軽井沢美術館協議会

加盟館のご案内

セゾン現代美術館

軽井沢高原文庫

田崎美術館

コレクションは国内外 の現代 美 術を

軽井沢ゆかりの文学者（堀辰雄、室生

1975 年文化勲章を受章した田崎廣助の

系統的に収集することを基本にテーマを

犀星、立原道造、芥川龍之介、川端康成

美術館。山岳画家とも呼ばれた廣助の

設 けた 展 覧 会 で 一 般 公 開。小 川の

等）
の直筆原稿、初版本など約 2 万点を

代表作「阿蘇山」
「朱富士」
「浅間山」等、

流れる庭園にはイサム・ノグチ等の彫刻

収蔵する文学館。企画展、文学サロン、

油彩の大作から画人文化交友の資料

作品が点在する、緑とモダンアートが、

講演、朗読会など開催。

まで約 90 点を展示。

TEL. 0267-45-1175

TEL. 0267-45-1186

ひとつになった美術館。
TEL. 0267-46-2020

軽 井 沢

アートフェ ス
in
ペイネ美術館

軽井沢絵本の森美術館

脇田美術館

フランス人画家レイモン・ペイネの作品を

西洋で生まれ、300年以上の歴史に彩ら

洋画家・脇田和の80年におよぶ画業を

常設展示。
「愛と平和のこころ」をテーマ

れた絵本文化を、絵本のはじまりから

伝えるため1991年に開館。脇田和の油彩、

に、恋人たちがユーモラスに描かれた

現代までの作品（原画や初版本、古典

素描、版画等を収蔵。企画展やワーク

作品は観る人のこころを和やかにする。

絵本など）約 6,600 点の貴重な資料と

ショップなど様々なアートプログラムを

ともに展示する美術館。

活発に展開。

TEL. 0267-48-3340

TEL. 0267-42-2639

TEL. 0267-46-6161

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

文化学院創立当時の校舎をほぼ再現、

ドイツ・エルツ地方で 300 年以上に

世界で活躍する日本画家・千住博の

創立者酉村伊作が設計した英国コッ

わたり、マイスター（高度な技術を伝承

初期作品から最新作までの貴重なコレ

テージ風の美術館。西村伊作、学院の

する職人）たちの手によって承継されて

クション約 100 点を収蔵する美術館。

教育に携わった芸術家、文化人たちの

きた木工おもちゃと" 良き遊び＂を提供

自然と調和した開放的な建物は建築家・

作品を展示し各種イベントも開催。

する欧州の知育玩具を展示する博物館。

西沢立衛が設計した美空間。

TEL. 0267-46-191l

TEL. 0267-48-3340

TEL. 0267-46-6565

銀 座 2 0 19

2 月 8 日（金） 11 日（月・祝）

10:30-19:00（12日のみ 12:00-19:00）
銀座 NAGANO しあわせ信州シェアスペース2F

（東京中央区銀座５丁目６－５ NOCOビル）

主催：軽井沢美術館協議会
共催：（一財）長野県文化振興事業団・長野県『シンビズム 2』関連企画
協賛：軽井沢町商工会、万平ホテル , 軽井沢プリンスホテル、ブランジェ浅野屋
協力：軽井沢観光協会、軽井沢発地市庭、
軽井沢ナショナルトラスト、一彫堂、軽井沢ガーデンファーム、柳沢農園
後援：軽井沢町教育委員会

軽 井 沢美術館協議会

karuizawa museum of art council

展

示

「軽井沢・建築の魅力」

軽井沢キッチン

2 月８日（金） 11（月・祝） 10:30 ～ 19:00 (8 日は 12:00 から / 11 日は 18:00 まで

2 月８日（金） 11日（月・祝） 11:00 ～ 18:00（8日 12:00 オープンから 11日は17:00 終了）

【入場料】無料
【協 力】軽井沢ナショナルトラスト
【後 援】軽井沢町教育委員会

軽井沢万平ホテルのカレーとブランジェ浅野屋のパン、軽井沢の高原のサラダがひとつになった
ランチプレートと、タリアセンコーヒー期間限定の特別価格でお楽しみ頂けます。
・軽井沢ランチプレート 500 円（各日限定 50 食）
・タリアセンコーヒー

軽井沢ブルー・プラークに認定されている建築の中から、代表的な建築
十余件に加え、軽井沢美術館協議会の加盟各館の個性的な建築の写真
資料を展示いたします。高原の緑の中に佇む建築作品の数々をお楽しみ
ください。
三五荘（国登録有形文化財）

「共生の思想と軽井沢における展開」
2 月８日（金） 16:30 ～ 17:30
【講

ワークショップ 上田謙二 ×St.Valentine's

Day

「軽井沢の植物で massage in bottle をつくろう」
2 月 9 日（土） 13:00 ～ 14:00

師】團

紀彦 氏

【講 師】上田 謙二 氏（美術家）
【参加費】無料
【定 員】10 名（予約制）

（建築家、青山学院大学教授）

【参加費】無料
【定 員】30 名

紀彦「共生の図」 ©Norihiko DAN

日本人の自然観と深く結びついた建築家・
黒川紀章氏の
「共生の思想」
と、１９世紀末
にカナダ人宣教師が訪れたことに始まり、
今では日本を代表するリゾート地へと発展
した「軽井沢」の未来について、建築家・
團紀彦氏にお話して頂きます。

※銀座 NAGANO のHP の「イベント情報」より
ご予約ください。

樹脂（レジン）に植物や参加者の思い出のもの
を入れてメッセージボトルをつくる。参加者に
はルヴァン美術館で販売しているクッキーを
プレゼントします。

協賛・協力企業のご案内
万平ホテル

上田 謙二《Front cover》2017 年

『シンビズム２』関連企画

ワークショップ
学習プログラム

ワークショップ

「欧米絵本のあゆみ」

「チョコレート工場ワークショップ」

2 月 9 日（土） 15:00 ～ 16:00
【講

2 月 10 日（日） 12:00 ～ 15:00

師】須賀

美怜 氏

【定

※画像はイメージです。

キラキラアート」

2 月 10 日（日） 13:00 ～ 15:00
【講 師】越 ちひろ 氏（画家）
【参加費】無料
※材料が無くなり次第終了となります

画家・越ちひろさんとみなさんの手で
ひとつひとつ貼られていくカラフルな色の
形は、銀座 NAGANO２階の窓ガラスを
埋め尽くし、やがて銀座の空に大きな絵
となり浮かびあがります。

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 925
TEL. 0267-42-1234

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢
TEL. 0267-42-1111

ブランジェ浅野屋

2 月 11 日（月・祝） 14:00 ～ 15:00
師】花里

【参加費】無料
【定 員】30 名
【協 力】軽井沢ナショナルトラスト
【後 援】軽井沢町教育委員会
歴史的に重要な背景を持つ建造物を記念し、銘板
を設置する「軽井沢ブループラーク・プロジェクト」
について、花里俊廣氏（筑波大学教授）を講師に
お迎えし、軽井沢の建築の魅力と同活動の意義に
ついてお話を伺います。

『シンビズム』：
長野県内 20 施設以上の学芸員による共同企画展覧会です。詳しくは『シンビズム』サイト http://shinbism.shinshu-to-asobo.net/ をご参照ください。

「軽井沢ブランド」軽井沢町商工会
軽井沢ブランドとは、軽井沢の地域資源を
利活用した「軽井沢ならでは」、「軽井沢
らしい」商品を軽井沢ブランド認定審査
委員会の厳正な審査会を経て、軽井沢町
商工会が認定した商品です。
認定を受けた
商品は、軽井沢ブランド認定マークが表示
されています。

長野県北佐久郡軽井沢町大字発地 2564-１
TEL. 0267-45-0037

俊廣 氏

（筑波大学教授、
一社・軽井沢ナショナルトラスト理事）

長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 738
TEL. 0267-42-2149

地元で採れる野菜を中心に扱う農産物
直売所。定期的に開催される様々なイベ
ントが人気を集める。
「霜下野菜」と呼ば
れる軽井沢産レタスやキャベツを始め、
高品質の高原野菜を販売。

「避暑地の歴史を未来に紡ぐ
－軽井沢ブループラーク・プロジェクト－」

【講

軽井沢の別荘生活に欠かせない、85 年間
守り続ける食文化がここにある。手作り
パンにこだわる浅 野屋の職 人 たちは、
軽井沢の古き良き時代を継承し、また
新しい時代へと繋いでいく。

長野県北佐久郡軽井沢町旧軽井沢 775
TEL. 0267-42-2557

レクチャー

Day

軽井沢を代表するリゾートホテル。季節
のおすすめプランをご用意。軽 井 沢で
芸術を楽しむならホテル提携美術館を
見学できる「エンジョイチケット」付きの
宿泊プランがおすすめです。

軽井沢発地市庭農産物直売所

ランドルフ・コールデコット《ヘイ・ディドル・ディドル》

ワークショップ 越ちひろ ×St.Valentine's

明治 27 年創業の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
重厚な館内へ入ると、一瞬にして数々の
文化人・外国人を魅了した「軽井沢」に
吸い込まれていく。

代表的な彫刻柄の桜が人気の軽井沢彫
家具は、日本の伝統技法に西洋的な要素
を加味しながら発展してきました。その
伝統は、一彫堂の三代目店主と 6 人の職人
の手により継承されています。

大好評企画が 3 年ぶりに復活！みんな力
を合わせて、カカオ豆からチョコレートを
つくろう。手作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。

「欧米絵本の歴史」を大人も楽しみながら
学べる、ムーゼの森独自の学習プログラム
です。クイズを交えながら、軽井沢絵本
の森美術館・学芸員が解説します。

軽井沢プリンスホテル

軽井沢彫家具工房

※材料が無くなり次第終了となります

員】10 名（予約不要）

『シンビズム２』関連企画

一彫堂

【参加費】無料

（軽井沢絵本の森美術館・学芸員）

「銀座の空に浮かぶ色

物販コーナーでは、
「万平ホテル」のスイーツやレトルトカレー、人気の「ブランジェ浅野屋」のパン、
新鮮な「軽井沢ガーデンファーム」
の軽井沢高原いちご、そして軽井沢彫の
「一彫堂」
からは軽井沢彫
のカラトリー等、軽井沢でしか手に入らないアイテムを多数揃えております。

『シンビズム２』関連企画

レクチャー

團

軽井沢千住博美術館外観

100 円

軽井沢ガーデンファーム

柳沢農園

長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢 9-3
TEL. 0267-45-5307

軽井沢で唯一、いちご狩りが楽しめる
場所。
冬いちご・夏いちご合わせて約 3 万
株のいちご苗は、標高 1000m の澄んだ
空気の中で丁寧に育てられ「軽井沢高原
いちご」になる。

軽井沢発地のきれいな水と美味しい空気
を生かした柳沢農園では、たくさんの
おいしい野菜が育てられています。
トマト
のオリジナル商品も人気が高く、葉物野菜
の摘み取り体験も大変好評です。

長野県北佐久郡軽井沢町発地 2062-1
TEL. 0267-48-3620

長野県北佐久郡軽井沢町大字発地2637-1
TEL. 0267-31-6160

【お問い合わせ】イベントの内容について：セゾン現代美術館

TEL. 03-5579-9725 / 会場のアクセスについて：銀座 NAGANO

TEL. 03-6274-6015

