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軽井沢アートフェス in 銀座　　ー長野県文化芸術発信事業ー
 日時：2016 年 1月 29 日（金）～ 2月 1日（月）
 　　　10:30 ～ 20:00（29 日は 13 時から、1日は 17 時まで）
 場所：銀座NAGANO しあわせ信州シェアスペース 2F
 料金：入場無料（入場者多数の場合のみ入場制限あり）
 主催：軽井沢美術館協議会
 共催：長野県、信州アート＆ミュージアム
 協力：軽井沢観光協会、フラワーフィールド、友悠アカデミー
 　　　2016 年サミット交通大臣会合推進軽井沢町町民会議
 協賛：軽井沢プリンスホテル、万平ホテル

1月 29日（金）13:00 ～ 15:00
假屋崎省吾のフラワーアートディスプレイ

軽井沢を愛し銀座を拠点として活動する華道家・假屋崎省吾
がお花を使ったフラワーアートで銀座 NAGANO を素敵なカ
フェに変身させます。華やかに彩られた創作品は、アートフェ
ス期間中ご覧いただくことができます。

料金：見学無料
実演：假屋崎省吾
協力：假屋崎省吾花・ブーケ教室

1月 29日（金）～ 2月 1日（月）
10:30 ～ 19:00 
（29 日は 15 時から、1日は 17 時まで）

軽井沢クラフトフェア 軽井沢周辺で活動している作家の作品ギャラリーを開催。
赤絵小皿・青化粧小鉢・花入れなどの陶芸と、漆小鉢・
木彫りスプーンなどの木工、5 人の作家の作品を展示し
ます。気に入った展示品は購入することができます。

出展作家：青木智恵子（陶芸）、猪狩喜永（陶芸）、上野隆幸（陶芸）、後藤睦（木工）、武井順一（木工）
料金：見学無料　協力：軽井沢アート・コントラーダ

1月 30日（土）～ 2月 1日（月）11:30 ～ 19:00
（1日は 16時まで）軽井沢キッチン

軽井沢を代表する名店の味を堪能。120 年の伝統・万平ホテルのビーフシチューとジャム、軽井沢
の老舗ブランジェ浅野屋のパンがワンプレートになってお召し上がり頂けます。同時にコーヒーも
販売。いずれもアートフェスだけの数量限定特別コラボレーション・特価販売になります。
料金：軽井沢プレート 500 円、タリアセンコーヒー 100 円　協力：万平ホテル、ブランジェ浅野屋

1月 30日（土）～ 2月 1日（月）11:30 ～ 19:00（1日は 16 時まで、講演中は休憩）
フェルト TicTic ワークショップ
ニードルでフェルトを刺して、かわいい動物たちをつくろう。アートフェス体験用にフェルトパーツを揃えて
いますので、未経験の方でも手軽にフェルト雑貨制作を楽しむことができます。中学生以上対象、小学生以下
は保護者同伴。 料金：体験料（材料含）1000 円～　指導：PERRITO 岸野愛

1月 30日（土）12:00 ～ 15:00ハープトリオのカフェライブ
ヴァイオリン、チェロ、ミニハープのきまぐれインストアライブ。土曜の午後は美しい旋律奏でる
アートカフェで、心地よい時間をお過ごし下さい。 料金：見学無料　演奏：Harp Trio

1月 30日（土）15:00 ～ 17:00
藤森照信  軽井沢と信州の建築の魅力
建築家・建築史家／藤森照信による近現代建築を解説する講座。長野県茅野市出身で活動範囲は国内
を始め現在ではアジアやヨーロッパ各地に渡る。今回の講演では信州・軽井沢の建築を中心にその魅
力に迫る建築ファン必聴の特別講座を銀座NAGANOで行います。

料金：参加無料（入場制限の可能性あり）　　講師：藤森照信

1月 31日（日）11:00 ～ 17:00おもちゃと絵本の一日
長野県にありながら西洋文化とともに歩んできた軽井沢が世界のアートを紹介する 1 日。くるみ割り人形を代表
とするドイツ・エルツ地方の伝統木工芸品の解説や、美術館学芸員がおすすめの絵本を読み聞かせします。
料金：参加無料　講師：軽井沢絵本の森美術館 /エルツおもちゃ博物館学芸員 佐々木織

2月 1日（月）11:00 ～ 16:00チョコレート工場ワークショップ
バレンタインに間に合う企画！みんなの力をつないでカカオ豆からチョコレートをつくろう。手づくりチョコ
を作るってこんなに大変なんだ！と感じることができる、ほろにが体験スイーツワークショップ。
料金：参加無料　協賛：ケーキブティックピータース

※記載されている内容は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

2016年 1月 29日（金）～ 2月 1日（月）

催しの内容について 軽井沢タリアセン　 0267-46-6161
催しの会場について 銀座 NAGANO 　     03-6274-6015

銀座四丁目数寄屋橋
JR有楽町駅

すずらん通り
銀座NAGANO東京メトロ銀座A1・B5出口から徒歩1分／JR有楽町駅から徒歩7分

　お問い合わせ

東京都中央区銀座5丁目6-5（すずらん通り） NOCOビル2F

銀座NAGANO しあわせ信州シェアスペース

真冬の軽井沢に広がるアートを銀座 NAGANO で開催。白く染まるインスタレーション
の中で芸術作品を多数紹介。期間中カフェとイベントで楽しくアーティスティックに。
軽井沢の名品・ミュージアムグッズ販売のほか、軽井沢観光案内や来場の特典として
軽井沢プリンスホテルの宿泊券が当たる豪華抽選もあります。

映像制作：木下裕章



軽井沢アート・コントラーダ

セゾン現代美術館

軽井沢高原文庫

田崎美術館

ペイネ美術館 軽井沢絵本の森美術館

脇田美術館 ルヴァン美術館

エルツおもちゃ博物館・軽井沢 軽井沢千住博美術館

コレクションは国内外の現代美術を系統的に収集することを基本に
テーマを設けた展覧会で一般公開。秋には「Art Today」展で日本の
現代美術で注目すべき作家を紹介。

軽井沢ゆかりの文学者（堀辰雄、室生犀星、立原道造、芥川龍之介、
川端康成等）の直筆原稿、初版本など約 2 万点を収蔵する文学館。
企画展、文学サロン、講演、朗読会など開催。

1975 年文化勲章を受章した田崎廣助の美術館。山岳画家とも呼ば
れた廣助の代表作「阿蘇山」「朱富士」「浅間山」等、油彩の大作か
ら画人文化交友の資料まで約 90 点を展示。

フランス画家、レイモン・ペイネの作品を常設展示。「愛と平和のこ
ころ」をテーマに、恋人たちがユーモラスに描かれた作品は観る人
のこころを和やかにする。

西洋に端を発し三百有余年の歴史に彩られた” 欧米絵本” を蒐集・
展示する専門美術館。” 絵本の魅力の再発見”、” 絵本文化の継承” を
コンセプトに年 2～ 3回ほど企画展を開催。

洋画家脇田和の 80 年におよぶ画業を伝えるため 1991 年に開館。脇
田和の油彩、素描、版画等を収蔵。企画展やワークショップなど様々
なアートプログラムを活発に展開。

文化学院創立当時の校舎をほぼ再現、創立者西村伊作が設計した英
国コッテージ風の美術館。西村伊作、学院の教育に携わった芸術家、
文化人たちの作品を展示し各種イベントも開催。

ドイツ・エルツ地方の伝統的木工工芸おもちゃと、欧州を中心とす
る良質な知育玩具などを蒐集・展示する専門博物館。年 2～ 3 回ほ
ど企画展を開催し、おもちゃ文化や工芸芸術などを展示。

世界で活躍する日本画家・千住博の初期作品から最新作までの貴重
なコレクション約 100 点を収蔵する美術館。自然と調和した開放的
な建物は建築家・西沢立衛が設計した美空間。

万平ホテル

軽井沢に来れば癒される、「屋根のない病院」と呼ばれる保健休養
地軽井沢から生まれた、アロバーチ化粧品。訪れた人の身体と心を
健やかに、リラックスの輪を広げていく。

軽井沢を代表する宿・食・観の全てが揃ったリゾートホテル。軽井
沢で芸術を楽しむなら町内の提携美術館を見学できる「エンジョイ 
チケット」付きの宿泊プランがお得で便利。

軽井沢の文化を創る

軽井沢プリンスホテル

ブランジェ浅野屋

友悠アカデミー

フラワーフィールド
軽井沢の別荘生活に欠かせない 84 年守り続け
る食文化がここにある。手づくりパンを製造
する浅野屋の職人たちは軽井沢の古き時代を
継承し、また新しい時代へと繋いでいく。

自然が溢れている軽井沢、その
一部を切り取って自分の庭へ、
またその一部を切り取って自分
の部屋の中へ。どこにいても緑
と花に囲まれる暮らしを届ける
フラワーフィールド。

明和元年を起源とする避暑地軽井沢を代表するホテル。築 80 年のア
ルプス館（本館）の重厚な館内に入ると、一瞬にして数々の文化人
たち外国人たちを魅了した軽井沢に吸い込まれていく。

軽井沢生まれのアート＆クラフトを一堂に！
軽井沢アート・コントラーダ 2016
軽井沢離山公園「雨宮邸」にて2016年秋開催予定

6/11 ～ 11/6 開館 20 周年記念展「西村伊作・文化学院」
6/16 ～ 7/3 春のローズフェスティバル、8/7 近藤和花ピアノコンサート、
8/13 ボサノバコンサート、8/27一噌幸弘 笛・能、10/9トールペインティング体験教室

3/1 ～ 7/12 開館 30 周年記念 part1「愛をつむいだ画家 レイモン・ペイネ展」（仮）
7/14～11/18開館30周年記念part2「愛をつむいだ画家 レイモン・ペイネ展」（仮）
11/20 ～ 2017 年 1月「恋人たちの見る夢は 展」（仮）

3/1 ～ 4/18「浅間山と御嶽山の噴火と文学」（仮）
4/22 ～ 7 ／ 18「幅北光が撮った軽井沢の人物・洋館」（仮）
7/23 ～ 10/10 夏季特別展（仮）

7/5 ～ 10/26  『女のひとと鳥』特別展   ～ 朝倉勇・詩画集によせて 2016年
展覧会

2016年
展覧会

2016年
展覧会

2016年
展覧会

2016年
展覧会

2016年
展覧会

3/2 ～ 6/27 ピーター・パンの世界　～ 2つの物語～【前期】
6/29 ～ 10/10 ピーター・パンの世界　～ 2つの物語～【後期】

3/2～6/20ドイツのミニチュアめぐり～マイスターが紡ぐ木工おもちゃの世界～【前期】
6/22～10/3ドイツのミニチュアめぐり～マイスターが紡ぐ木工おもちゃの世界～【後期】



編集／発行  軽井沢美術館協議会  2016.1

 ■ 鉄道を利用・・・・・・
東京方面から　　JR東京駅・上野駅から北陸新幹線で「軽井沢駅」下車 
名古屋方面から　JR中央本線「篠ノ井駅」でしなの鉄道に乗換え「中軽井沢駅」「軽井沢駅」下車
軽井沢駅・中軽井沢駅からはタクシーまたは軽井沢町内循環バスをご利用ください。

 ■ 自動車を利用・・・・・・
東京方面から　関越道「藤岡JCT」→上信越自動車道「碓氷・軽井沢 IC」
名古屋方面から　中央自動車道「更埴JCT」→上信越自動車道「小諸 IC」
「碓氷・軽井沢 IC」から15分、「小諸 IC」から30分

軽井沢へ交通機関のご案内 新幹線で東京駅から軽井沢駅まで　1時間 10分　

B e a u t y  p r o m e n a d e s
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お問い合わせ

photo ／表紙  藤巻桂

セゾン現代美術館　http://www.smma.or.jp
長野県北佐久郡軽井沢町長倉芹ヶ沢 2140　TEL 0267-46-2020

軽井沢高原文庫　http://kogenbunko.jp
長野県北佐久郡軽井沢町塩沢湖 202‐3　TEL 0267-45-1175

田崎美術館　http://tasaki-museum.org
長野県北佐久郡軽井沢町千ケ滝プリンス通り　TEL 0267-45-1186

ペイネ美術館　http://www.karuizawataliesin.com
長野県北佐久郡軽井沢町塩沢湖 217　TEL 0267-46-6161

軽井沢絵本の森美術館　http://ehon-museum.org
長野県北佐久郡軽井沢町長倉 182　TEL 0267-48-3340

脇田美術館　http://www.wakita-museum.com
長野県北佐久郡軽井沢町旧道 1570-4　TEL 0267-42-2639

ルヴァン美術館　http://www.levent.or.jp
長野県北佐久郡軽井沢町長倉夫婦石 957-10　TEL 0267-46-1911

エルツおもちゃ博物館・軽井沢　http://erz-museum.org
長野県北佐久郡軽井沢町長倉 193　TEL 0267-48-3340
軽井沢アート・コントラーダ　http://www.karuizawa-art-craft.com
長野県北佐久郡軽井沢町長倉 4114-52　TEL 090-9668-4998

軽井沢千住博美術館　http://www.senju-museum.jp
長野県北佐久郡軽井沢町長倉 815　TEL 0267-46-6565
軽井沢プリンスホテル　http://www.princehotels.co.jp/karuizawa-area/
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢　TEL 0267-42-1111

万平ホテル　http://www.mampei.co.jp/
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 925　TEL 0267-42-1234

ブランジェ浅野屋 軽井沢旧道本店　http://www.b-asanoya.com
長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 738　TEL 0267-42-2149

友悠アカデミー　http://www.arobirch.jp/
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉中島 281　TEL 0267-45-2005
フラワーフィールド　http://www.flower-field.co.jp
長野県北佐久郡軽井沢町追分一里塚 1138-1　TEL 0267-46-8530

ケーキブティックピータース軽井沢店　http://www.peter-s.jp/
長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 1323-1452　TEL 0267-41-0143
軽井沢観光案内所　http://karuizawa-kankokyokai.jp
＜軽井沢駅内＞　開所時間： 9:00 ～ 17:30　TEL 0267-42-2491                                 ＜中軽井沢駅内＞開所時間： 8:30 ～ 17:00　TEL 0267-45-6050
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