
軽井沢は国内外問わず様々な人が集まり多様な文化・生活が共存しています。その中でも皆さ
まに楽しんで頂ける芸術、伝統工芸、食文化、生活習慣を軽井沢アートフェス「アートライブ
ラリーカフェ」でご紹介いたします。芸術鑑賞、講演会、軽井沢名品の販売、観光案内など様々
なイベントを 4日間開催。またご来場特典として、軽井沢プリンスホテルの宿泊券が当たる抽
選もあります。新年は銀座NAGANOアートライブラリーカフェでお過ごしください。

音から生まれる溢れる想いをキャンバスに書き留めてい
くアートライブ。キャンバスに埋め込まれた情熱は、人々
を優しく温かく勇気づけてくれます。越ちひろとチェロ
演奏のアートパフォーマンス。

日時：2017 年 1月 8日（日）12:00 ‒ 　※作品は 1月 11 日まで展示
料金：無料
アーティスト：越ちひろ
定員：30 名（来場者多数の場合は入場制限あり）
協力：山崎明子（チェロ奏者）　高山 聖子（ハープ奏者） 日時：2017 年 1月 8日（日）15:00 ‒ 15:30

料金：参加無料
案内人：安本由佳
定員：30 名

銀座すずらん通りで万平ホテル伝統の味、ブラン
ジェ浅野屋のパン、高原野菜がひとつになったラン
チプレートを堪能できます。銀座 NAGANO・軽井
沢アートフェス期間限定の特別価格で提供します。

日時：2017 年 1月 9日 10 日 11 日 11:30 ‒ 19:00（11 日は 16:00 まで）
料金：軽井沢プレート 500 円（税込）、タリアセンコーヒー 100 円（税込）
数量：プレートは毎日限定 50 個
協力／協賛：万平ホテル、ブランジェ浅野屋、軽井沢ガーデンファーム、軽井沢発地市庭

かつて軽井沢に多くの建物を残した近
代建築家 W.M.ヴォーリズを中心とし
て、同時代の F.L. ライトとの共通点に
も迫る講演会と、そのあとは楽しい
ヴォーリズ座談会を開催します。
日時：2017 年 1月 9日（月・祝）
　　　14:00 ‒ 16:00
料金：参加無料
講師：大阪芸術大学教授  山形政昭
定員：30 名
協力：木下裕章

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。絵画と本と美しい旋律で銀座 NAGANO のアートカ
フェをゆっくり楽しんでください。

日時：2017 年 1月 10 日
　　　（火）12:00 ‒ 15:00
　　　（この間に随時演奏）
料金：無料
演奏：Harp Trio
　　　高山 聖子（harp）
　　　山田 綾子（violin）
　　　山崎 明子（cello）
定員：30 名

マダム市川の幸せを呼ぶ
        　エレガントならく家事

完璧にきれいな空間では人は癒されません。“一見きれいでエレガント
に見える空間づくりのコツ”や我が家を家族みんなが笑顔になる“パワー
スポット” にするコツなどをお話いたします。
日時：2017 年 1月 11 日（水）14:00 ‒ 15:00
料金：参加無料
講師：おしゃれな暮らし方サロン主宰
　　　エレガントライフコーディネーター　市川吉恵
定員：30 名（来場者多数の場合は入場制限あり）

市川吉恵　　おしゃれな暮らし方サロン公式サイト http://www.madam-ichikawa.biz/
1952 年東京生まれ。 慶應義塾大学 文学部 美学美術史学専攻を卒業後、米国オハイオ州ウースター大学へ留学。 帰国後はエグゼクティブな外国人を対象に日本語教師と
して活躍。結婚、出産を経て児童英語教室を自宅にて開講。1997 年エレガント・ハウスキーピングサロンを開始、2001 年気楽なおもてなしサロンを新設、2006 年パ
リホテルリッツ料理部門にてディプロマ修得、2014 年「ハウスキーピングサロン」を「ホームメイキングサロン」と改名し、嫁とコラボのサロンを新たにスタートする。
マダム市川の愛称で親しまれ、レッスンには全国から多くの女性たちが集まり、元祖サロネーゼとしての経験をもとに自分では気づかない「自分の得意」の見つけ方
など伝えている。

2004 年トーキョーワンダーウォール賞受賞後、東京都庁での個展を機に数々の展覧会を行いながら、2008 年に活動拠点を長野に移す。2010 年から新たに始めた壁画作品
が大きな話題を呼び、国内外の数多くの店舗住宅などを手がける。また、絵の具との身体表現から生命そのものにぶつかるライブペイントを行う他、社会問題をテーマとし
た作品制作や展覧会の開催、まちづくりイベントへのアートの提供、村上 “ポンタ” 秀一ドラムセットにペイントなど、絵画の可能性を幅広い世界に展開中。2012 年初のアー
トブック「Birthday」を発売。2014 年インド コルカタにて壁画制作。 2015 年 NY でグループ展。氣志團サポートドラマー叶亜樹良オリジナルスティック完成。長野駅ビル
に壁画完成。Hilcrhyme（ヒルクライム）CDジャケットアートワーク。2016 年上田市立美術館にて個展ワンダーワンダーを開催。来場者数 7000 人を超える。

ハーブのワークショップ

軽井沢のハーブで

ハーブオイルを作ろう！

ハーブオイルを使えば、普段のお料理もレストランのような仕
上がりに。軽井沢から摘んできたフレッシュハーブをオイルに
漬けてオシャレにボトルを作ります。
日時：2017 年 1月 8日（日）14:00 ‒ 15:00
参加料金：2000 円（税込）
指導：フードデザイナー　須賀いづみ
定員：10 名（要予約）
協賛：軽井沢発地市庭

軽井沢おすすめ

1Day プラン

1 日軽井沢を満喫。軽井沢在住主婦ブロガーが、旬のおすすめスポット
をご案内します。

銀座すずらん通り店
軽井沢に関連する書籍が勢ぞろい。軽井沢ゆかりの作家や雑誌を店
内で自由に座り読み。お気に入りの本は、購入することもできます。

日時：2017 年 1月 9日 10 日 11 日 10:30 ‒ 19:00（11 日は 17:00 まで）
料金：無料
定員：30 名
協力：軽井沢新聞社

伝統ワークショップ

軽井沢彫の世界
軽井沢の避暑地文化を下支えしてきた軽井沢彫 (Karuizawa-bori)
の家具。100 年を越えて軽井沢発で愛され続けている家具の魅力を
知って頂くために、制作工程の中にある「星打ち」という作業を特
別に体験して頂けます。体験後には、自分で作ったカード立てをお
持ち帰りできます。
日時：2017 年 1月 10 日（火）13:00 ‒ 17:00
　（この間自由参加、カフェライブ中休憩）
料金：特別価格 100 円（税込・材料代含む）
指導：軽井沢彫職人　加藤真也
定員：30 名
協力：軽井沢彫シバザキ
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検索 ➡銀座NAGANO銀座NAGANOホームページで
ご予約ください（申込先約順）

安本由佳オフィシャルブログ
http://lineblog.me/yukayasumoto/

越ちひろの

ライブペインティング

軽井沢キッチン

建築の魅力
山形政昭の

ヴォーリズサロン

★

軽井沢アートフェス in 銀座

記載されている催しは予告なく中止及び内容を変更する場合がありますので予めご了承ください。

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

軽井沢発地市庭
Karuizawa Hotchi Ichiba

越ちひろ       公式ウェブサイト http://www.chihirokoshi.org/

“fraction 2016” 越ちひろ
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