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山梨県芸術文化協会会長　野 口　英 一

　 303 日間に 462 のイベントを開催し、来場者 284 万 6981 人を

数えた「第 28 回国民文化祭・やまなし 2013（富士の国やまなし国文

祭）」。早いもので幕を閉じて 3 年が経過しました。通年開催としたこ

とで、四季折々に本県の文化芸術の魅力を余すことなく県内外に発信す

ることができ、県内文化芸術の進展に大きな効果がありました。山梨県

芸術文化協会の加盟団体にとっても、郷土の文化を見つめ直すとともに、文化イベントに参加し、お

客さまにおもてなしをする良い機会となりました。県は国文祭の経験を踏まえ、文化芸術振興の在り

方を示した「山梨県文化芸術振興ビジョン」を 2015 年に策定し、国文祭での盛り上がりを継続し

ようと、ビジョンを元にさまざまな施策を展開しています。

　さて、2年後の 2019 年に「甲府」が誕生して 500 年を迎えます。これを記念し、多彩な事業を

展開して県都の魅力を国内外に発信していく「こうふ開府 500 年記念事業」の実行委員会が先日発

足しました。甲府には武田氏の時代の後、甲府城が建設されました。江戸時代、徳川綱吉側近の柳沢

吉保が城主となると、甲府城と城下町の再整備が積極的に進められ、その後は幕府の直轄地となりま

した。この時代の甲府のにぎわいは江戸と遜色がなく、芸術文化が大いに花開いたと言われています。

この事業は、甲府の歴史・伝統・文化を再認識し、将来に向けて継承していくことを目的としていて、

国文祭とも重なるところが多くあります。芸文協会員の皆さまも、個々の活動の中で、ご活躍される

場面もあるのではないかと思います。

　現在、芸文協には 19 部門に 96 団体、53 個人、合計約 14,000 人の皆さんが参加し、県内の芸

術文化の普及振興のため日々活動しています。しかし、担い手、すなわち山梨の芸術文化の指導的な

立場にある方々の高齢化が進み、若手の参画が課題となっています。次代に文化を引き継いでいくた

めにも、若い世代に仲間に加わってもらい、協力して活動を盛り上げていくことが重要と考えていま

す。そして、これまであまり関わりのなかった世代にも積極的にアピールして、盛り上げていきたい

と考えています。

　当会は活動を始めて今年で 19 年目、来年はいよいよ 20 年の大きな節目を迎えます。「芸術文化

各分野の自主的活動の強化促進と連絡協調を図り、その発展を助長しよう」という設立の原点に立ち

返り、文化芸術振興の灯をともしていかなければなりません。山梨芸術劇場や芸術文化講習会、指導

者派遣事業といった普及活動を地道に続けながら、県民文化祭、各団体による創作・発表活動を展開

していくことが求められています。

　会員の皆さまにおかれましては、当協会の事業に対し、引き続きご理解とご協力を賜りますようお

願いするとともに、今後ますますのご健勝とご活躍をお祈りいたします。

会長随想
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　平成 29年 3月 5日（日）、舞台系各部門による総合舞台『夜渡るつばさ〜そのさきに広がる希望
のさえずり〜』が 750 人の来場のもと、盛大に開催されました。今回は複数部門で主役を演じるコ
ラボレーションが実現されたほか、若手脚本家・演出家を起用し、新しい感性による舞台が創出され
ました。

　平成 29年 1月 25日（水）〜 29日（日）、『総合展示−美の競演・やまなしの作家たち 2016−』
が県立図書館イベントスペースで開催され、1,205 名の来場がありました。アンケートでは「色々
なジャンルの作品を見ることができて楽しかった。」「図書館に来て展示会のある時は時々のぞいてい
るが、今回は特に楽しめた。」「作品が個々に素晴らしい。美術館のようで次回も来たい。」などのご
意見をいただきました。会期中、新聞、テレビ等のメディアにも多数とりあげられ、県内作家の皆さ
まの作品を、より多くの方にご覧いただく機会となりました。

　発表・展示・舞台の各部門がフェスティバルを開催しました。担い手育成を図る「参加促進事業」
では、例年よりも多くの参加者を募る工夫をした部門や、芸術系大学で教鞭をとる講師による講演会
を実施した部門、作品の鑑賞方法を子どもに解説した部門、ワークショップ参加者が舞台で演奏した
部門など、様々な取り組みが行われました。

第16回やまなし県民文化祭の開催状況

総合舞台

総合展示

部門別フェスティバル

3



●子どもたちが一流にふれるチャンスです
� 韮崎市立韮崎小学校　三枝　秀明
　韮崎小学校では、平成28年度に指導者派遣事業を3回活用させていただきました。
　まず、音楽鑑賞教室では、「アンサンブル・デルフィーネ」の皆さんに全校児童を対象に素敵な演
奏や弦楽器の紹介をしていただきました。童謡やアニメなど、子どもたちになじみのある曲を弦楽四
重奏で聴くことができる貴重な機会になりました。楽器との出会いについてのお話も興味深いもので、
子どもだけでなく大人も純粋に音楽を楽しめる内容でした。
　次に、書道では、田中志津先生に昨年に引き続き3学年の書き初め指導をお願いしました。小学校
では3学年から毛筆の指導が始まりますが、改めて道具の選び方や筆の持ち方の指導から丁寧に指導
していただきました。学級担任は、たった45分の授業で上達した児童の作品に驚いていました。
　そして、洋舞の平林美奈子先生には、4学年の児童に柔軟性を高めるための「動的ストレッチ」を
教えてもらいました。児童は、いろいろな体の部分をタオルを使って動かすコツや呼吸法によって、
関節の可動域が広がったことに驚いていました。
　お願いした先生方と事前に打ち合わせをしたり、当日お話をさせていただいたりする中で、先生方
の人柄に少しだけ触れることができました。先生方が子どもたちとの出会いを楽しんでいることや指
導のために手間や時間をかけて臨まれていることを感じ、学校職員は指導法だけでなく、指導者とし
ての姿勢も学ぶことができました。
　山梨県芸術文化協会の指導者派遣事業は、一流の先生方に、学校で子どもたちの指導をしていただ
けるチャンスです。これからも県内の子どもたちのために、この事業を継続していただけることを期
待しています。

●体験を通して、芸術をより身近なものに
� 山梨県立盲学校　河村あゆみ
　本校では、年間 2回の芸術鑑賞教室を実施しており、その際に山梨芸術劇場や指導者派遣事業を
活用させていただいております。過去 3年間で言うと、指導者派遣事業で、音楽鑑賞と楽器体験を
中心とした活動を行ってきました。本校には、幼児から成人まで幅広い年齢層、また視覚障害と他の
障害を併せ持つ者など、様々な実態の幼児児童生徒が学んでいます。そこで、教室の内容を検討する
際には、どの年齢層でも楽しむことができ、内容がわかりやすいよう工夫してきました。
　間近で聴く演奏は、迫力と深みがあり、生徒たちを魅了するものでした。音楽を聴くことは視覚に
左右されないため、幼児児童生徒全員が平等に楽しむことができました。昨年度実施した和太鼓、ま

指導者派遣事業（洋舞）指導者派遣事業（音楽） 指導者派遣事業（書道）

山梨芸術劇場・指導者派遣事業実施校先生の声
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た今年度実施の津軽三味線の演奏は、生で聴く機会が少なく、低年齢の子どもにとっては、少しなじ
みの薄い楽器でもありました。しかし実際に生演奏を聴いた幼児児童の中には、真剣な表情で聴き入
ったり、演奏に合わせて楽しそうに身体を動かしたりする子どももおり、CDや動画等には無い、魅
力を感じている様子がうかがえました。
　教室の中では、実際に楽器に触れる時間も設けていただきました。視覚障害のある生徒たちにとっ
て、楽器に触れることは、楽器の形や構造を知る上で貴重な機会です。講師の方々は、生徒 1人 1
人に話しかけながら手を取って丁寧に教えてくださり、貴重な経験をさせていただきました。また本
校は少人数であるため、普段触れることの少ない楽器をじっくりと体験することができ、とても有意
義であったと感じています。今後も芸術に触れる機会を通して、生徒たちが、さらに芸術に対して関
心を高めていくことを、期待したいと思います。来年度以降も、山梨芸術劇場や指導者派遣事業を活
用させていただきたいと考えています。

日　　時� 平成29年 5月16日（火）　14：00〜（1時間程度）
会　　場� ぴゅあ総合　大研修室　甲府市朝気 1 ‒ 2 ‒ 2 　TEL 055 ‒ 235 ‒ 4171

総会概要 ・平成 28 年度　事業報告及び決算について
 ・平成 29 年度　事業計画及び予算案について

指導者派遣事業（民謡民舞）指導者派遣事業（民謡民舞）

総会のお知らせ
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※	誌面の都合でお寄せいただいた全情報は掲載しておりません。
　（HPには、お寄せいただいた全情報を掲載します）

山梨県書道会
■第48回教育書道展
日　時：10月 27日㈮〜 29日㈰

場　所：山梨県立図書館

	 イベントスペース

入場料：無料

内　容：	幼児・小・中・高校生をを対

象に、広く県下から作品を募

集し、書道教育の発展に寄与

することが目的の展覧会。

山梨書道協會
■第52回夏季研究大会
日　時：7月 29日㈯〜 30日㈰

場　所：本栖湖畔、本栖寺

参加料：未定

内　容：	山梨書道協會会員・書道協會

展出品予定者参加の書道研究

錬成会及び研究論文の発表会。

書　道　部　門

白濤会
■第46回白濤会美術展
日　時：5月 24日㈬〜 28日㈰

	 9：00〜 17：00

場　所：山梨県立美術館

	 県民ギャラリーA・B

入場料：無料

内　容：	山梨美術の文化向上を目的と

し一般公募作品と会員作品

（油彩、日本画、水彩、工芸、

アクリル画、版画）を一堂に

展示。

南アルプス美術協会
■第14回南アルプス美術協会展
日　時：5月 7日㈰〜 14日㈰

	 9：00〜 17：00

	 ※	初日 11 時から、最終日 16

時まで、8日㈪は休館日

場　所：山梨県立美術館

	 県民ギャラリーB

入場料：無料

内　容：	南アルプス美術協会会員によ

る展覧会。風景画、抽象画、

人物画など約 30 点程度の油

彩、水彩、鏝絵を展示。

青群美術会
■青群美術展
日　時：4月 4日㈫〜 9日㈰

	 9：00〜 17：00

場　所：山梨県立美術館

	 県民ギャラリーA

入場料：無料

内　容：油彩 40点の絵画展。

青樹会
■第61回青樹展
日　時：8月 11日（金・祝）〜 16日㈬

	 9：00〜 17：00

場　所：山梨県立美術館

	 県民ギャラリーA・B

入場料：無料

内　容：	会員 13 名が具象絵画を追究

した、100 号の大作から 10

号程度までの油彩作品を約

40点展示。

峡北美術協会
■第71回峡北美術協会展
日　時：5月 1日㈪〜 6日㈯

	 9：00〜 17：00

場　所：山梨県立美術館

	 県民ギャラリーA・B

入場料：無料

内　容：	会員・会友 50 名の油彩・水

彩・日本画等 20 号〜 100

号の作品を展示。

山梨美術協会
■第80回山梨美術協会展
　　（第80周年記念展）
日　時：7月 6日㈭〜 14日㈮

	 9：00〜 17：00

	 ※ 7月 10日㈪は休館日

場　所：山梨県立美術館

	 県民ギャラリーA・B・C

入場料：無料

内　容：	平面（油彩、水彩、版画、日

本画）、立体（彫刻、工芸）作

品の公募入選作品と、山梨美

術協会会員、準会員の作品を

展示。

美　術　部　門

山梨県写真団体連絡協議会
■第16回
　　山梨県写真団体連絡協議会合同展
日　時：6月 27日㈫〜 7月 2日㈰

	 9：00〜 17：00

	 ※	初日は 13 時から、最終日

は 15時まで

場　所：山梨県立美術館

	 県民ギャラリーA

入場料：無料

内　容：	写団連加盟会員の中から代表

者が出品。一部高校生作品も

展示。

写　真　部　門

山梨県川柳協会
■�第 41回山梨県川柳・
　　第17回山川協川柳合同大会
日　時：9月（詳細未定）

場　所：未定、会　費：未定

内　容：	県下川柳愛好家を中心に参加

投句を募り、優秀作品の表彰

発表と文芸の啓発交流をはか

る。

文　学　部　門

朗読・表現　さざなみの会
■さざなみ朗読館
日　時：毎月第 4日曜日

	 13：30〜 15：00頃

	 	4 月 23日㈰、5月 28日㈰、

6月 25日㈰、7月 23日㈰、

8月 27日㈰、9月 24日㈰、

10月 22日㈰

場　所：甲府市立図書館

	 視聴覚ホール

入場料：無料

内　容：	甲府市立図書館との共催事

業。様々な作品を取り上げる

大人のための朗読会。会場内

には、図書館で所蔵している

朗読作品（図書）も展示。

萌木の会
■萌木の会　朗読発表会
日　時：10月 22日㈰

	 13：00〜 15：00

場　所：山梨市地域交流センター

	 （街の駅やまなし）

入場料：無料

内　容：	山梨市山梨地区文化祭の一環

の「萌木の会」全員による朗

読発表会。

朗　読　部　門

山梨三曲連合会
■山梨三曲協会定期演奏会
日　時：5月 21日㈰

	 13：00〜 17：00

場　所：コラニー文化ホール

	 小ホール

入場料：無料

内　容：	山梨三曲協会加盟の社中によ

る三曲演奏会。

■山梨三曲連盟定期演奏会
日　時：6月 4日㈰

	 13：00〜 17：00

場　所：コラニー文化ホール

	 小ホール

入場料：無料

内　容：	山梨三曲連盟加盟の社中によ

る三曲演奏会。

雨宮洋子（雨宮洋子箏曲苑）
■雨宮洋子箏の調べ
日　時：7月 29日㈯

	 18：30開演

場　所：山梨県立図書館

	 多目的ホール

入場料：無料

内　容：	県立図書館主催の音楽会。雨

宮洋子の箏独奏、ビオラ・ダ

モーレとの共演による古典〜

現代曲、即興演奏と幅広いプ

ログラムの演奏会。

山梨県尺八協会
■創立35周年記念
　　〜竹の和〜尺八演奏会
日　時：4月 22日㈯

	 12：00〜 17：00

場　所：コラニー文化ホール

	 小ホール

入場料：無料

内　容：	日本の伝統音楽である三曲

合奏（尺八と箏と三味線の

合奏）曲 15 曲と尺八の本曲

（尺八の独奏曲）5曲を発表。

特別出演として（公社）日本

三曲協会会長　川瀬順輔、同

理事　森田柊山、両氏をお迎

えする。

やまなし邦楽合奏団「響鳴」
■第10回定期演奏会
　　〜未知への鳴り響き〜
日　時：5月 7日㈰

	 13：00開場、13：30開演

場　所：コラニー文化ホール

	 小ホール

入場料：900円（大学生以下無料）

内　容：	今回で 10 回目となる定期演

奏会。古典曲から現代邦楽ま

で幅広く選曲し、日頃の練習

の成果を披露する。数年に渡

り育成してきたこども達も

「響鳴ジュニア」として尺八

と箏で合奏する。

邦楽合奏団紅
べに

薔
そう

薇
び

■第10回邦楽合奏団紅
べに

薔
そう

薇
び

コンサート
　　“邦楽の響き”
日　時：6月 10日㈯

	 17：30開場、18：00開演

場　所：笛吹市スコレーセンター

入場料：無料（入場整理券配布）

内　容：	山梨県内在住の、邦楽を愛す

る人達で構成する邦楽合奏団の定期コ

ンサート。

邦　楽　部　門

いんふぉめーしょん　会員活動紹介
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山梨県華道協会
■第25回山梨県華道協会展
日　時：4月 21日㈮〜 26日㈬

	 10：30〜 19：00

	 ※ 	22 日㈯・24 日㈪ 17 時

まで、最終日 15時まで

場　所：岡島百貨店　 7階大催場

入場料：無料

内　容：	所属流派の代表者と選抜会員

による展覧会。会期中 22 日

㈯・23 日㈰にはいけばな体

験教室（無料）を開催予定。

華　道　部　門
山梨県マンドリン音楽連盟
■第6回
　　山梨県マンドリンフェスティバル
日　時：4月 15日㈯

	 13：30〜 16：45

場　所：桃源文化会館　桃源ホール

入場料：500円（中学生以下無料）

内　容：	県マンドリン音楽連盟加盟全

団体の合同演奏会。国内外で

活躍中のポルトガルギターと

マンドリンのユニット「マリ

オネット」のステージを挟

み、80 人編成による大合奏

も実施予定。

山梨交響楽団
■第44回定期演奏会
日　時：6月 18日㈰

	 13：00開場、14：00開演

	 ※ 	13：30 〜指揮者による

プレトークがあります

場　所：コラニー文化ホール

	 大ホール

入場料：一　　　般　 1,500 円

	 高校生以下　 1,000 円

内　容：	ベルリオーズ／序曲「ローマ

の謝肉祭」、R.シュトラウス

／組曲「バラの騎士」、シュ

ーベルト／交響曲第 9 ⑻番

「大ハ長調」

	 指　揮：茂木大輔

	 ゲストコンサートマスター：

永峰高志

歌曲研究会「Bella�voce」
■「語りとうたで奏でる日本の心」Ⅱ
　　〜自然の営みに心を寄せて〜
日　時：7月 2日㈰

	 13：00開演

場　所：フレンチレストラン

	 　　　　　ヴィオロン

入場料：2,000 円（ドリンク付）

内　容：	歌曲研究会「Bella	voce」

会員と、語り手　永田京子に

よる演奏会の第 2 弾。「自然

の営みに心を寄せて」と題し

て、歌曲と詩の世界の魅力を

楽しむコンサート。

甲府室内合奏団
■甲府室内合奏団演奏会
日　時：10月 28日㈯

	 17：30開場、18：00開演

場　所：コラニー文化ホール

	 小ホール

入場料：2,500 円

内　容：	メンデルスゾーン／弦楽の為

の交響曲第 5 番、クレンゲ

ル／弦楽の為の協奏曲、チャ

イコフスキー／フィレンツェ

の想い出

	 指　揮：長田雅人

アンサンブル・デルフィーネ
■富士川町ますほ文化ホール
　　スイーツ・クラシック
日　時：未定

	 （H29年度 2回開催予定）

場　所：富士川町ますほ文化ホール

	 ホワイエ

入場料：1,000 円（スイーツ付）

内　容：	弦楽四重奏によるクラシック

音楽、ポピュラー、TVアニ

メソングなどの演奏を楽しん

で頂くとともに、休憩時は地

元店が提供するスイーツを味

わって頂くコンサート。

南アルプス桃源交響楽団
■第42回定期演奏会
日　時：5月 21日㈰

	 13：00開場、13：30開演

場　所：桃源文化会館　桃源ホール

入場料：一　　　般　前売 	 	700 円

	 　　　　　　当日 1,000 円

	 高校生以下　前売 	 	300 円

	 　　　　　　当日 	 	500 円

内　容：	ドボルザーク／序曲「謝肉

祭」、シューベルト／交響曲

第 7 番「未完成」、竹内一樹

／To-Gen-Kyo〜南アルプス

桃源交響楽団のための〜、カ

バレフスキー／組曲「道化

師」、シャブリエ／狂詩曲「ス

ペイン」

	 指　揮：鈴木彰久

依田道彦（山梨笛の会）
■第9回フルートフェスティバルin山梨
日　時：5月 28日㈰

	 13：30開場、14：00開演

場　所：甲府市総合市民会館

	 芸術ホール

入場料：無料

内　容：	ピッコロからコントラバスフ

ルートまで多種類のフルート

その他によるフルートオーケ

ストラと少人数アンサンブル

による「フルートとハープの

ための協奏曲」（モーツァル

ト）等約 10 曲を演奏。楽器

紹介も行う。

依田雅子
■Duoコンサート
日　時：10月 15日㈰

	 14：00〜

場　所：内藤楽器　ハーモニーBOX

入場料：無料

内　容：	県内の小・中・高校生による

コラボレーションコンサー

ト。研究（日本音楽教育学会）

による芸術家育成プログラ

ム。東京芸術大学助手とのコ

ラボレーション（練習、コン

サート）による学習を目的と

する。

音　楽　部　門

音楽部門、邦楽部門の会員が多数出演
■東京藝術大学同声会山梨支部
　　第1回演奏会
日　時：3月 24日㈮

	 18：30開場、19：00開演

場　所：コラニー文化ホール

	 小ホール

入場料：一般　 3,000 円

	 学生　 1,500 円（全席自由）

内　容：	東京藝術大学同窓生による演

奏会（ピアノ、弦楽器、声楽、

邦楽）。

音楽部門、邦楽部門

劇団やまなみ
■第12回公演
　　「ブンナよ木からおりてこい」
日　時：6月 25日㈰

	 13：30開場、14：00開演

場　所：笛吹市スコレーセンター

入場料：一般　 1,000 円

	 高校生以下　 	 	500 円

内　容：	母と子へ贈る作品。水上勉の

童話の世界をもとに小松幹生

が脚本。椎の木のてっぺんに

登ったトノサマガエルのブン

ナが、恐ろしい事件や世の中

の不思議を体験する物語。

演　劇　部　門

ユミクラシックバレエスタジオ
■�第 17回「ユミクラシックバレエスタ
ジオ」発表会
日　時：5月 2日㈫

	 18：30開場、19：00開演

	 5 月 3日（水・祝）

	 14：00開場、14：30開演

場　所：東京エレクトロン韮崎文化ホール

	 大ホール

入場料：無料

内　容：	1 日目）クラシックバレエの

バリエーションとグラン・パ

・ド・ドゥ等のジュニアコン

サート

	 	2 日目）3才〜大人まで小品

集と「コッペリア」より

若尾バレエ学園
■若尾バレエ学園
　　スプリングバレエコンサート
日　時：4月 2日㈰

	 13：00開場、13：30開演

場　所：コラニー文化ホール

	 小ホール

入場料：2,500 円（全席自由）

内　容：若尾バレエ学園の定期公演。

	 演目）「ドン・キホーテ」

	 主演）キトリ：大橋日向子

	 　　　バジル：浅田良和

洋　舞　部　門

山梨県舞踊研究会
■第22回舞踊発表大会
日　時：4月 15日㈯

	 10：00〜 16：30

場　所：コラニー文化ホール

	 小ホール

入場料：無料

内　容：新舞踊、民踊の発表。

山梨県舞踊連盟
■第40周年記念
　　山梨県舞踊連盟舞踊発表大会
日　時：5月 6日㈯

	 10：00〜 17：00

場　所：甲府市総合市民会館

	 芸術ホール

入場料：無料

内　容：	県内各地の舞踊愛好家が集ま

り、流派、会派にかかわらず、

日本舞踊、民踊、新舞踊、歌

謡舞踊を披露。今回は 40 周

年記念で、特別番組を披露予

定。

山梨県民踊舞踊連盟
■第42回民踊舞踊発表大会
日　時：4月 16日㈰

	 10：00〜 17：00

場　所：コラニー文化ホール

	 小ホール

入場料：無料

内　容：	連盟の会員が、県・各市町村

で活動して研修した 1 年間

の成果を発表。

民謡民舞部門

山梨県吟剣詩舞道総連盟
■第67回平成29年度
　　全国吟剣詩舞コンクール山梨県大会
日　時：4月 16日㈰

	 10：00〜

場　所：山梨県立文学館　講堂

入場料：無料

内　容：	伝統芸能である吟剣詩舞道に

親しむ一般及び青少年に、日

頃の吟詠剣詩舞道精神の成果

を競い合う場を与え、同時に

優れた吟詠剣詩舞家を発掘、

表彰、東日本地区大会へ出場

する県代表を選出する大会。

吟剣詩舞部門
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当協会の趣旨に賛同してくださりご協力をいただいている賛助会員の皆様です。	 平成29年 3月 1日現在

博友社印刷

山梨交通（株）（一社）山梨県労働者福祉協会

賛助会員の紹介
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