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山梨県芸術文化協会会長　野 口　英 一
　柔らかな日差しに、春の訪れを感じる季節となりました。
　会員の皆さまのご協力とご努力により、おかげをもちまして本年度事
業も大きな成果を上げて終了することができますことに感謝申しあげま
す。

　本年度は協会全体の事業規模が縮小したものの、担い手育成に重点を
おくという方針のもと、指導者派遣事業を拡大しました。また、山梨芸
術劇場の継続実施など会員の皆さまのご協力をいただき、芸術文化の担

い手育成により力を注いだ年でもありました。

　本年度の主な事業を振り返ってみます。
　山梨芸術劇場では、音楽、邦楽、演劇、洋舞、太鼓の各部門による 6 公演が実施されました。舞
台芸術を身近で鑑賞し、さらには体験する機会として芸術文化に親しみ、その素晴らしさをお伝えす
ることができました。
　指導者派遣事業では、文学、茶道、朗読、美術、書道、フラワーデザイン、音楽、合唱、邦楽、演
劇、洋舞、民謡民舞、太鼓の各部門の会員に、派遣希望のあった小・中・高等学校および文化団体に
出向き、指導していただきました。それぞれの専門分野の会員から直接指導を受けることにより、芸
術文化への興味、関心を深める活動となっております。今年度は昨年度より 10回程度派遣回数を増
やして実施し、芸術文化の底辺拡大に貢献することができました。
　さらに、山梨県とやまなし県民文化祭実行委員会で共催している「やまなし県民文化祭」は協会事
業の大きな柱であり、本協会が主体的に参加してい
ます。中でも総合舞台、総合展示は、それぞれの分
野で活躍する人たちが融合・調和・協力する中で、
芸術文化の素晴らしさを発表する大きなイベントと
して県民に認識されているのではないかと思います。

　また、各部門が実施する部門別フェスティバルで
は、毎年さまざまな部門が参加し、各部門がレベル
の高い作品を発表することで、感動を与え、県民が
幅広い芸術文化活動へ参加するきっかけとなってい
るのではないでしょうか。
　今後とも本協会の活動を活発に展開することによ
り、一人でも多くの県民が芸術文化に触れ、ゆとり
とやすらぎに満ちた生活がもたらされるよう努力し
たいと考えております。

　以上、本年度を振り返りましたが、来年度もさら
に会員の皆さまのご協力をいただき、芸術文化の底
辺拡大を図り、文化の薫り高い山梨を目指していき
たいと思います。

平成29年度の事業を振り返って

2



総合舞台

　平成 30年 3月 4日（日）、舞台系各部門による総合舞台が『いのちつなぐ』をテーマに 900人の
来場のもと、盛大に開催されました。今回は合唱や演劇、舞踊等 5つの舞台からなり、それぞれの
部門がその特徴を生かしながら、いのちへの愛と生きる躍動を豊かに表現した、子どもから大人まで
楽しんでいただける舞台となりました。

総合展示

　平成 30 年 3 月 2 日（金）〜 6日（火）、『総合展示−美の競演・やまなしの作家たち−』が県立
図書館イベントスペースで開催され、美術・書道・写真・華道・フラワーデザイン・ハンドクラフト
の各分野の最前線で活躍する県内アーティストの作品が一堂に会しました。個々の作品の素晴らしさ
はもちろんのこと、一度に様々なジャンルの作品を鑑賞できると、来場者からも大変ご好評をいただ
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、より多くの方にご覧いただく
機会となりました。

部門別フェスティバル

　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、外国人や学生の参加者を募る工夫をした部門や、プロの講師を招き、講演会を実施した部門、
ものづくりを親子で体験した部門、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17回やまなし県民文化祭の開催状況
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　平成29年度に、当協会会員で「文部科学大臣表彰」「山梨県文化賞　文化功労者賞」「山梨県文化賞　
奨励賞」を受賞されたみなさまを、喜びの声とともにご紹介致します。

文 部 科 学 大 臣 表 彰

「じゃー」と「でも」� 平野　廣海

　この度、文化庁の平成 29年度「地域文化功労賞」者に選出され文部科学大臣より表彰状を
頂き身に余る光栄と恐縮しております。
　昭和 36年 4月北杜市立白州中学校に採用され、以後五十八年間の吹奏楽指導者としての歩
みを続けて参りました。
　この間、「じゃー」と「でも」という言葉のフレーズは今に至っても私に付きまとう言葉です。
　「○○じゃー無理、無理」この○の中には校内、地域、組織、伝統等の言葉が入り、常に前
進しようとする前に立ちはだかる壁になりともすれば挫折も余儀なくの場面が多くありました。
　しかし、その度に「でも」と言い返し「とにかくやってみましょうよ」と歩みを進めてきた
年月でした。
　おかげ様で、良き理解者、協力者の方々のお力を頂きながら不可能と思われていた多くの実績を積み重ねる事が出来ました。
　今回の授賞はこの「でも」をもう少し続けなさい、との励ましと受け止め、微力ながらも努力を続けて参りたいと思います。

山梨県文化賞　文 化 功 労 者 賞

山梨県文化功労者賞を受賞して� 鈴木　章安（石蹤）

　平成 29年度山梨県文化賞文化功労者賞の栄に浴し、心から感謝を申し上げます。
　歴代の受賞者の方々を見ますと、日が経つにつれ“私でよいのだろうか”と思っている今日こ
の頃であります。
　私と書との出合いは、玄遠書道会を創設された大橋尭山先生の手解きを受けた、64 年前に
始まりました。その後、大橋南郭先生に御指導を頂くようになり、今日に到っておりまして、
私の今有るは、両先生の御蔭であります。
　今回の受賞は、山梨県書道会理事長など、書道界の数多くの仕事をさせて頂いた結果であり、
感謝をしております。
　山梨は、甲州和紙や雨畑硯など、書道文化発展の素地があります。この恵まれた環境を生か
しつつ、より多くの方々が書道に親しむことの出来る様、微力ながらお手伝いさせて頂くつもりでおります。

山梨県文化賞　奨励賞（ 美　術 ） 　文化賞奨励賞を受賞して� 古屋　真知子

　この度、文化賞奨励賞の栄に浴し、身に余る光栄と深く感謝すると共に、厚く御礼申し上げます。
　染色を志して 40年、山梨では山梨美術協会山梨造形美術会の会員にさせて頂き、山梨の文化芸術を
構築された諸先生方に、御指導、御鞭撻をも頂き、今日があると心より感謝しております。
　やまなし県民文化祭では、専門委員として活動致し、また美術部門参加促進事業で、染色体験教室を
開催致しました。多くの子供達にも染色の魅力、手作りの楽しさを体験する良い機会となりました。私
としても得る物も多く、今後も工芸美術運動の一貫として活動していく所存でおります。
　この受賞を機に、研鑚を積み創作活動により、山梨の美術文化に微力ではありますが、繋がっていけ
ればと思っております。

山梨県文化賞文化功労者賞　受賞者

山梨県文化賞奨励賞　受賞者

文部科学大臣表彰　受賞者

4



山梨県文化賞　奨励賞（ 書　道 ） 　文化奨励賞を受賞して� 伊藤　充良（緑山）

　この度は文化賞奨励賞の栄に浴し、身に余る光栄と深く感謝申し上げます。
　十一月九日新聞発表されてから多くの方々より祝電やお祝のお言葉を頂戴し、また十五日表彰式に臨
み日増しにこの賞の重みを実感しております。これも偏に県民文化祭書道部門長の大橋洋之先生のお力
添えと我師大橋南郭先生の長年のご指導と書道会の先生方のご支援の賜と厚く感謝致しております。
　山梨は西嶋の手漉き和紙・雨畑の硯など豊富な産地でもあり、書を志す人には素晴らしい環境だと感
じております。これからも多くの方々に感動して頂ける様な書を目指して自己の研鑽に努めていきたい
と思います。
　最後になりましたが伝統文化の継承と書道会の発展のため微力ではありますが力を尽して参りたいと
思います。今後共ご指導ご支援よろしくお願い致します。

山梨県文化賞　奨励賞（ 華　道 ） 　若者に魅力ある華道� 輿石　十三子（一宏）

　この度このような賞を拝受し関係各位に感謝とお礼を申し上げます。
　今若い学生の指導に当っておりますが、私も中学生の時華道部に入り遠州古流に入門致しました。先
代の家元川村一慎に師事「どんな素材でも生かして自由に活けられることは楽しい事だよ」その言葉に
魅せられ六十有余年　好きな生け花を続けることができました。今その境地に至っております。
　華道人口の減少を危惧しているこの頃ですが、若い世代が一人でも多く生け花の魅力にひかれるよう
育てていくことが指導者の責務と肝に銘じ、小さな渦ではありますが、その核として活動することが、
大きな渦の活力となることを信じ、これからも精進する処存であります。

山梨県文化賞　奨励賞（ 邦　楽 ） 　文化賞奨励賞を受賞して� 小林　定子（名美智）

　この度は思いもよらず、山梨県文化賞奨励賞を頂きまして身に余る光栄と誠にありがたく心より御礼
申し上げます。
　幼少時より、師である母に又箏曲発展に尽力なさいました多くの先生方にご指導頂けました事は私に
とって、何事にも代えがたい宝物と思っております。近年邦楽環境が厳しくなっておりますが、我国独
特の素晴らしい音楽を一人でも多くの方達に身近に感じて頂き心にうるおい、安らぎのある日々を送っ
て頂ければと思います。最近学校教育に邦楽が導入されたり一般の方々も邦楽器を目にされる機会が増
えて参りました。さらに、邦楽の底辺の拡大を今こそ要する時と思われます。
　これからは諸先生方のご指導を頂きながら新しい曲にも取り組む一方伝統のある古曲も推し進めて行
きたいと考えております。

山梨県文化賞　奨励賞（吟剣詩舞） 　文化賞奨励賞を受賞して� 三吉　巖（長州）

　この度、文化賞奨励賞の栄に浴し心から感謝申し上げます。この奨励賞を受与するに際しましては県
吟剣詩舞道連盟のご理解の下と深く感謝申し上げます。私が吟詠を始めたのは昭和三十五年学校を卒業
した年、今年で約六十年余りとなります。現在吟界が低迷している中、先人達が吟剣詩舞道を、ここま
で受け継いでこられたことに敬意を表し伝統芸能である吟剣詩舞道を継承して行く事が私共に課せら
れた義務だと考えています。この奨励賞を糧に今一層県伝統芸能文化活動を力強く推進して行く決意で
す。吟詠は「礼と節」を重んじる伝統芸能です。これを次世代に引き継いで行く過程で県民文化の発展
はもとより地域文化発展にも力を注いで行く所存でございます。
　今後とも皆様方のご指導を頂き活動を進めてゆきたいと存じます。

山梨県文化賞　奨励賞（ハンドクラフト） 　山梨県文化賞奨励賞を受賞して� 山形　淳

　この度は文化賞奨励賞をいただき、身に余る光栄と心より感謝いたします。
　ハンドクラフトは県内でも大変に人気があります。先のやまなし県民文化祭「ハンドクラフト展」に
おきましても、高度な技で作られた繊細な作品の数々に、来場者から驚嘆の声があがりました。そんな
ハンドクラフト部門の中で私が担当する「能面」は、室町時代に創作された「本面」を手本に、その汚
れや疵まで忠実に模作するものです。しかし同じ本面を写した能面でも、作者の思いや観る人の心持ち
によって表情が微妙に変わります。同じものはないのです。25回を数える山梨文化学園「能面展」へ
の来場者が年々増加しているのも、能面の魅力を肌で感じ取っていただけるからだと思います。
　これからも微力ではございますが、ハンドクラフト部門の発展に尽力してまいる所存です。

5



※4月〜のイベントを中心に掲載しています（HPには、お寄せいただいた全情報を掲載します）。
※会員名簿記載順に掲載しています。
※終了したイベントもありますが、活動紹介の意味で掲載しています。

文　学　部　門
山梨県川柳協会
■川柳講座と交流句会
日　時：3月中旬　 10：00〜 16：30（予定）
場　所：山梨市民会館（予定）
入場料：500円
内　容：川柳関係の講演。課題　詠　投句・入選発表。

■山梨県文化協会・山梨県川柳協会共催川柳大会
日　時：9月中旬　 8：30〜 16：30（予定）
場　所：甲府市市民センター（予定）
入場料：2,000 円
内　容：課題 3題、6名の選者、謝選々者 1名。

朗　読　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
… …4 月 22日㈰、5月 27日㈰、6月 24日㈰、7月 22日㈰、
… 8 月 26日㈰、9月 23日㈰、10月 28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。文学作品を含む様々な本を取り

上げる大人のための朗読会。

美　術　部　門
白濤会
■第 47 回白濤会美術展
日　時：5月 30日㈬〜 6月 3日㈰
場　所：山梨県立美術館　県民ギャラリーA・B室
入場料：無料
内　容：…油彩・日本画・水彩・工芸・版画等会員 60名と一般入賞入選

作品展示。
青群美術会
■青群美術展
日　時：4月4日㈬〜10日㈫　9：00〜17：00　※4月9日㈪休み
場　所：山梨県立美術館　県民ギャラリーA室
入場料：無料
内　容：…青群美術会会員作品40点の展示。油彩・水彩・パステル等（30

号〜 100号）。
青樹会
■第 62 回　青樹展
日　時：8月 11日㈯〜 16日㈭　 9：00〜 17：00
場　所：山梨県立美術館　県民ギャラリーA・B室
入場料：無料
内　容：…会員 15名による日頃の制作活動の集大成を発表。具象油絵を

各自の表現対象にしてテーマに沿っての発表。毎月甲府東公民
館で定例合評会を開いての研修。

峡北美術協会
■第 72 回峡北美術協会展
日　時：5月 1日㈫〜 6日㈰
場　所：山梨県立美術館　県民ギャラリーA・B室
入場料：無料
内　容：…会員会友40人の油絵・水彩画・日本画等20号〜100号を展示。

■第 11 回スケッチを楽しむ会
日　時：10月 13日㈯　※雨天の場合は 14日㈰
場　所：検討中
入場料：無料
内　容：…一般参加者を募集し、峡北美術協会の仲間と一緒に1日スケッ

チをして楽しむ。協会員が指導助言をする。
山梨美術協会
■第 81 回山梨美術協会展
日　時：7月 5日㈭〜 13日㈮
… 9：00〜 17：00（最終日は 16時まで）
場　所：山梨県立美術館　県民ギャラリーA・B・C室

入場料：無料
内　容：…一般公募入選作品及び山梨美術協会員・準会員の作品展示発表。

油彩・水彩・版画・日本画・彫刻・工芸・ミクストメディアの
各部門の作品を展示。

書　道　部　門
山梨県書道会
■第 67 回玄遠書道全国展
日　時：① 6月 8日㈮〜 10日㈰
… ② 6月 12日㈫〜 17日㈰
場　所… ①山梨県立図書館　イベントスペース
… ②山梨県立美術館　県民ギャラリーA・B・C室
入場料：無料
内　容：①幼児・小・中・高校部の書道展。
… ②玄遠書道会役員と一般公募による書道展。

■第 48 回山梨県書道会教育書道展
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：…山梨県書道会主催の幼児・小学生・中学生・高校生を対象とし

た書道展。
山梨書道協會
■第 53 回夏季研究大会
日　時：7月 28日㈯ 9：00〜 29日㈰ 17：00
場　所：本栖湖畔　本栖寺
参加料：未定
内　容：…山梨書道協會会員・山梨書道協會展出品予定者参加の書道研究

錬成会。研究論文の発表。

写　真　部　門
山梨県写真団体連絡協議会
■山梨県写真団体連絡協議会第 17 回合同展
日　時：6月 26日㈫〜 7月 1日㈰　 9：00〜 17：00
… 初日 13：00〜　最終日 15：00まで
場　所：山梨県立美術館　県民ギャラリーA室
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。

華　道　部　門
山梨県華道協会
■第 26 回山梨県華道協会展
日　時：4月 20日㈮〜 25日㈬　 10：00〜 19：00
場　所：岡島百貨店 7階大催場
入場料：無料
内　容：…県華道協会に加盟する流派の代表者と選抜会員による作品を展

示する。4 月 21 日㈯、22 日㈰は、会場内で「いけばな体験
教室」を実施する予定。

音　楽　部　門
山梨交響楽団
■山梨交響楽団第 45 回定期演奏会
日　時：6月 24日㈰　 13：00開場、14：00開演
場　所：コラニー文化ホール　大ホール
入場料：一般 1500円　学生 1000円
内　容：オーケストラによる演奏会
… …マーラー／さすらう若人のうた、ブルックナー／交響曲第 5

番変口長調
… 指揮：中田延亮　　バリトン：河野克典
… ゲストコンサートマスター：永峰高志

歌曲研究会「Bella voce」
■歌曲研究会「Bella voce」発足 25 周年記念第 9 回演奏会〜歌をつむぎ 時をつむぐ〜
日　時：4月 28日㈯　 13：30開場、14：00開演
場　所：コラニー文化ホール　小ホール

いんふぉめーしょん　　会員活動紹介
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入場料：一般 2,500 円　学生 1,500 円
内　容：…Bella…voce発足当初の会員が感謝を込めて贈る日本歌曲とオ

ペラのアリアによる演奏会。
■「語りとうたで奏でる日本の心」Ⅲ〜自然の営みに心を寄せて〜
日　時：7月 1日㈰　 12：30開場、13：00開演
場　所：フレンチレストラン　ヴィオロン
入場料：1,500 円（ドリンク付）
定　員：50名
内　容：…歌曲研究会「Bella…voce」会員による歌と永田京子氏の朗読

で贈る歌曲と詩の世界を楽しむコンサート　パート 3。
甲府室内合奏団
■甲府室内合奏団演奏会
日　時：10月 20日㈯　 14：00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：…モーツァルト／ディベルティメント第 3 番、レスピーギ／リ

ュートのための古風な舞曲とアリア、メンデルスゾーン／弦楽
のためのシンフォニア第 9番

… 指　揮：長田雅人
南アルプス桃源交響楽団
■南アルプス桃源交響楽団第 44 回定期演奏会
日　時：6月 3日㈰　 13：30開場、14：00開演
場　所：富士川町ますほ文化ホール
入場料：前売り　大人… …700 円　学生 300円
… 当　日　大人 1,000 円　学生 500円
内　容：…ベートーヴェン／交響曲第 2番、シベリウス／カレリア組曲、

竹内一樹／キセキの星　他
… 指揮：依田　浩　　共演：ますほジュニアクアイア

依田雅子
■スプリングコンサート
日　時：4月 8日㈰　 14：00〜
場　所：内藤楽器ハーモニーBOX
入場料：無料
内　容：…音楽教育研究「芸術家育成プログラム」一環コンサート。県内

の小 1 〜大学生が参加。演奏する曲に対して深く研究し、学
ぶことを大切にする。桐朋音大名誉教授の芸術指導も希望者は
受け深める。

■Duo コンサート
日　時：10月 8日㈰　学習会 11：00〜
… 10 月 15日㈰　コンサート 15：00〜
場　所：内藤楽器　ハーモニーBOX
入場料：無料
内　容：…10 月 8日　芸大助手の宮崎氏など芸術家と子供達との音楽探

究。それを通して表現、芸術性を高める。10 月 15 日は、そ
の発表。音楽教育研究一環コンサート。

合　唱　部　門
山梨県合唱連盟
■第 58 回山梨県合唱祭
日　時：6月 2日（土）　 13：45開会
… 6 月 3日（日）　 9：30開会
場　所：ふじさんホール
入場料：無料
内　容：県内の合唱団（およそ 50団体）が出演する。

櫻田　清
■第 45 回山梨県ママさんコーラス大会・2018 山梨ときめきコンサート合同演奏会
日　時：11月 24日（土）（予定）
場　所：桃源文化会館
入場料：無料
内　容：…県下の合唱グループの日頃の練習成果の発表機会をつくり合唱

文化の振興をはかるもの。楽しく歌える場の提供をめざすもの。

邦　楽　部　門
雨宮洋子（雨宮洋子箏曲苑）
■雨宮洋子＆箏アンサンブル　箏の調べ
日　時：7月 21日㈯　 15：30開場、16：00開演
場　所：山梨県立図書館　多目的ホール
入場料：無料（先着 160名事前申込み不要）
内　容：…五段砧（古曲）、瀬音（宮城道雄作曲）、合奏曲　光あれ（雨宮

洋子作曲）、バッハインヴェション 13、エリーゼのために　他
… 主　催：山梨県立図書館

山梨県尺八協会
■第 36 回竹の和　尺八演奏会
日　時：4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：…日本の伝統音楽である尺八楽を主とし、三曲合奏（邦楽）の演

奏を発表する。
やまなし邦楽合奏団「響鳴」
■やまなし邦楽合奏団「響鳴」第 11 回定期演奏会〜音美の未来〜
日　時：4月 15日㈰　 13：00開場、13：30開演
場　所：甲府市総合市民会館　芸術ホール
入場料：一般：900円　学生以下：無料
内　容：…会員による一年間の成果を披露する。小中校生のみの編成「響

鳴ジュニア」、マンドリンアンサンブル「夢弦」とのコラボレ
ーション、プロ演奏家による本格的な現代邦楽など多彩なプロ
グラム。

邦楽合奏団紅
べに

薔
そう

薇
び

■第 11 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：5月 19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：無料（入場整理券配付）
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。
山梨三曲連盟
■山梨三曲連盟定期演奏会
日　時：7月 1日㈰　 13：00開演
場　所：コラニー文化ホール　小ホール
入場料：無料
内　容：三曲連盟会員の定期演奏会（箏・尺八・三絃）。

洋　舞　部　門
中村元子バレエスタジオ
■中村元子バレエスタジオ定期発表会
日　時：7月 16日（月・祝）　 15：00開演（予定）
場　所：コラニー文化ホール　小ホール
入場料：無料（入場券必要）
内　容：小品集、「くるみ割り人形」より

民謡民舞部門
山梨県舞踊研究会
■第 23 回舞踊発表大会
日　時：4月 22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、民踊等会員の日頃の練習成果を発表。

山梨県舞踊連盟
■第 41 回山梨県舞踊連盟舞踊発表大会
日　時：9月　 10：00開場、10：30開演（予定）
場　所：甲府市総合市民会館　芸術ホール
入場料：無料
内　容：…県舞踊連盟に所属する流派・会派が集まり、新舞踊、日本舞踊、

民踊など日頃の練習の成果を発表する場。
山梨県民踊民舞研究会
■第六回ふるさとのうた　民踊民舞の祭典
日　時：5月 27日㈰　 10：00開場、10：30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：唄と踊りとナレーションで綴る関東の民踊と新舞踊の祭典。

吟剣詩舞部門
山梨県吟剣詩舞道総連盟
■平成 30 年度全国吟剣詩舞コンクール山梨県大会
日　時：5月 13日㈰　 10：00〜 15：00
場　所：山梨市民会館ホール
入場料：無料
内　容：…予め指定された吟題を吟詠・舞で競い合い、東日本地区大会へ

の県代表者を選出するコンクール大会。

太　鼓　部　門
紅富士太鼓
■ふれあいコンサートinおおつき
日　時：11月下旬
場　所：大月市民会館　大ホール
入場料：無料
内　容：紅富士太鼓演奏会。
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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30年 3月 1日現在

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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