HIRAYAMA IKUO SILK ROAD MUSEUM
YATSUGATAKE ART＆CRAFT-NETWORK

<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

Wine&Craft

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、漫画家のイセダマミコさんによる講演会や、
地元JAZZバンド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企画展「平山郁夫 シルクロード
紀⾏」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29日(土) 11：00〜12：00

-Festa 2018

▼プロフィール

会場：美術館２Ｆカフェ

イセダ マミコ Iseda Mamiko

ワイン＆クラフトフェスタ2018
in 平山郁夫シルクロード美術館 らくだ公園

1963年愛媛県⽣まれ。ハタチで上京し漫画家デ

講演会「ワインを10倍美味しく飲む方法」

ビュー。以後30年東京で執筆活動を続けていた
が、ワインにはまって山梨の畑通いを始めたの

〜1000円のワインが１万円の味に変わる！？〜

をきっかけに移住。2016年、ワインを愛しワイ
ンに溺れる日々を描いたエッセイコミック「今

講師：イセダマミコ氏（漫画家）
※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）

夜もノムリエー

ワインのポテンシャルを引き

ル」を出版。次

出す簡単な方法を、初心者向
けに分かりやすくマンガを

作は移住や田舎

使ってレクチャーします！」

暮らしをテーマ
に構想中。

9月30日(日) ①11：00〜/②14：00〜
天候により中止になる場合もございます

▼SWING'N MELROSE TRIO

（各回45分）

SWING'N MELROSE TRIO LIVE

※申込不要、⼊場無料、場所：らくだ公園

2016年6月にさまざまなバックグラウンドを持ったメンバーが集まっ
て結成されたバンド。演奏する曲はスタンダードジャズ。大人がゆっ
たりと過ごせる雰囲気をお楽しみ下さい。

プロフィール

山崎秀夫（ドラムス）

1952年⽣まれ/A型

60歳で北杜市武川に移住。自然の豊かなリズムにのって有機野菜・有機⽶を育てている。
40年のブランクを経てジャズドラムを再開。「山寺でジャズ」を主催。
櫻井裕二（ピアノ）

シルクロード5カ国の
ワインの「 飲み比べ」 が無料！

1957年⽣まれ/B型

40歳過ぎてジャズギターから転向。ビルエバンス、キースジャレットを敬愛。
山好きが高じて2013年に東京から北杜市高根町に移住。
山口雅史（ベース）

（テイスティング）

1960年⽣まれ/AB型

三重県出身。古物商、絨毯商。1993年山梨に移住。

9.29

その後ベースを始めて20年以上が経ちました。高根町清⾥在住。

<平山郁夫シルクロード美術館情報>

SAT－

9.30

SUN

10:00-16:00

● カフェ「キャラバンサライ」
美術館2Fラウンジ内にあるカフェ「キャラバンサライ」は、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「ア
イスカフェラテ」がオススメで、テイクアウトも可能です。

企画展「平山郁夫 シルクロード紀⾏」(中国編)
同時開催

コーナー企画「中国工芸の粋鼻煙壺(びえんこ)の魅⼒」展

開催期間：2018年9月15日（土）〜12月27日（木）
2018年度の2本目となる企画展「平山郁夫 シルクロード紀⾏」を開催。日中平和友好条約締結40周年を記念
して、平山郁夫が描いた中国の風景、人々をご紹介いたします。同時に平山郁夫夫妻が収集した中国の美術品、
工芸品、とくに明清時代のガラス(鼻煙壺=嗅ぎタバコ⼊れ）や宮廷で使われていた調度品や染織品を合わせて
展⽰、日中友好の発展に尽⼒した平山郁夫の⾜跡をたどります。

ワインのあるテーブル
コーディネートを展示！

▼「SAKE GURU」用バス停！

《 左より、神峰⻩山雲海図（部分）/2006年/平山郁夫、白地エナメル彩花鳥⽂鼻煙壺、⻩ガラス彫琢龍⽂図鼻煙壺 》

http://hokutosakeguru.com/

「HOKUTO SAKE GURUGURU」が同日（9/29-9/30）に初開催！
パスポートを購⼊し、2日間で北杜市内の酒蔵やワイナリー、醸造所
をバスで巡るイベント。当会場も⽴ち寄り施設の一つとなります。
バス停はMAP内の市営駐⾞場。詳しくはFB頁やHPをご覧下さい。

〒408-0031 北杜市⻑坂町⼩荒間2000-6
Tel.0551-32-0225 / Fax.0551-32-0226
http://www.silkroad-museum.jp/

Wine&Craft-Festa 2018
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
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

「こんなスタイルでワインを
楽しんではいかがですか？」
異国ワインの飲み⽐べで、⽂化の違いを感じて下さい。

を出店クラフト作家達が、
①ランチ / ②ディナー

HIRAYAMA IKUO SILK ROAD MUSEUM

に分けてご提案！！

東晨(とうしん)洋酒

まるき葡萄酒

Wine Shop Soif

フォレストサイド横森ぶどう園

< 無骨な男が造る
無骨なワイン >

< ⻑坂のナチュラル
ワインショップ >

勝沼に根差し１２０有余年、日本

自園産葡萄と契約栽培農家さんの

無農薬の葡萄を野⽣酵⺟で発酵。

自然豊かな大地、韮崎市穂坂町。そ

ワインの歴史を刻んで来た当社は

葡萄を社⻑が一人で仕込みから瓶

醸造過程でも添加物を使用しない、

こで私は日々、自然・畑・ぶどうと

ブドウが命という考えを根底に北

詰をしている、あまり⼿を加えず、

ピュアで自由なワインの専門店。

一⽣懸命向き合っています。是非私

海道、⽶沢、⾚城、塩尻、山梨に

葡萄本来の味を引き出しながら

今回はジョージアのワインを中心

の作ったぶどうを味わってください。

圃場を持ち成⻑しています。

造ったワインです。

に提供予定。

< まるき葡萄酒の展望 >

ホーリーマウンテン
< タイ料理とタイハーブ >

Restaurant 亜絲花

< 世界三⼤料理の⼀つ
トルコ料理 >

< 朝取りの新鮮なぶどうです>

シルクロードワインの飲み比べ体験！
モルドバ、トルコ、レバノン、ジョージア、中国の５カ国！

無料

（両日無くなり次第終了）

< テーブルの上で、
ホッとなごむもの >

鉄や空き缶を焼いてたたいて、

国産のくるみ材で、こだわりの

みんな違った木の頭。木の⼩物

木製⼩物を作りました。

ワイングラス、チーズなどが置ける

<工房>家具や⼩物、オーダーも

コンパクトなサイドテーブルや、く

承ります。 / <体験>箸からデス
ク。電動工具の使い方。

がら、楽しいひとときを過ごしま

ン片⼿にお待ちしています。

ジョージア

※家

具修理も承ります。

しょう。

2018年 飲み比べワインMAP

トルコ

< 思い出を刻む手づくり家具

つろぎのソファーでワインを飲みな

と共に、ロボット君たちもワイ

モルドバ

我楽舎

< ワインを愉しむマイチェア>

< 胡桃材の小物達 >

陶房のぎ

デザイン工房 昴(すばる)

< 好きなものと⼀緒の時間 >

< ワイン・葡萄・
シルクロードにこだわります >

中国

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
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

PLAINS プレインズ

正木工房

イーゲルハウス

レバノン

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5カ国のワインをテイスティング（無

今年4月1日にリニューアルOPEN！昼

料/ドライバーの方は不可）してお楽

はシルクロードにちなんだトルコ料理、
夜はフランスの地方料理のお店。シェ
フ藁谷の味をお楽しみ下さい。

ROCKiN' PiZZA－ロッキンピッツァ

< 山梨県発、移動販売⾞の
本格石窯ピッツァ>

ワインなどとの相性が抜群なタ

しみ頂ける企画を用意しました。特

イの料理と自家製ハーブたっぷ

徴あるこの5地域のワインを飲み⽐

りのタイのおつまみ。

べ、⽂化の違いを感じて下さい。

七色畑工房
< 手作りおやき >

ぼんてんや
< カレーな秋に！ >

《ワインを楽しんで頂くためのお知らせとお願い》
①ワインフェスタ特製グラスで、有料ワインをお楽しみ頂けます。
初回はワイン代+グラス代300円。その後はそのグラスを使うことができ、
イラスト：イセダ マミコ

ハマグチファーム

てとて工房

< 採れたて野菜と
ヘルシー野菜料理＆スィーツ>

そのままお持ち帰り頂けます。不要の方は、300円をお返しします。

ワインは白が好き。つまみはドライイ
チジク、マカデミアナッツ、モツァレ
ラチーズ、クリームコロッケ、そして
ドンタコスが好き。

ライト付ボトルラック、食卓ライト、
シルクロード柄のグラス、ちょっと楽
しいワイングッズ。すべてワインを楽
しむために。

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

フェスの
記念に
オリジナル
の刻印を！

二人でワインを楽しむライトプレート、

ガラス工房うず

ユーレカ

< こんなグラスで、
ワインはいかが？ >

< ヒーリングストーン>

クレイアート ル.ブランシュ

ジュエリー

< ワインとクレイの
花のあるインテリア>

フェスタロゴ入りワイングラス

グラスの台の部分に、ルーターを用
いて⽂字や数字の刻印が出来ます。
スタンダードはナポリピッツァをベース
に、⼩⻨粉はオリジナルで、四種をブレ
ンド、野菜は県内産、チーズや塩はイタ
リア産にこだわり、味わい深い本格派の
ピッツァをお作り致します。

昼のふくろう
< 八ヶ岳の美味い珈琲 >

希望される方は、当日「ガラス工房
キンピラ、のざわ菜、切り干し、

草上のランチを、

高根町産のトマトを中心とした新鮮野菜の

うず」ブースまで。お値段は、「日

セロリの佃煮など、沢山⼊れ、

異国の香りとともに！

販売と野菜を使った料理やワインのおつま

付：200円」、「日付と名前：300

み、秋を感じるスィーツもお楽しみに！

⽣地にもこだわりました。もっ
ちり感をお楽しみ下さい。

カフェ・ド・ペイザン・八ヶ岳

< 八ヶ岳南麓の森のパンカフェ >

Chinese Tea Cafe qilin
オット・モンテ
< 中国茶と
<
八ヶ岳のちょっといいもの >
トルファン産干しぶどう >

円」、「他：300円〜ご相談」。

色もカタチもいろんなグラスが並びま
す。テーブルを彩る⼩さめオブジェも
登場予定。楽しい食卓のご提案です。
すべてのグラスはワインのために！

cafe & craft 萌
エキップ エム
< アロマに親しむアクセサリー > < 葡萄をテーマに！！>

自然が創ったパワーストーンは地球から
の贈り物。ユーレカは名水百選尾白川の

何気ない 日常の⽣活に クレイの花を加え

水で浄化を⾏いヒーリングストーンとし

てみませんか。ワインを楽しんだあとの

て蘇えらせた石で創作しています

ボトルも､おしゃれな花のインテリアにな
ります。秋色の花とワイン、贈り物にも。

KHPバードカービングクラブ

萬工舎

< ワイン好き、鳥好き >

< 面白いを形に。>

＆手作りパン工房CUNICO

< ワインにぴったりオリジナルプリッツ>

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。

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。国産⼩⻨粉
（八ヶ岳⼩⻨粉も一部使用）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。

シルクロードのオアシス、ウイ
グル自治区トルファンの干しぶ
どうと中国茶をどうぞ。限定で
ウイグル料理もご用意します。
ワインと一緒にぜひ！

北杜市産ブルーベリー及び八ヶ岳

陶磁器を素材としたアロマアクセサ

銅板製のリースと古布を染色し

の天然氷による"白州屋まめ吉"の

リーをご覧ください。ペンダント、ブ

たコサージュ！サックリした好

健康飲料など地産地消のSelect商

レスレット、デュフューザーなど当日、

評クッキー、ラム酒たっぷりな

品をご提供いたします。

ワークショップもあります。

リンゴケーキをお楽しみ下さい。

世界のフクロウ＆絶滅危惧種の鳥たち”

⽴体、レ

リーフ、ウッドバーニング絵。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。

南アルプス市で木雑貨を制作して
います。使う人に驚きと楽しさを
感じてもらえる様な物を作りたい
と思っています。

