
文様を描くように木材を斜

めに走らせる。日本の伝統建

築とは異なるが、微妙な造型

は宮大工でないと出来な

かったという。

殿様が愛した西汗館は 、

高原リゾ ー トの華になった。

真っ白な壁から浮き上がる太く黒い梁に

刻まれた 「葵の御紋」。八ヶ岳の稜線に急

勾配の屋根が映える、八ヶ岳高原ヒュッテ

（旧徳川義親邸）は、尾張徳川家19代当主

徳川義親公爵の邸宅として、1934年、東

京・目白 に建てられました。設計は東京国

立博物館本館などを代表作に持つ渡辺

仁。徳川家 とは母校の学習院を通じて交

流がありました。義親公は先祖伝来の歴史

尾張徳川家は食い詰めた藩

士を救うため、北海道開拓に

乗り出した。義親公は、旅先

のスイスで見た熊彫りにな

らって、北海道開拓団とアイ

ヌの人々の特産品を発案し

たという。建物の 一 部のよう

に存在感を発し、楽しそうに

並ぶ木彫りの熊や熊のお面

には、そんなエピソ ー ドが隠

れている。

的遺産の保存に終生尽力したことでも知

られ、中世イギリスに由来するチュー ダー

様式の建物として日本トップクラスと評さ

れる、この建物にも深い愛情を注ぎました。

凝った意匠はそのままに 、

一新された空間。

1968年「八ヶ岳高原海の口自然郷」 に

移築された建物は、2019年、リニュー アル

の時を迎えました。新たな多目的スペ ース

として刻む次世代の時間を、皆さまも私

どもと、どうぞご一緒ください。
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八ヶ岳高原海の口自然郷
八ヶ岳高原ロッジ
八ヶ岳高原ヒュッテ
（旧尾張徳川邸）
八ヶ岳高原音楽堂

〒384-1302 長野県南佐久郡南牧村八ヶ岳高原海の口自然郷
そごう横浜店
八ヶ岳高原情報コーナー

西武池袋本店
八ヶ岳高原情報サロン 03-5979-8480TEL

045-465-5577TEL

※お電話の際には、今一度電話番号のご確認をお願いいたします。 ※表示価格は本体価格に消費税を加えた「お支払い総額（税込価格）」となっております。

WEB https://www.yatsugatake.co.jp
八ヶ岳高原ロッジ 検　索

0267-98-2131TEL

0267-98-3133FAX

お問い合わせ
お申し込み

JR小海線・野辺山駅～八ヶ岳高原ロッジまでは、無料送迎バスがございます。（要予約）

JR
ご利用
の場合

自動車
ご利用
の場合

［東京方面から］ ［大阪・名古屋方面から］

新宿駅 小淵沢駅

東京駅 佐久平駅
野辺山駅

中央本線
（約120分） （約35分）

（約80分） （約90分）

小海線

北陸新幹線 小海線

送迎バスで約15分

野辺山駅名古屋駅 小淵沢駅塩尻駅
中央西線

（特急約120分）
中央東線

（特急約40分、普通約60分）（約35分）

送迎バスで約15分

小海線

中央
自動
車道

中部横断
自動車道

長坂
IC
須玉
IC

八千穂
高原
IC

国道141号（約40分）

国道141号（約45分）

国道141号
（約40分）

小諸方面へ 清里・韮崎
方面へ

中央
自動車道

小淵沢
IC

八ヶ岳高原ライン・国道141号（約45分）

小諸方面へ

交通のご案内

予約受付中!   7月・8月のコンサート♪

・7／ 6（土）………………塩入俊哉 featuring 稲垣潤一
・7／13（土）………………藤澤ノリマサ サマー・コンサート
・7／14（日）………………上野耕平 サクソフォンの夕べ
・7／15（月・祝）……………綾戸智恵 サマー・ジャズ
・7／27（土）………………大貫妙子 アコースティック・コンサート
・8／ 3（土）・ 4（日）……小野リサ ボサノバ・ナイト
・8／24（土）・25（日）……天満敦子 ヴァイオリン・リサイタル

残席僅少
8／10（土）……能楽公演
8／11（日・祝）…ショパン名曲の調べ

ワークショップも同時開催
夏休み こもれびコンサート

カラマツチェンバロ
コンサートも、
沢山開催いたします !

海の口自然郷のシンボルであり、

歴史的建造物である

八ヶ岳高原ヒュッテ（旧尾張徳川邸）が

改修工事を終え、

7月13日にリニューアルオープンいたします。

今後は、結婚式場として、また各種イベントなどの

多目的スペースとしての機能も備え、

この建物を次世代に受け継いでまいります。

『八ヶ岳高原ヒュッテ』リニューアルオープンフェスティバル
記念イベントのご案内（2019.7.13～9.16）

葉加瀬太郎 絵画展 7月27日（土）～8月2日（金）
ヴァイオリニスト、作曲家、プロデューサーとして、世界的な活動を行っている葉加瀬太
郎。1995年より画家として活動し、普遍的なテーマとしている「LOVE」＆「PEACE」と共
に「子供心」を自由に表現し続けています。世代や国境を越えて人々を魅了して止まない、
葉加瀬が創りだすLOVE＆PEACEをご体感ください。

【時間】午前10時～午後8時（初日は正午から／最終日は午後2時まで)
【場所】八ヶ岳高原ヒュッテ 2階

無声映画上映会 
7月13日（土）・20日（土）・27日（土）

女性活弁士による1920年代無声映画全盛期の作品
上映会。日本古来の活弁を現代声優の技術で再現し
ます。

【時間】午後2時～午後3時30分
【料金】お1人さま税込500円
【活弁士】小山みか、川端麻衣
【場所】八ヶ岳高原ヒュッテ 2階
【定員】30名さま（各回） ※全席自由席。

海の口自然郷講演会
7月14日（日）・21日（日）・28日（日）

海の口自然郷の成り立ち、高原ヒュッテの歴
史、周辺散策の楽しみ方について専門家と高
原ロッジベテラン社員による講演会です。

【時間】午後2時～午後3時30分
【場所】八ヶ岳高原ヒュッテ 2階
【定員】30名さま

7月14日（日） 
「海の口自然郷 50年間の環境変化と未来」
横山 隆一氏 （（公財）日本自然保護協会参与）

7月21日（日） 
「八ヶ岳高原ヒュッテの歴史とエピソード」
小池 喜昭（株式会社八ヶ岳高原ロッジ取締役）

7月28日（日） 
「八ヶ岳周辺散策の楽しみ方」
油井 雅明（同 ホテル事業部ホテル営業推進部部長）

入場無料

入場無料

小山みか

川端麻衣

山形淳二

横山隆一氏

高原ヒュッテ 2階

期の作品

ハロルド・ロイド
「好機逸すべからず」

活弁士

み小山みみか

活弁士

川端麻衣

山形淳二解 説

日）

解 説
バスター・キートン
「キートンの隣同士」他



八ヶ岳高原ヒュッテオープンを記念して、大人気企画「ビンゴゲーム」が復活しま
す！景品には、小学生までのお子さまが八ヶ岳の夏をお楽しみいただけるように、
自然観察・野遊びグッズをご用意しました。

【時間】午後4時30分～午後6時 ※予定（開場30分前）
【場所】八ヶ岳高原音楽堂

ヒュッテの歴史と物語写真展
7月13日（土）～8月31日（土）

　八ヶ岳高原ヒュッテは、尾張徳川家19代当主・徳川義親侯爵
の邸宅として1934年（昭和9年）東京・目白に建てられました。
設計は、上野東京帝室博物館（現東京国立博物館）や日比谷第一
生命館、銀座和光などをてがけた渡辺 仁氏（1887～1973）。
　この建物は1968年（昭和43年）八ヶ岳高原海の口自然郷に
移築され、歴史的西洋館は翌年、高原のホテルとして営業を開
始しました。
八ヶ岳高原ヒュッテの歴史を写真で巡ります。
【時間】午前10時～午後8時
【場所】八ヶ岳高原ヒュッテ 1階 展示室

皆さまの
ご要望に

お応えし
て復活！

8月12日（祝振）・14日（水）・16日（金）
お子さま ゲームお子さま ゲーム

ュッテオープンを記念して、大人気企画「ビンゴゲーム」が復活しま

8月12日（祝振）・14日（水）・16日（金）

参加費
無料

期間中 八ヶ岳高原ヒュッテ2階客室がアートスペースに変わります♪

7月13日（土）～7月19日（金） 亀井勇樹 「樹の鞄展」
7月13日（土）～7月19日（金） 上金義明・みゆき 「陶工房楽歩舎の器展」
7月20日（土）～7月26日（金） 林英樹 「革製鞄展」 
7月20日（土）～7月26日（金） 杜の額工房なな 「手作り額とワイヤ－ア－ト展」 
7月27日（土）～8月  2日（金） 「アメリカ現代作家展」 
8月  3日（土）～8月  9日（金） BONOBOJAPAN 「尾鷲ヒノキで作るビスケットネックレス」 ★
8月  3日（土）～8月  9日（金） PLAINS 「身体を支える椅子展」 
8月10日（土）～8月16日（金） Nohtomi 納富 「アーティフィシャルフラワーアレンジメント展」 ★
8月10日（土）～8月16日（金） アサマクラフト 「彫金とガラスのアクセサリー」 
8月10日（土）～8月16日（金） ちゃわん屋さいとう 「色の土の器 土の色の器」 
8月17日（土）～8月23日（金） 木工クマ工房 「クマの手仕事」 
8月17日（土）～8月23日（金） 帆布かばん「「yohn」展 」
8月24日（土）～9月  1日（日） マツモトゲン 「水彩画展」 
8月24日（土）～9月  1日（日） 「布の帽子とガラスの器、バックの工房 三人展」 

  ※★は、期間中にワークショップを開催します。詳しくはホームページをご覧ください

商品提供大歓迎!! 別荘管理事務所カウンター、八ヶ岳高原ロッジフロントへお持ちください。※小学生のお子さま向け・中古品(稼働するもの)も承ります。 詳しくは
ホームページを
ご覧ください。

岳高原 カフェ・レストラン 特別営業

ティールーム
［タンネ］

広東名菜
赤坂璃宮

ステーキ
レストラン

レストラン
「アルペンローズ」

7月13日（土）～
9月   1日（日）

7月13日（土）～29日（月）
8月  3日（土）～19日（月）
※最終日はランチまでの営業となります。

7月30日（火）～
8月   2日（金）

8月21日（水）～
9月   1日（日）   

※最終日はランチまでの営業となります。

『八ヶ岳高原ヒュッテ』リニューアルオープン記念イベント ラインナップ
高原に咲く花をスケッチ
日本画体験教室

1日目はレクチャーと野の花スケッチ。2日目は日本画の岩絵具を
使って彩色します。 描き上げた作品はお持ち帰りいただけます。

【時間】1日目：午後2時～午後5時／2日目：午前9時～正午 ※予定
【場所】八ヶ岳高原音楽堂
【料金】10,000円（税込） ※画材を含む
【定員】5名さま

8/27
8/28

有田の磁土を使った
陶芸体験教室

有田の磁土を使っての手びねり体験と、素焼きの皿へ和紙染めを体験いた
だきます。 作品は講師が有田の窯で焼きあげ、ご自宅へ発送いたします。

【時間】1日目：午後2時～午後5時／2日目：午前9時～正午 ※予定
【場所】八ヶ岳高原陶芸工房
【料金】10,000円（税込） ※材料費を含む
【定員】5名さま

8/29
8/30

■講師 西岡悠妃(にしおか・ゆうひ)

1986年　東京生まれ
2014年　東京藝大大学院修士課程修了
2016年　有芽の会 法務大臣賞受賞
女性像を中心に透明感のある色彩が魅力の新鋭女流作家。

■講師 中尾  純（なかお・じゅん）

1977 年 佐賀県有田生まれ。佐賀県立有田窯業大学校を卒業後、井上
萬二氏に師事。日本工芸会正会員。 卓越したろくろ技術をもち、シャー
プでダイナミックな造形で将来を嘱望される俊英。2020 年春 高輪会
個展予定。

要予約 要予約

入場無料


