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<ワイン＆クラフトフェスタ開催に関して>
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。また、シニアソムリエの⼩牧康伸氏によるワイン講座
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や、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企画展「シルクロードの神々と人々」展と共にお楽し
み下さい。

平⼭郁夫シルクロード美術館

＜同日開催イベント＞

9月30日(土) 11：00〜12：00
シニアソムリエのワイン講座

会場：美術館２Ｆ

地元北杜市在住のシニア

「ワインと葡萄」

ソムリエによるワイン講

ＪＳＡシニアソムリエ認定
帝国ホテル⼤阪
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in 平⼭郁夫シルクロード美術館

チーフソムリエ

●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

いてお話します。

が贈る101のエッセンス―』、『ホテル・レストランのサービスとマナー』

会場：美術館２Ｆ

割り箸ピアニストのサミエル
＆ Ambient音楽家のNAO LIVE

Sami Elu / ⾃作の木製弦楽器「割り箸ピアノ」を操る孤高の割り箸ピアニスト。右手で弦をは
じき、左手で鍵盤を弾き、左足でバスドラムを、右足でスネアとシンバル・鈴を全て生演奏で
プレイする唯⼀無二のスタイルは各所で話題を呼んでいる。2015年「Niceness music」より
『Passage〜a Mystical suite for waribashi piano〜』をリリース。
Nao Otsuka / ⼤きな音量で音楽を制作をするために理想的な環境を探し、2011年に⼭梨県増

奏者：サミエル(割り箸ピアニスト)/⼤塚直(ベース)

富の廃屋になった中学校に移住。また廃校を利⽤した現代アートと音楽のイベント「ますと

※申込不要、聴講無料、全て⾃由席
（2Fカフェからご⼊場下さい）

み・やまART」を主催。今年6月「Shimmering Moods Records（オランダ）」より デビュー
アルバム『Penguin Kids』をリリース。

ココロネコ / 激しくも優しくも、人の心を映し出すツインボーカルロックバ

10月1日(日) ①11：00〜/②14：00〜
ココロネコ LIVE

昭和63年

定で⼭梨のワイ

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。

産地、ブドウの品種につ

9月30日(土) 14：00〜

⼭梨学院短期⼤学⾷物栄養科 講師として勤務

講座では先着限

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

試飲し、ワインの歴史や

※申込不要、聴講無料、全て⾃由席
（2Fカフェからご⼊場下さい）

㈱ 帝国ホテル⼊社

平成22年

平成8〜15年

座を開催。国産ワインを

講師：⼩牧康伸氏

小牧康伸 / 昭和50年

10:00-16:00

ンド。2010年10月に⼤学の同級生で結成。2015年10月、MV『孤独と牢獄』

（各回30〜40分）

を公開。2016年3月、MV『冬の終わりに』を公開。2016年10月29日、1st
Full Album【夜明けを⾶ぶ】をリリース。同日、リリース記念に最新MV

※申込不要、⼊場無料、場所：らくだ公園
⼭梨県出⾝のロックバンドが、今回アコースティック
バージョンでLIVEを⾏います。激しくも優しい、人の心
を映す彼らの音をお楽しみ下さい。

『おくびょう者』を公開。⼭梨県内を始め、都内から関⻄まで広くでライブ活
動をしている。また、アコースティック形態での活動も幅広く展開している。
天候により中止になる場合もございます

キャッチーなメロディーや、多彩な音楽ジャンルを取り⼊れた楽曲を持つため、
幅広い年齢層に⽀持されている。

<平⼭郁夫シルクロード美術館情報>

● カフェ「キャラバンサライ」
⼀昨年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。新たに加わった「⼭梨の桃ジュース」がオススメで、テイクアウトも可能です。

企画展「シルクロードの神々と人々」

開催期間：2017年9月21日（木）〜12月27日（水）
2017年度の3本目となる企画展「シルクロードの神々と人々」を開催。シルクロードに
暮らし、歴史と文化を紡いできた人びとと、神々、仏、天人たちの姿を、初展示作品と

フェスタロゴ入り特製

ともに展観します。《右下写真：鏡を⾒る⼥/6-7世紀/アフガニスタン/木彫》

ワイングラスをご用意

同時開催 コーナー企画（１階展示室２左）

⼭梨のワイナリー「まるき葡

「道遥か」展

日本経済新聞の連載コラム「私の履歴書-平⼭郁夫」に、1990年11月1日〜29日にかけ

萄酒」と「東晨洋酒」のワイ

て掲載されたものを平⼭郁夫が加筆し、素描を描き加えた「⾃伝画文集 道遙か」の素描

ンと共にお楽しみ下さい。

シリーズを継続展示し、その足跡をたどります。
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シルクロード5ヶ国のワインの飲み比べ（テイスティング/無料）

主催：ワイン＆クラフトフェスタ実⾏委員会
後援：北杜市 エフエム八ヶ岳
〒408-0031 ⼭梨県北杜市⻑坂町⼩荒間2000-6
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
Tel.0551-32-0225 / Fax.0551-32-0226

HIRAYAMA IKUO SILK ROAD MUSEUM

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

平成29年度 文化庁 地域の核となる美術館・歴史博物館⽀援事業

東晨洋酒

まるき葡萄酒
< 遠いシルクロードの果てに
想いを馳せて>

< 無骨な男が造る
無骨なワイン >

< 朝取りの新鮮なぶどうです>

１８９１年ワイン産業の黎明期に

⾃園産葡萄と契約栽培農家さんの

⾃然豊かな⼤地、韮崎市穂坂町。そ

創業した現存する日本最古ワイナ

葡萄を社⻑が⼀人で仕込みから瓶

こで私は日々、⾃然・畑・ぶどうと

リー。畑に羊を放牧し⾃然農法に

詰をしている、あまり手を加えず、

⼀生懸命向き合っています。是非私

よるブドウ作りを⾏い、⾰新的な

葡萄本来の味を引き出しながら

の作ったぶどうを味わってください。

ワイン造りをしています。

造ったワインです。

ファームリアン＆ハマグチファーム

< 南麓産の新鮮野菜 >

亜絲花 by NISHITANI

< ワインとお酒と
ちょっと美味しい料理 >

ホーリーマウンテン

フォレストサイド横森ぶどう園

< タイ料理と
タイの手作りソーセージ>

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⽤意
します。

ツパイ工房<ガラス・⾦工>

< 木のもので、
くつろぎ空間を演出 >

< にぎやかな秋の⾷卓 >

ワインタンブラーや⾦⼯のカトラリー
等、⾷事のテーブルを演出する使って

窓辺のテーブルでくつろぐひ

楽しい手作りの作品ならではのものが

とときを演出するモノたち。

いろいろあります。ぜひご覧ください。

いろいろ探しにきて下さい。
シルクロードをイメージした

シルクロードワインの飲み比べ体験！

⼩物もご⽤意します。

ギリシア、トルコ、レバノン、ジョージア、中国の５カ国！

無料

今から１万年ほど前、⿊海とカスピ海に挟まれた地域でワインは発

トルコ

北杜市に新規就農した２農場が、採れた
てトマトをはじめ、無農薬の野菜を豊富
に販売。⾃家野菜で作ったピクルスなど

ワインに合う八ヶ岳高原野菜ほか、

料/ドライバーの方は不可）してお楽

料理！⾷材は距離が近い程、より美

しみ頂ける企画を⽤意しました。特

味しい！その同じ空気の中で味わえ

徴あるこの5地域のワインを飲み比

る、味わう！ワインも同じ、⼀緒だ

ワインに合うおつまみも新登場！

とより美味しい！

手作りパン工房CUNICO

ワインを楽しむあかり、⾷卓の⼩

ろげる空間を作る家具や⼩物を

物、ちょっと楽しいワイングッズ、

出品します。

グラス・・・・

陶房のぎ

< 気持ちのいい時間のために >

萬工舎

< 香りと眼で楽しむ木雑貨 >

中国

ギリシア
レバノン

夫婦と猫⼀匹でやっている⼯房です。
快適な人生のための道具を作っていま
す。照明・⾷器・置物・花器など、葡

べ、文化の違いを感じて下さい。

萄柄をメインに持っていきます。

Bottega Glicine

KHPバードカービングクラブ

< ワインにぴったり
オリジナルプリッツ >

生活の中にワインとともにくつ

ジョージア

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
のフェスタでは、その中から5カ国のワインをテイスティング（無

< ぬくもりのある木の⼩物 >

デザイン工房 昴(すばる)
< ワイン・葡萄・
シルクロードにこだわります >

2017年 飲み比べワインMAP

（両日無くなり次第終了）

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

我楽舎

イーゲルハウス

ボッテガ・グリーチネ

< ワイン好き、鳥好き >

良質な葡萄は良い土で育ち美味い
ワインは良い樽で育ちます。弊舎
ではワインと相性のいい「木製⼩
物」を展示します。ワインととも
に味わってください。

PLAINS プレインズ

クレイアート ル.ブランシュ

< ワインを楽しむマイチェア >

< 花とワイン >

< Leather Crafts >

チーズ、ガ
ーリック、
ハーブの３
種類をご⽤
意しました

多くの鳥達がワインのラ

。手作りで

ベルになっています。北

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。

昼のふくろう
< 八ヶ岳の美味い珈琲 >

杜市の鳥はフクロウです
よ！

カフェ・ド・ペイザン・八ヶ岳

< 八ヶ岳南麓の森のパンカフェ >

ワイングラス、チーズなどが置けるコン

《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」及び
「東晨洋酒」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

Chinese Tea Cafe qilin
< 中国茶と
トルファン産干しぶどう >

cafe & craft 萌
< ワインにぴったりの
ケーク・サレ！>

ぼんてんや
< カレーなる秋を！ >

眼で⾒て厳選した高品質な⽜⾰を使った

パクトなサイドテーブルや、くつろぎの

⾰製品。つくり手はイタリア人。デザイ

ソファーでワインを飲みながら、世界の

ンはすべてオリジナル。⾰鞄・ベルト・

ボードゲームを囲んで楽しいひとときを

⾰財布・⼩物⼊れ等を制作しています。

過ごしましょう。

ガラス工房うず

ＷＳ

< すべてのグラスは、
ワインのために >

鉄刻屋

お気に⼊りのワインの傍らにクレ
イの花。時には、いつもと違った
しつらえで、ゆったりと秋のひと
ときを．．．。

ＷＳ

< 鍛鉄ワークショップ >

真っ赤にした鉄を叩いてペンダン

八ヶ岳南麓の澄んだ環境で焙煎、

八ヶ岳の季節の果実、野菜、花、で作る

天然水でネルドリップした珈琲。

⾃家製酵⺟のパン屋です。国産⼩⻨粉

ワインのような美しい色と心を

シルクロードのオアシス、トル

シルバー＆真鍮のアクセサリー。

（八ヶ岳⼩⻨粉も⼀部使⽤）で手捏ねで

癒す香り、舌に絡み付くような

ファン産の干しぶどうと、香り

ケーク・サレ（⾃家製ベーコン

薪窯でのパン作りのお店です。ヨーロッ

⼊りお惣菜ケーキ）ラム酒⼊り

旨味をご堪能いただけます。

高い中国茶をどうぞ。限定でウ

パの伝統的なパン作りを再現しています。

イグル料理も！お楽しみに。

のりんごケーキ。

ワインに合わせてスパイシーなカレー
をどうぞ！少し酸味のきいたポーク・
ビンダルーやナスなどの秋野菜のカ
レーもおためしを！

色とりどりにいろんなカタチ、こんな

トやキーホルダーを造ってみませ

グラスでワインはいかが？⾷卓を彩る

んか？鉄細⼯・果物釉のやきもの

花器や豆皿、⼩さめオブジェたちも登

の展示。

場予定！会期中限定「とんぼ玉ワーク
ショップ」やります。

ＷＳ

ワークショップ（体験ブース）

