイ風のつまみも

< 手作りタイソーセージ>

ガラスの葡萄。葡萄柄の万

華鏡。ワインタンブラーな

ど収穫の秋をイメージした

作品をご覧ください。

< 収穫の秋と器>

ツパイ工房<ガラス・金工>

< 木のスツールと小さなテーブル>

イーゲルハウス

時には、テラスに小さな

テーブルを出して、外で

ワインを楽しむ・・・

< 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
< ワインのあるテーブルに>
陶房のぎ

ワインを飲む時って何か特別で少

し嬉しい。おいしい物も添えて、

幸せな時間です。そんな時間のた

めに陶房のぎの器と灯りはいかが

でしょうか。

< 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。

< 陶器のアロマアクセサリー>
陶房たゆ

クレイアートル.ブランシュ

ワインはス

ミレのよう

な香り、ベ

リーのよう

なフルーテ

ィな味など

と、花の香

りに例えら

れます。クレイの花とワイン、

贈り物などにいかがでしょうか。

< ワインと花のあるテーブル>< 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

< 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？

小さめオブジェもいろいろ登場。

テーブルを楽しく演出します。

《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、「サドヤ」及び

「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

ワインのために>

< 中国茶と干しぶどうでひと息>

Chinese Tea Cafe qilin

シルクロードのオアシス、トルファ

ン産の干しぶどうと、香り高い中国

茶をどうぞ。限定でウイグル料理

も！お楽しみに。

< 鍛鉄ワークショップ>

鉄刻屋

ものづく

りの楽し

さを体感

してみま

せんか？

まっかに

熱した鉄

を叩いて

カタチを

つくる。

< 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)

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も楽しん

でください

あかり、グッズ、グラス >

< 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。

ワインの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>

< 秋もスパイシーカレー>

季節野菜のおかず（サブジ）中心

のカレーセットです。ちょっと辛

いアチャールや南インド風ココ

ナッツカレーもおためしを！

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。

我楽舎

使って楽しい木の小物や家

具を出品します。

< 南麓産の新鮮野菜>

八ヶ岳南麓で新規就農した農家

が協同で参加します！

八ヶ岳トマト＆ファームリアン

ちょっと美味しい料理>

ホーリーマウンテン

ワークショップ

< 1917年創業。
サドヤ

食事と共

に楽しむ

ことを考

え、伝統

を守りな

がらも革

新的なワ

インを造

< 手作りおやき>

七色畑工房

中に入れる具は、のざわ

菜 きんぴら セロリの佃

煮など。生地にもこだわり、

具はボリューム満点です。

< 赤ワインゼリー>

小牧ヴィンヤード

ワインカフェメルルで人気

の赤ワイン100％ゼリーを

ご用意致しました。「食べ

る赤ワイン」を是非ご賞味

ください。

< 八ヶ岳南麓の森のパンカフェ>

カフェ・ド・ペイザン・八ヶ岳

八ヶ岳の季節の果実、野菜、花、で作る

自家製酵母のパン屋です。国産小麦粉

（八ヶ岳小麦粉も一部使用）で手捏ねで

薪窯でのパン作りのお店です。ヨーロッ

パの伝統的なパン作りを再現しています。

< ぬくもりのある木の小物>「食」を楽しむワイン>

アロマアクセサリーを作ってみ

ませんか？陶磁器のペンダント

トップやパーツを選びながら、

自分で蠟引きひもに通しオリジ

ナルのアロマアクセサリーが作

れます。

ワークショップ

エジプト

中国

マケドニア

トルコ

ジョージア

インド

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6カ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6地

域のワインを飲み比べ、文化

の違いを感じて下さい。

マケドニア、トルコ、エジプト、ジョージア、インド、中国の6カ国！

シルクロードワインの飲み比べ体験！
2016年 飲み比べワインMAP

・カフェメルル

マンあふれるワインをお楽しみ下

さい。

り続けています。緑と光に包まれ

ながら、優しい味わいをお楽しみ

ください。

感を、お楽しみください。

用意します。


