
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

夏の夜に心が癒される 

小布施音楽祭 
9/8(土)・15（土）～16（日） 
【問】小布施音楽祭実行委員会 TEL 026-247-5741 

子どもたちに本物の音楽を聴いてほしい。そんな町

民の皆さんの願いから始まった「小布施音楽祭」。 

一流の音楽家が集い素晴らしい演奏を披露します。 

9/8(土) 波多野睦美＆タブラトゥーラ 

「タブラぶらぶら放浪伝説」2012  

15(土) 弦楽の楽しみコンサート 

16(日) アフタヌーンコンサート 

「ベートーヴェンの響き」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

桜塚観世音縁起 

お花市・ギヤマン祭り 
8/12(日)15：00～ 観音通り（ギヤマン通り） 
【問】ギヤマン祭り実行委員会 TEL 026-247-5747 

およそ100年前に建立された、銅造聖観世音菩薩像を祭

る観音堂では、毎年8月12日にお花市が行われます。 

当時から桜塚観音講の皆さんが現在まで守り続けてき

た夏の風物詩「お花市」。毎年近隣市町村から大勢の皆さ

んがお盆のお花を求めに訪れます。また、お花市をもっと

盛り上げようと中町ギヤマン祭り実行委員会の皆さんに

よる出店やライブなど、さまざまな催しが行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの夢と未来をつなぐ 

くりんこ祭り 

7/28(土)18:30～ 商工会館周辺 
【問】くりんこ祭り実行委員会 TEL 026-247-2028 

昭和52 年に始まった「くりんこ祭り」も今年で35 回

目となりました。「くりんこ」は町の特産の栗とりんごを

合わせた愛称です。くりんこ音頭に合わせて、踊って、

跳びはねて、夏の暑さを吹き飛ばします。 

夏祭りの思い出 

毎年、商工会青年部の皆

さんが製作してきた巨大な

山車やちびっこ広場は、驚

きの連続。子どもたちに、

誰にも作れない、真似でき

ない、素晴らしいものを見

せてあげたいという青年部の皆さんの熱い思いが、夏祭

りの思い出として記憶に残ります。 

 

 

小布施の畑に Tシャツアート 

おぶせＴシャツ畑vol.5 
7/27(金)～31(火)  
【問】Ｔシャツ畑実行委員会 e-mail hatake@t-obuse.com 

 Ｔシャツがキャンバス。

思い思いのデザインを描

いた綿花100％のオーガニ

ックコットンのＴシャツ

が、畑にひらひら。「おぶ

せＴシャツ畑」から「より

楽しく、豊かに、真剣に遊

ぶことから！」という願いを発信します。7/14（土)のワー

クショップ（まちとしょテラソ前）では、気仙沼に贈るしり

とりＴシャツやオリジナルマイＴシャツを作ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜかまた来年も走りたくなる 

小布施見にマラソン 
7/15(日)7:00～ 小布施駅前スタート 
【問】小布施マラソン実行委員会 TEL 026-247-4720 

小布施と皆さんとのご縁をつなぐ「縁走＝えんそう」。

小布施のおもての道ではなく、土手、野路など「ＯＦＦ

の道」の小布施に浸りながら走る21㎞です。ランナーは

約7,000人。今年も大勢の皆さんをお迎えします。また、

皆さんからの参加費の一部はチャリティーとして震災復

興のために寄付されます。 

ランナーの 99％が完走 

速さを競うのではなく、小

布施を見て、楽しみながら走

っていただきます。コース沿

いでは、果物、お漬物など、

地元の皆さんによる振る舞

いやバンド演奏がランナーの皆さんを応援します。 

 

 

小布施生まれの赤い宝石サワーチェリー 

「チェリーキッス」フェア 
7/1(日)～22(日)  

【問】産業振興グループ TEL 026-214-9104 

 小布施生まれ、小布

施育ちのさくらんぼ

「チェリーキッス」。 

 期間限定で町内の協

力店が趣向を凝らした

スイーツやデザートが

味わえます。生食用の

さくらんぼに比べ酸味があるのが特徴です。高血圧予

防、疲労回復、便秘解消に効果のある成分が含まれて

います。 

 

 



美術館等の見どころ 

北斎館 
葛飾北斎の肉筆画を展示する美術館です。 

■「冨嶽三十六景とエッフェル塔三十六景」 

～7/3（火） 

日本の浮世絵が海を渡り世界の芸術作品に大きな影響を与えまし

た。19世紀のフランスで美術界ではジャポニズムブームが起こり、日本

に対する関心が高まりました。 

「凱風快晴」や「神奈川沖浪裏」で有名な葛飾北斎の代表作「冨嶽三

十六景」と叙情的なパリの風景を描いたフランスの版画家アンリ・リヴィ

ールの「エッフェル塔三十六景」を紹介します。 

【問】026-247-5206【時】9:00～18:00（7/17～20の間臨時休館） 

おぶせミュージアム・中島千波館 
小布施出身の日本画家、中島千波さんの作品を常設展示している美

術館です。 

■開館二十周年記念「水戸岡鋭治展」 ～6/26（火） 

ＪＲ九州の鉄道デザインを中心に活躍するデザイナー、水戸岡鋭治

さんの展覧会。小布施と関わりが深く、シャトルバスのデザインやレスト

ランOBUSE花屋の設計、小布施屋の加工品のパッケージデザインなど

をしています。 

■開館二十周年記念「金属造形のカタチ 

春山文典展」 6/29（金）～8/21（火） 

小布施出身の金属造形作家で、現在横浜

美術大学の学長を務める春山文典さんの、約

10年ぶりの展覧会です。作品はアルミニウム、

ブロンズなど硬い印象を受ける金属を素材に

しますが、作品のテーマは「自然」をモチーフ

にしたものが多く、金属でありながらやわらか

な雰囲気があるのが特徴です。 

■開館二十周年記念「押元一敏展 コレマデトコレカラ」 

8/24（金）～10/9（火） 

押元一敏さんは、「次代への表現展」vol.3～vol.9までの6回、「ShinP 

A展」にも5回出展するなど、小布施と関わりが深い作家です。初期の

作品から新作までを紹介しその変貌をたどりながら画家の本質に迫りま

す。 

■木造館企画展 10:00～17:00 

・都築誠 寺沢澄江の椀子(まりこ)信楽焼＆新藤光子の久留米絣展 

6/23（土）～7/1（日） 

【問】026-247-6111【時】9:00～18:00 

フローラルガーデンおぶせ 
季節ごとの花々の変化や、歩くたびに移り変

わる景色が楽しめる花の公園です。 

■常設展示 

【問】026-247-5487【時】9:00～17:00 

 （財）グレイスフル芸術館 

おぶせ藤岡牧夫美術館 
小布施町郊外の雁田山麓におぶせ藤岡牧夫

美術館が新しく誕生しました。 

■夏休み特別企画展 7/3（火）～9/2（日） 

「夢を絵にするとこうなる」子どもの頃は、わくわくするような夢をたくさ

ん見ます。そんな夢の数々を藤岡さんが絵に描きお話を作りました。

「風に吹かれて」と「四つ葉がひとつ」の中から13点をストーリーと一緒

に展示します。 

【問】026-247-5461【時】10:00～17:00（月曜日休館・祝祭日の場合は翌日が休館） 

アトリエ・ナチュラル 

彫刻ギャラリー 
東京藝術大学教授を退官した彫刻家の米林雄一さんが、空き家を

活用し彫刻やデッサン、子どもが楽しめる「組み木のブロック」など10

数点展示します。 

【問】026-251-8060【時】オーナーがアトリエにいる時間のみ公開

高井鴻山記念館 
佐久間象山をはじめ当時の日本史を彩った

思想家や文人たちと交流のあった高井鴻山。

数多くの作品とともに、鴻山の書斎「ゆう然楼」など当時の面影を色濃く

残す建物群が訪れる人の心を癒します。 

■常設展示 

【問】026-247-4049【時】9:00～18：00 

現代中国美術館 
現代中国美術界で活躍している著名水墨画

家の作品などを展示する美術館です。 

■収蔵画家特別展 ～6/30（土） 

中国美術界で活躍する著名画家の収蔵作品を約30点展示します。 

【問】026-247-6680【時】10:00～16:00（水曜日休館） 

千曲川ハイウェイミュージアム 
千曲川河畔に位置する小布施ハイウェイオアシス内にあります。 

■昭和の懐かしの風景画 －毛利フジオの世界展－ ～7/9（月） 

毛利フジオさんのリアルタッチで描いた昭和30年代の懐かしい風景画

約100点とCDジャケットなど約10点を展示します。 

■ふる里の四季を描く原田泰治の世界展 7/14（土）～9/24（月） 

「日本のふるさと」をテーマに全国47都道

府県をくまなく取材し、消えゆくふるさとの情

景とそこに生活する人々の暮らしを限りない

愛情を込めて描きあげる画家、原田泰治さん

の企画展です。 

■ギャラリートーク＆サイン会 7/14（土） 

ギャラリートーク 11：00 サイン会 13:00 

■おもしろ科学工作 9：00～12：00 

7/7、7/21、8/11、8/25、9/8、9/22（全て土曜日） 

■大人の物づくり教室 13：30～15：30 

7/17、8/21、9/18（全て火曜日） 

■サイエンス実験教室 9：00～16：00 

8/2（木）、8/3（金） 

【問】026-247-6600【時】9:00～18:00 

 
小さな栗の木ホール 

（桜井甘精堂本店内） 

■笹岡なる 作品展 ～7/9（月） 

今年お亡くなりになるまで身近な草花を油絵で描いていた、「ヤマサ」

のおばあさん笹岡なるさんの作品展です。 

■第2回日本風景写真家協会 小布施展 

｢水のある風景」 7/11（水）～9/17（月） 

日本風景写真家協会会員24人による写真

展です。 

【問】026-247-1088【時】8:30～17:00 

小さな栗の木美術館 
小布施の旧家・高津家の土蔵を改造した、小

さくてしかし身をおけば不思議と心が落ち着く

美術館。桜井甘精堂会長のコレクションを常時展示しています。 

【問】026-247-5166【時】10:00～17:00（祝祭日を除く火曜日休館） 

古陶磁コレクション「了庵」 
庵主が収集した貴重な古伊万里や古陶磁を展示する

美術館です。 

■古陶磁器の楽しみ方を味わう ～9/30（日） 

日本の古陶磁、壺、皿など約150点を年代順に展示

します。また新潟県佐渡で発見された、貴重な日本最

古の部類の創成期伊万里（伝世品）小皿も展示しま

す。庵主在席時には、体験コーナーで見て、触れて、

古陶磁器の楽しみ方が分かります。 

【問】026-247-5866【時】9:30～17:00（無休・展示替時休館） 

日本のあかり博物館 
日本のあかりの始まりから電灯が灯るまで、いろ

いろなあかりの道具を展示する博物館です。 

■こどものためのあかりミュージアム できた！ あかりの道具年表 

                            7/5（木）～9/25（火） 

灯火具を登場したと考えられている順番に、時代を追って紹介して

いきます。子どもたちにも分かりやすい年表形式で紹介します。 

■夏休みあかり体験教室 

8/4（土）モザイクキャンドルづくり 8/11（土）夏休み火おこし体験会

8/18（土） ゼリーキャンドルづくり（要予約・要材料費） 

8/25（土） 六角ちょうちんづくり（要予約・要材料費） 

【問】026-247-5669【時】9:00～17:00（祝祭日を除く水曜休館・8月は無休）

歴史民俗資料館 
小布施の歴史をたどる素朴な資料館です。暮

らしの移り変わりを伝える生活用具や町の考

古資料、産業道具など約1,400点を展示してい

ます。 

■夏の特別展 昔体験を通して小布施の歴史を知る ～9/30（日） 

■草笛体験楽習 毎月土曜日 10：00～11：00 

【問】026-247-4927【時】9:30～16:00（土日祝祭日のみ開館） 

岩松院 
21畳もの本堂天井絵「八方睨み鳳凰図」は、

葛飾北斎89歳の作品。本堂裏には戦国の武

将福島正則公の霊廟があります。 

【問】026-247-5504【時】9:00～17:00 

 浄光寺 
応永15年（1408）に建立された薬師堂は、室町

初期の代表的建築物で国重要文化財に指定

されています。 

【問】026-247-3924 

玄照寺 
松川沿いにある禅宗の古刹。本尊、三門は町

宝。 

【問】026-247-2100 

ギャラリー・アトリエでお買いもの 

ギャラリー小布ｊｅ 
古道具・骨董品で演出したムードあるお店で

す。今、庭の風知草が美しいです。店内には

手作りの洋服や小物、オーナーによるセレクト商品が並びます。 

【問】026-242-6882 【時】10:30～17:00（水曜日休館） 

Ａｒｔ＆Ｃｒａｆｔ よしのや 
家具をはじめ漆器や陶器などセンスの良い生

活雑貨を多数展示販売します。 

■「涼やかな錫の夏展」 7/14（土）～31（火）  

 冷酒やワイン、冷たいスイーツなど、夏に使

いたい錫器の展覧会。 

【問】026-242-6606【時】10:00～18:00（祝祭日を除く水曜日休館） 

ガラスギャラリー 

GLASS STUDIO Licco 
一点物の透明感溢れるガラスの作品やとんぼ

玉、ガラスジュエリーが人気です。 

■「海のガラス展」 7/1（日）～ 

イルカ、クジラ、浜チドリなど。海外で海の近くに住んでいた作家の

ハンドメイド作品。大自然の「海」をモチーフにした、1点もののガラス達

が並びます。夏休み！人気の親子ガラス体験もやっています。 

【問】026-247-2754【時】10:00～18:00（不定休） 

樹杢西脇 ～Juboku～ 
家庭的な落ち着く雰囲気で、ゆっくり、じっくり

と、木のぬくもりと杢目の美しさ、久留米絣と藍

染の和布の美しさを感じられます。 

【問】026-247-5147【時】9:30～17:00（祝祭日を除く火曜日休館） 

ぎゃらりぃ蔵 
COFFEE&JAZZ ＢＵＤの中に「ぎゃらりい蔵」

があります。静かな空間でのんびり、旅の疲れ

も癒されます。 

【問】026-251-4033【時】11:00～18:00（祝祭日を除く月・火曜日休館） 
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