
特別事業　文化交流フェスティバル

　日本文化の発信や、若手演奏者に発表の機会を提供することにより、文化の継承・発展、次世代育成をめざして、文化交流フェス
ティバルを開催しました。
　11月の県民の日・記念行事メインステージの屋外公演や、 2月のホールでの人形浄瑠璃と甲州三味線の公演、年間を通じてショッ
ピングセンターなどで計 6回開催したフレッシュコンサートと 3つのステージで構成しました。若者のフレッシュで躍動感あふれる
演技、演奏は多くの方を魅了し、また外国の方にもご参加いただく中で、日本文化の魅力を再発見していただくことができました。

県民の日ステージ開催

○11月10日（土）、11日（日）
○小瀬スポーツ公園　県民の日　メインステージ
○10日（土）：太鼓演奏（韮崎工業高校太鼓部＆和太鼓　阿羅漢）
　11日（日）：舞踊発表（山梨インドネシア協会）、合唱発表（山梨英和高校聖歌隊）
○来場者数　1,500人

　

ホール開催

○ 2月 3日（日）
○県民文化ホール　小ホール
○「人形浄瑠璃と甲州三味線の世界」　オープニング＆第 1部：笹子追分人形保存会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2部：甲州三味線　甲斐の風
○来場者数　400人

　

32

Ⅲ 地域フェスティバル



特別事業　まちなかステージ

〈第 1回〉
○ 6月16日（土）　○河口湖ショッピングセンターBELL
○合唱とハンドベル演奏（山梨英和高校聖歌隊）
○来場者数　200人

〈第 2回〉
○ 8月11日（土）　○河口湖ステラシアター前広場
○吹奏楽演奏（富士河口湖高校吹奏楽部）
○来場者数　200人

〈第 3回〉
○ 8月12日（日）　○甲府駅北口ペデストリアンデッキ
○歌とサックス演奏（甲斐清和高校音楽科）
○来場者数　150人

〈第 4回〉
○10月13日（土）　○コラニー文化ホール　県民ロビー
○ ピアノ・フルート・オーボエのアンサンブル
　（冨永愛子、布能美樹、中村あんり、解説：真嶋雄大）
○来場者数　250人

〈第 5回〉
○12月16日（日）　○ラザウォーク甲斐双葉
○電子ピアノ、ヴァイオリン、オーボエのアンサンブル
　（小嶋みのり、村島愛英、薬袋脩介）　○来場者数　250人

〈第 6回〉
○ 2月17日（日）　○コラニー文化ホール　県民ロビー
○ フルート演奏（加々美早彩、ピアノ伴奏：白鳥瑞葵）、
　トロンボーン演奏（古屋こころ、ピアノ伴奏：源静香）、
　パーカッション演奏（佐野光）、オーボエ演奏（薬袋脩介）、
　 フルートデュオ（塩澤世奈、米山奏）　○来場者数　200人

平成30年 6月～12月　県内各地
　国民文化祭の事業で誕生した「アーティストバンク」を引き
継ぐ「まちなかアーティスト」たちが、音楽・ダンス・大道芸
など自分たちのパフォーマンスを県内各地で披露。6月～12月
の期間で10回のステージを展開しました。地域の音楽文化の
活性化の一助となること、県民文化祭の担い手の育成の場とな
ることが期待されます。
〈開催場所〉　万力公園（万葉うたまつりとホタル鑑賞会）／大
石公園（河口湖ハーブフェスティバル）／八ヶ岳アウトレッ
ト／甲府駅北口歴史公園芝生広場／笛吹川フルーツ公園内く
だもの広場／富士北麓駐車場特設ステージ／森林公園金川の
森どんぐりの森エリア（森の体験フェスタ）／甲府駅南口駅
前広場

〈出演者〉　山梨オカリナ連盟／浜沙智子／Tir na nOg／天野
朋美／甲府ゴスペルクラブ／甲州三味線  甲斐の風／井上英

昭／韮崎スウィングハート／ケ・カイマル・アイカネ＆ピカ
ケヘレマイフラ／甲州YOSAKOI  凛舞  増穂／西室佑美／
Eau de Nou／High Ball Lab.／柳田文代／Crochet／まなは
る＆チェリーズ／エレキ大正琴デュオ  ウィル／ハラウ  フ
ラ  プメハナ／ダブルダッチスクール山梨  山梨大学ダブル
ダッチサークル跳縄舞／SIONS／三神一浩／Dance Studio 
Blossombelly／矢ケ崎章／酔茶晴組／Marina’s／三浦浩一
／ラボ・パーティ山梨／にらさき秀麗／水萌みず／アン・
イール／浅利誠一郎／横内くん／プリマスロック／山梨ビー
トタイムズ／NPO法人パドルジャークス体操協会／山梨よさ
こい舞友連／県民文化フラサークル／柳田ふみ代／甲斐の国  
小粋／県立夏休高校／アンサンブル風（fu～）／ピカケ＆ア
イカネ＆ラウレア  ヘレマイフラ／サクソフォン  アンサンブ
ル  パルス／飯高早苗／小田切富子／五十嵐ヒロ／もえ＆ご
う／無垢／よさこい  華翔舞／$aucy kick ass／ソリタリョウ

やまなしフレッシュコンサート
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山梨県かるた選手権大会
他
● 山梨県かるた協会
4 月22日㈰～平成31年 3
月31日㈰
甲斐清和高校他
参加者数：143名
本協会で競技かるたの大会の
開催や初心者講習会などを行
うことにより、本県の競技か
るたのレベルの底上げを図る
とともに、愛好者の方達が交
流できる機会を設け、これま
で以上に活発に競技かるたに
親しんでもらえる機運を醸成
する。

第14回富士茶道連合会
茶会
● 富士茶道連合会
6月10日㈰
男女共同参画推進センター
（ぴゅあ富士）
会員数：約70名
来場者数：約200名
日本独特の文化である茶道を
通じ、おもてなしの心やおく
ゆかしき心を伝えた。

トリオ・ゼフィールによ
るピアノ三重奏
● 刑部サエ子
7月21日㈯
富士吉田市上吉田　おさか
べ（刑部）宅
来場者数：34名
地域文化向上のため、毎年ク
ラシックやジャズ、ポップス
や舞踊の上演を行っている。
今年はトリオ・ゼフィールに
よるピアノ三重奏の披露によ
り、多くの人との交流を図っ
た。

長唄　初音会　初音会ジ
ュニア部　夏の勉強会
● 長唄　初音会
8月 5日㈰
山梨県立図書館　多目的ホ
ール
出演者数：25名
来場者数：280名

伝統音楽である長唄・三味線
について広く理解し、技術を
磨く勉強会。三味線以外にも
尺八や笛、鼓等の邦楽器も演
奏し、長唄と密接な関係にあ
る日本舞踊にも取り組んだ。

峡南の夏まつり2018

● 峡南の夏まつり2018実行
委員会
8月18日㈯
富士川クラフトパーク
出演者数：230名
スタッフ数：100名
来場者数：5,000名
中部横断自動車道の全線開通
を控え、峡南地域活性化のた
めの魅力づくりの一環として
開催する地域の人々の連帯に
よる手作りの夏まつり。

甲府市文化協会民謡部第
39回民謡発表大会
● 甲府市文化協会民謡部
9月2日㈰
甲府市総合市民会館　芸術
ホール
出演者数：160名
出場者数：280名
各地域で活動している団体と
会員が一堂に集まり、現代社
会にあった新しい形態の民謡
を取り入れ、また古いものも
残しつつ会員発表の機会をつ
くっている。

第 6回八ヶ岳賢治祭

● 山梨ものがたり文化の会
9月22日㈯
北杜市高根町村山「森ぴ
か」
主催者数：13名
来場者数：21名
9 月21日が命日の宮沢賢治
をしのび、作品を朗読するイ
ベント。短編小説の「注文の
多い料理店」と童話「狼森と
笊森、盗森」の全文を参加者
が朗読するなどの全員参加型
の朗読会であった。

第16回郡内短歌大会

● 第16回郡内短歌大会実行
委員会
9月29日㈯
富士河口湖町中央公民館　
大ホール
出詠者数：77名
来場者数：75名
作品数：231点

郡内地区の短歌愛好者の親睦
と活動の活性化を目的とした
大会。事前に作品を募集して
大会当日には、表彰と選者の
歌評を行った。

第 8 回トロンボーンア
ンサンブルコンサート
2018

● 山梨トロンボーン倶楽部
9月30日㈰
山梨県立図書館　多目的ホ
ール
出演者数：16名
来場者数：76名

山梨県内のオーケストラ、吹
奏楽などで活動しているトロ
ンボーン奏者の演奏会。著名
なプロ奏者から指導をしても
らい、演奏会ではそのプロ奏
者との共演も行った。

東山梨地区文芸誌「渓
流」38号発行事業

● 渓流作成実行委員会
10月～平成31年 2月
出品者数：260名

文芸誌「渓流」は山梨市及び
甲州市の短歌・俳句・川柳の
愛好者の作品集であり、こう
した愛好者たちの学習や交流
の場となっている。また37
年という歴史と県立文学館、
県立図書館等に寄贈している
実績から、伝統ある文芸誌の
一つとして知られている。

第19回ハーモニカふれ
愛コンサート

● 山梨県ハーモニカ協議会
10月13日㈰
山梨市民会館ホール

出演者数：87名
来場者数：約200名

山梨県ハーモニカ協議会傘下
のハーモニカ演奏団体の合同
演奏会

甲府室内合奏団演奏会

● 甲府室内合奏団
10月20日㈯
コラニー文化ホール　小ホ
ール
出演者数：26名
来場者数：351名
ポール・ヴェルレーヌの「な
によりもまず音楽・さらにな
お音楽・常に音楽」をモット
ーに、県民に親しみのある、
より身近で楽しい音楽会を目
指している。

LIVE UNDER THE SKY 
2018

● LIVE UNDER THE SKY 
2018実行委員会
10月28日㈰
笛吹川フルーツ公園野外ス
テージ
出演者数：40名
来場者数：約500名
県内の音楽家による演奏会。
クラシック、ジャズ、アコー
スティックなど様々な音楽の
交流や技術の向上など楽しく
学べるコンセプトを持ったイ
ベント。入場無料で、来場者
も気軽に楽しめる。

三曲定期演奏会

● 富士三曲協会
10月28日㈰
上野原市文化ホール
出演者数：92名
来場者数：250名
日本の伝統的芸能の「三曲」
の理解啓蒙による郡内地域の
文化向上を目的としている。
日本古来の和楽器（琴、三弦、
尺八）それぞれの個性的な音
色・技能を発揮し、古典や現
代の箏曲、地唄の三曲演奏会

地域文化イベント
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を行った。

第16回富士・東部写真
連盟展

● 富士・東部写真連盟
11月 7日㈬～14日㈬
都留市ふるさと会館　二階
展示ホール
出品者数：47名
来場者数：256名
作品数：47点

「富士・東部写真連盟」は、
やまなし県民文化祭地域フェ
スティバルの写真部門とし
て、富士北麓・東部地域の市
町村文化協会を母体に発足
し、本年で16年目を迎えた。
この作品展は、会員相互の交
流と創作技術の向上を目指す
とともに、地域文化の活性化
を図る目的で開催している。

南アルプス桃源交響楽団
第45回定期演奏会

● 南アルプス桃源交響楽団
11月11日㈰
桃源文化会館　音楽ホール
出演者数：64名
来場者数：313名

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

● 山梨県ママさんコーラス連
盟、山梨ときめきコンサー
ト実行委員会
11月17日㈯
桃源文化会館
出演者数：321名
来場者数：150名

合唱を楽しむ県下の合唱グル
ープに発表の場を提供し、技
術研鑽と交流を深め、合唱活
動を通し山梨県の芸術文化振
興に貢献することを目的とし
て開催する。

山岳風景写真展

● ぐるーぷ山かがし
11月21日㈬～25日㈰
山梨県立図書館　イベント
スペース西面
出品者数：10名
来場者数：約420名
出品点数：55点

県内外の山岳写真風景を被写

体とし、会員の撮影技術の向
上と四季折々の山の魅力を発
信した。

峡中地区文化協会民謡部
連合会　第22回民謡発
表会

● 峡中地区文化協会民謡部連
合会
11月23日（金・祝）
甲斐市竜王北部公民館　四
階ホール
出演者数：約60名
来場者数：約120名
民謡を歌い継ぐ使命のもとに
練習を重ね、その成果を発表
する演奏会。

第16回富士北麓・東部
地域フェスティバル

● 南都留地区文化協会連合会
大正琴部会
11月29日㈭
富士吉田市　ふじさん大ホ
ール
出演者数：98名
来場者数：350名
大正琴の演奏を通してお互い
に音楽の喜びと交流を図る。

第12回梨ペラ～山梨学
生アカペライベント～

● 梨ペラ実行委員会
12月 1日㈯～ 2日㈰
イオンモール甲府昭和　さ
くら広場
出演者数：185名
来場者数：1,000名
山梨県の 4 つの大学の学生
が自ら企画、運営し、合同で
アカペラを発表するイベン
ト。県内へのアカペラの普及
と活性化、大学の垣根を越え
た交流を目的としてご来場し
てくださった方々や地域の方
々へ活動の成果を発表する。

第 9回定期演奏会

● クール・ヴェルジェかつぬ
ま
12月 8日㈯
甲州市民文化会館ホール
出演者数：44名
来場者数：460名
男声16名、女声22名を要す
る地域で唯一の混声合唱団と
して、合唱の喜び、合唱の楽

しさを地域の人々と共有し、
伝え、広めて、地域の文化活
動振興の一助となることを願
い、演奏会を開催した。

南アルプス桃源ウィンド
アンサンブル　第15回
定期演奏会

● 南アルプス桃源ウィンドア
ンサンブル
12月 9日㈰
桃源文化会館　桃源ホール
出演者数：61名
来場者数：708名
1年間の練習の成果の発表。
吹奏楽について幅広く知って
もらうとともに、地域の方々
を中心に音楽を通じて交流す
る。

第31回　南アルプス桃
源童謡の会ニューイヤー
コンサート

● 南アルプス桃源童謡の会
平成31年 1月26日㈰
桃源文化会館　桃源ホール
出演者数：70名
来場者数：約500名

童謡唱歌とミュージカルの
2 部構成でステージを披露
している。今年は新たな演目
としてミュージカル「アニ
ー」に取り組み、好評を得た。

第15回甲州市・山梨市
文化協会合同写真展

● 甲州市・山梨市文化協会合
同写真展実行委員会
平成31年 1 月31日㈭～ 2
月 3日㈰
山梨市民会館 3階展示室
出品者数：24名
来場者数：375名
作品数：55点

個人で写真を撮り、楽しんで
いる人に声をかけることで、
多くの人と交流ができる集団
となり、人間関係を深める場
となる。また、そのなかで、
写真撮影についての技術や情
報の共有をすることで、作品
の上達につながる。さらに
は、そのほかの様々な大会に
応募するきっかけとなる。

第22回「春よ来い」コ
ンサート
● 山梨童謡協会
平成31年 2月 9日㈯
高度農業情報センターカナ
リアホール
出演者数：150名
来場者数：50名
唱歌や童謡をとおして、過去
の人間達の生き様また、自然
に対して原風景をよみがえら
せたいという思いをもとに、
童謡、唱歌を中心として一年
の成果を発表する。

山梨県シニアコーラス大
会
● 山梨県シニアコーラス連盟
平成31年 3月15日㈮
都留市都の杜　うぐいすホ
ール
出演者数：366名
来場者数：200名
県下各地で活動するシニアコ
ーラス団体の発表の場、学び
の場、共感の場として山梨県
シニアコーラス大会を計画・
実施し、シニア世代の心身の
健康とさらなる成長を目的と
する。
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奏でる懐かしの名曲
富士の裾野の音楽祭
● 富士五湖ハーモニカクラ
ブ、富士燦々オカリーナ
ズ、クラシックギターアン
サンブル富士、大正琴松山
社会学級
9月17日（月・祝）
富士五湖文化センター　ふ
じさんホール

出演者数：98名
来場者数：約440名

さまざまな楽器の音色を楽し
んでもらうことを目的に、ハ
ーモニカ、オカリナ、ギタ
ー、大正琴に取り組む 4団体
が初めて合同で開催した音楽
祭。今回の演奏会では独奏か
ら合奏まで多彩な演奏を披露
した。

市川女声コーラス　りん
どうの会　50周年記念
コンサート

● 市川女声コーラス　りんど
うの会
10月21日㈰
富士川町ますほ文化ホール
出演者数：69名
来場者数：300名

昭和44年婦人学級音楽グル

ープとして産声をあげ、多く
の会員が美しいハーモニーを
引き継ぎながら情熱を失わず
に歌い続け、今年で50回を
数える。市川三郷町に歌声を
響かせ続けていきたいという
思いから開催に至った。

地域文化芸術活性化イベント

市町村文化イベント

富士吉田市
第66回富士吉田市文化
祭記念式典
11月 3 日（土・祝）
ふじさんホール
来場者数：500名
文化・教育功労者の表彰・
公募展入選者の表彰。
記念講演開催（作家辻村深
月氏～読むこと、書くこと
の幸せ～）。
公募展による作品募集・各
種文化団体による文化祭参
加・各自治体のミニ文化祭
の開催等市民総参加の文化
祭を実施。

文化祭公募展

11月 2 日㈮～ 4日㈰
富士吉田市民会館
出品者数：289名
来場者数：700名
作品数：928点
文学作品・書道作品・美術
作品・写真作品の展示。

自治会文化祭

11月 3 日（土・祝）前後
市内コミュニティーセンタ
ー・公民館等

出品者数：3,800名
来場者数：7,000名
作品数：6,700点
生花・書道・絵画等の展示
及び表彰。
市内33自治会による日頃
の創作活動の展示。

文化協会加盟団体による
文化祭参加
9 月・10月・11月の 3 ヶ
月間
ふじさんホール他
出演者数：900名
出品者数：180名
来場者数：5,000名
作品数：300点
舞踊・歌舞伎・吟道大会・
ダンス・合唱・華道・写真
・絵画・書道・お茶会・俳
句大会・短歌批評会等。
加盟49団体による日頃の
創作活動の展示。

都留市

第63回都留市文化祭

・展示部門
来場者数：1,260名
11月 1日㈭～ 3日（土・祝）
まちづくり交流センター・

ふるさと会館・ミュージア
ム都留
出演者数：22名
出品者数：1,472名
作品数：2,697点
（菊花展、さつき・盆栽展、
郵趣・趣味展、書道展、鶴
寿大学作品展、小中学生・
都留興譲館高校・やまびこ
支援学校作品展、絵手紙
展、写真展、絵画展、詩画
展、呈茶席）
ぴゅあ富士
出品者数：1,877名
作品数：3,903点
（陶芸展、編み物・洋裁展、
詩・俳句・短歌展、華道展、
水墨画展、市内幼稚園・保
育園作品展）
・大会部門
10月 7日㈰～11月10日㈯
都の杜うぐいすホール
出演者数：505名
来場者数：1,149名
（映画鑑賞会、合唱祭、詩
吟大会、舞踊連盟大会、歌
謡連盟大会、謡曲と仕舞）
市内小中高生や幼・保育園
児を含む市民総参加を目標
に、市民が一年間の文化活
動の成果発表と多様な文化
にふれることを目的として

展示・発表を行っている。
「未来に翔（かけ）る文化
都市つる　さあ　みんな
で」

山梨市

山梨地区総合文化祭

出演者数：269名
出品者数：437名
来場者数：2,100名
作品数：650点
・ 展示部門
10月 5日㈮～ 8日（月・祝）
山梨市民会館
（詩部、短歌部、俳句部、
川柳部、古典文学部、書道
部、美術部、写真部、写仏
部、茶道部、華道部、盆栽
部、押し花部、手芸部）
・ 発表部門
10月20日㈯
山梨市民会館303号室
（詩吟部）
10月21日㈰
街の駅やまなし
（朗読部）
10月27日㈯
山梨市民会館ホール
（洋楽部）
11月 4日㈰
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山梨市民会館ホール
（舞踊部）
11月11日㈰
日川地区歴史探訪
（郷土研究部）
11月18日㈰
加納岩公民館
（謡曲部）
11月24日㈯
山梨市民会館ホール
（民謡部）
11月25日㈰
山梨市民会館ホール
（邦楽部）
文化協会の会員が日頃の研
鑽で身に付けた知識技能を
発揮する場。
数多くの作品展示部門。
多彩な芸能の舞台発表。

牧丘地区総合文化祭

出演者数：82名
出品者数：104名
来場者数：700名
作品数：310点

・ 展示部門（俳句部、短歌部、
書道部、写真部、華道部）
11月14日㈬～18日㈰
牧丘町総合会館

・ 芸能発表「文化のつどい」
（大正琴部、コーラス部、
太鼓部、詩吟部、朗読部、
茶道部、邦楽部）
11月17日㈯
山梨市花かげホール
多彩な芸能の舞台発表。
多くの作品展示部門。

三富地区総合文化祭

三富基幹集落センター
出演者数：32名
出品者数：33名
来場者数：300名
作品数：110点

・ 展示部門（書道部、絵画部、
絵手紙部、短歌部、俳句部、
華道部、写真部）
11月 1日㈭～ 3日（土・祝）

・ 舞台発表（詩吟部、舞踊部、
民謡部、大正琴部、短歌朗
唱）
11月 1日㈭

・ 囲碁大会
10月22日㈪
地区社会福祉協議会、三富
公民館と共催で開催。

大月市

第52回大月市文化祭

大月市民会館
・ 吟道大会
10月14日㈰
出演者数：40名
来場者数：13名
・ 将棋大会
10月21日㈰
出演者数：21名
来場者数：5名
・ 追分人形発表会
10月21日㈰
出演者数：24名
来場者数：170名
・ 歌謡発表会
10月28日㈰
出演者数：57名
来場者数：373名
・ 囲碁大会
10月28日㈰
出演者数：23名
来場者数：1名
・ 民謡大会
11月 3日（土・祝）
出演者数：18名
来場者数：90名
・ 三曲大会
11月 3日（土・祝）
出演者数：37名
来場者数：130名
・ 民謡舞踊大会
11月 4日㈰
出演者数：60名
来場者数：340名
・ 茶会
11月 4日㈰
出演者数：22名
来場者数：288名
・ 市民音楽祭
11月11日㈰
出演者数：390名
来場者数：250名
・ ふれあいコンサート
11月18日㈰
出演者数：60名
来場者数：150名
・ 作品展示（郷土研究展・美
術展・短歌展・俳句展・書
道展・水墨画展・陶芸展・
写真展・手工芸展・華道展）
10月31日㈬～11月 4日㈰
出品者数：2,268名
来場者数：7,201名
作品数：2,227点
地域文化活動の成果を広く
市民に発表し、文化振興に

寄与する。
第52回大月市文化祭「伝
統と創造」

韮崎市
韮崎市生涯学習フェスタ
'18
（第63回文化祭・第40回生
涯学習の推進の集い）
11月24日㈯～25日㈰
東京エレクトロン韮崎文化
ホール
出演者数：812名
出品者数：690名
来場者数：3,700名
作品数：690点
展示部門：学生の部【幼児
・小中学生入選作品展示
（美術・書道毛筆・硬筆）】、
一般の部【公民館・文化協
会作品展示】
発表部門：学生の部【幼児
・小中高校生】、一般の部
【公民館・文化協会作品展
示】
芸術鑑賞部門：「韮崎の民
話【大型紙芝居】発表」（市
民メンバーによる演劇・合
唱）
共催関連事業：パフォーマ
ー演出
文化協会・公民館活動・小
中高の児童・学生の発表・
展示を 2 日間通して実施
する。
（入場無料）

南アルプス市
八田地区文化ふれあいま
つり
10月26日㈮～28日㈰
高度農業情報センター（八
田ふれあい情報館）
出演者数：77名
出品者数：113名
来場者数：325名
作品数：358点
地区文化協会による展示発
表等。

白根地区市民文化祭

平成31年 2 月16日㈯～17
日㈰
桃源文化会館
出演者数：369名

出品者数：941名
来場者数：1,586名
作品数：1,267点
地区文化協会による展示発
表等。

若草地区市民文化祭

11月 3日（土・祝）～ 5日㈪
若草生涯学習センター・若
草体育館
出演者数：109名
出品者数：920名
来場者数：677名
作品数：1,415点
地区文化協会による展示発
表等。

櫛形地区市民文化祭

12月 1 日㈯～ 2日㈰
※芸能発表：11月 4日㈰
櫛形生涯学習センター・櫛
形体育館
出演者数：120名
出品者数：350名
来場者数：850名
作品数：700点
地区文化協会による展示発
表等。

甲西地区市民文化祭

10月12日㈮～14日㈰
※芸能発表：10月21日㈰
甲西農村環境改善センター
出演者数：115名
出品者数：242名
来場者数：658名
作品数：366点
地区文化協会による展示発
表等。

北杜市
第14回北杜市文化祭（展
示部門・芸能発表部門）
11月10日㈯～11日㈰
須玉ふれあい館
出演者数：220名
出品者数：590名
来場者数：864名
作品数：738点
市内 8 町地区文化協会会
員作品展示と芸能発表。隣
接する韮崎市や地域の団体
等の作品展示、呈茶等。
行政の事業と共同開催。
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明野地区文化祭

平成31年 3 月 2 日㈯～ 3
日㈰
明野総合会館
出演者数：199名
出品者数：441名
来場者数：329名
作品数：533点
会員による町民の作品展示
と芸能発表。
地域に存在する芸術家と共
同し、事業の展開を図る。

須玉地区文化祭

10月27日㈯～28日㈰
須玉ふれあい館
出演者数：181名
出品者数：136名
来場者数：370名
作品数：551点
会員による町民の作品展示
と芸能発表。

高根地区文化祭

11月 3日（土・祝）～ 4日㈰
高根町農村環境改善センタ
ー　他
出演者数：592名
出品者数：494名
来場者数：785名
作品数：736点
会員による町民の作品展示
と芸能発表。

長坂地区文化祭

11月 3日（土・祝）～ 4日㈰
長坂コミュニティ・ステー
ション
出演者数：328名
出品者数：260名
来場者数：877名
作品数：441点
会員による町民の作品展示
と芸能発表。

大泉地区文化祭

11月 2 日㈮～ 3日（土・祝）
大泉総合会館
出演者数：97名
出品者数：330名
来場者数：550名
作品数：840点
会員による町民の作品展示

と芸能発表。

小淵沢地区文化祭

11月 3日（土・祝）～ 4日㈰
生涯学習センターこぶちさ
わ
出演者数：260名
出品者数：300名
来場者数：1,200名
作品数：1,273点
会員による町民の作品展示
と芸能発表。

白州地区文化祭

11月 2 日㈮～ 3日（土・祝）
白州総合会館
出演者数：226名
出品者数：320名
来場者数：289名
作品数：501点
会員による町民の作品展示
と芸能発表。

武川地区文化祭

11月 2 日㈮～ 3日（土・祝）
甲斐駒センターせせらぎ
出演者数：64名
出品者数：308名
来場者数：400名
作品数：536点
会員による町民の作品展示
と芸能発表。

甲斐市
第14回甲斐市文化協会
文化祭
来場者数：572名
・ 発表部門（オカリナ、歌謡、
器楽、コーラス、三曲、詩
吟、大正琴、舞踊、フラダ
ンス、民謡、朗読）
11月 3日（土・祝）～ 4日㈰
敷島総合文化会館
出演者数：331名
・ 展示部門（押花、絵画、華
道、菊花、郷土研究、刻字、
写真、書道、水墨画、川柳、
短歌、地域文化研究、陶芸、
俳句）
11月 2日㈮～ 4日㈰
敷島総合文化会館
出品者数：239名
作品数：247点
・ 実技部門（茶道）

11月 3日（土・祝）～ 4日㈰
敷島総合文化会館
出演者数：21名

・ 実技部門（将棋）
11月 4日㈰
敷島勤労者会館
出演者数：21名

・ 実技部門（囲碁）
10月27日㈯
敷島総合文化会館
出演者数：26名
「ふるさとの　文化にめざ
め　きらめこう」

笛吹市

石和町文化祭

10月20日㈯～21日㈰
笛吹市スコレーセンター
出演者数：95名
出品者数：191名
来場者数：376名
作品数：344点
作品展示、芸能発表等。
地区文化協会専門部による
作品展示、芸能発表。

御坂町文化祭

10月20日㈯～21日㈰
笛吹市御坂農村環境改善セ
ンター
出演者数：44名
出品者数：270名
来場者数：581名
作品数：255点
作品展示、芸能発表等。
地区文化協会専門部による
作品展示、芸能発表。

八代町芸術祭

11月10日㈯～11日㈰
笛吹市八代総合会館
出演者数：150名
出品者数：1,101名
来場者数：706名
作品数：1,236点
作品展示、芸能発表等。
地区文化協会専門部による
作品展示、芸能発表。

境川町文化祭

11月 3日（土・祝）～ 4日㈰
笛吹市境川スポーツセンタ
ー

出演者数：74名
出品者数：440名
来場者数：702名
作品数：698点
作品展示、芸能発表等。
地区文化協会専門部による
作品展示、芸能発表。

一宮町文化祭

11月 2 日㈮～ 3日（土・祝）
笛吹市いちのみや桃の里ふ
れあい文化館
出演者数：150名
出品者数：1,096名
来場者数：542名
作品数：1,436点
作品展示、芸能発表等。
地区文化協会専門部による
作品展示、芸能発表。

春日居町文化祭

10月20日㈯～21日㈰
笛吹市あぐり情報ステーシ
ョン
出演者数：185名
出品者数：130名
来場者数：350名
作品数：214点
作品展示、芸能発表等。
地区文化協会専門部による
作品展示、芸能発表。

上野原市
第44回上野原市民文化
祭
11月 2 日㈮～ 4日㈰
上野原市文化ホール
出演者数：216名
出品者数：243名
来場者数：1,500名
作品数：350点
舞踊・吹奏楽・コーラス・
琴の演奏および書道・華道
・写真等作品展示。
文化協会会員だけでなく、
一般の方も参加。
「ひろげようみんなでつく
る文化の輪」

第 3回上野原市写真展

6 月 1 日㈮～ 8日㈮
上野原市役所
出品者数：16名
来場者数：400名
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作品数：64点
市内写真クラブの展示。
市内で撮影した作品を展示。

第 4回上野原市写真展

10月22日㈪～29日㈪
上野原市役所
出品者数：16名
来場者数：400名
作品数：64点
市内写真クラブの展示。
市内で撮影した作品を展示。

第 8 回リンドウの里美
術展
6 月 1 日㈮～ 8日㈮
上野原市役所
出品者数：22名
来場者数：350名
作品数：36点
美術工芸作品の展示。
市内外の芸術家の作品を展
示。

第 9 回リンドウの里美
術展
10月22日㈪～29日㈪
上野原市役所
出品者数：24名
来場者数：350名
作品数：48点
美術工芸作品の展示。
市内外の芸術家の作品を展
示。

甲州市
甲州市文化祭
（塩山会場）
11月 1 日㈭～ 3日（土・祝）
甲州市民文化会館
出演者数：138名
出品者数：1,852名
来場者数：164名
作品数：2,315点
展示、芸能発表。
甲州市塩山地域で実施する
文化祭。

甲州市文化祭
（勝沼会場）
11月 2 日㈮～ 4日㈰
勝沼市民会館
出演者数：58名
出品者数：452名
来場者数：510名
作品数：630点

展示、芸能発表。
甲州市勝沼地域で実施する
文化祭。

甲州市文化祭
（大和会場）
11月 1 日㈭～ 3日（土・祝）
大和ふるさと会館
出演者数：53名
出品者数：40名
来場者数：126名
作品数：80点
展示・芸能発表。
甲州市大和地域で実施する
文化祭。

中央市

第13回中央市文化祭

10月27日㈯～28日㈰
中央市立玉穂総合会館
出演者数：183名
出品者数：163名
来場者数：670名
作品数：327点
文化展・芸能発表・囲碁将
棋大会・健康マージャン大
会・茶会・ダンスパーティ
ー。
会員及び市民それぞれが日
頃の文化活動の成果を発表
する場。様々な部門の作品
展示や芸能発表等を行う。
「まごころ　ふれあう　文
化の祭典」

市川三郷町

三珠地区文化協会文化祭

11月 2 日㈮～ 3日（土・祝）
三珠総合福祉センター
出演者数：90名
出品者数：70名
来場者数：100名
作品数：100点
作品展・芸能発表。
市川三郷町三珠地域で実施
する文化祭。

市川大門地区文化協会文
化祭
11月 2 日㈮～ 4日㈰
市川三郷町役場
出品者数：50名
来場者数：100名
作品数：50点

作品展。
市川三郷町市川大門地区文
化協会の作品展示。

市川大門地区文化協会芸
能フェスティバル
11月 3 日（土・祝）
市川三郷町上地区公民館
出演者数：33名
出品者数：50名
来場者数：50名
芸能発表。
市川三郷町市川大門地区文
化協会の芸能発表会。

六郷地区文化協会文化祭

11月 3日（土・祝）～ 4日㈰
六郷町民会館
出演者数：150名
出品者数：100名
来場者数：430名
作品数：360点
作品展・芸能発表。
市川三郷町六郷地区で実施
する文化祭。

早川町

文化祭

11月 3 日（土・祝）
町民体育館、町民会館
出演者数：50名
出品者数：250名
来場者数：50名
作品数：350点
各種表彰、芸能発表、作品
展示。
文化・福祉・健康まつりと
しても開催。

身延町
第 9 回身延町総合文化
祭

・ 芸能発表会
10月21日㈰
身延町総合文化会館
出演者数：201名
来場者数：100名
芸能発表・お茶会・囲碁大
会
町内の文化協会所属団体や
個人に出演を呼びかけ、当
日披露してもらう場とする。

・ 文化文芸作品展
11月17日㈯～25日㈰

なかとみ現代工芸美術館
出品者数：1,000名
来場者数：965名
作品数：1,093点
町内団体（個人含む）が出
展した作品約1,000点を展
示。
町内の文化協会所属団体や
個人に声をかけ、自作の作
品を展示し、観覧してもら
う場とする。

南部町

南部町民文化祭

・ 展示発表会
11月 9日㈮～11日㈰
活性化センター
出品者数：714名
来場者数：914名
作品数：1,034点
南部町内の文化協会会員等
による作品の展示。
平成27年度から富沢・南
部両地区合同開催。
・ 芸能発表会
11月 4日㈰
南部町文化ホール
出演者数：254名
来場者数：417名
南部町文化協会所属の部会
等による芸能発表会。
町内約30団体500人以上が
参加。

富士川町

富士川町民文化祭

・ 芸能フェスティバル
10月13日㈯～14日㈰
富士川町ますほ文化ホール
出演者数：305名
来場者数：240名
町文化協会芸能部門団体に
よる舞台発表会。
※10月13日㈯音楽部門の
発表会、10月14日㈰芸能
部門（舞踊・演劇・伝統芸
能・朗読等）の発表会。
・ 文化展
11月17日㈯～19㈪
富士川町民会館
出品者数：669名
来場者数：381名
作品数：1,234点
町文化協会各団体及び町内
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在住の児童生徒の作品展示。
「富士川町民の文化祭」

昭和町

昭和町文化祭

10月 5 日㈮～ 8日（月・祝）
昭和町総合会館
出演者数：185名
出品者数：676名
来場者数：606名
作品数：432点
作品展示、芸能発表、お茶
会、将棋大会等。
昭和町ふるさとふれあいま
つりと同時開催。

道志村
第 9 回　やまゆりセン
ター祭り
10月27日㈯～11月 4日㈰
水源の郷やまゆりセンター
出演者数：55名
出品者数：184名
来場者数：418名
作品数：200点
村内で創作活動を行ってい
る住民の作品を展示する。
また、村内で活動する各種
団体の芸能発表を行う。

西桂町

西桂町民文化祭

11月 3日（土・祝）～ 4日㈰
西桂町まちづくり交流セン
ターきずな未来館
出演者数：131名
出品者数：356名
来場者数：399名
作品数：862点
町文化協会を中心に作品展
示及び、発表会開催

忍野村

忍野村民文化祭

10月27日㈯～28日㈰
忍野村民ふれあいホール
出演者数：200名
出品者数：120名
来場者数：800名
作品数：180点
展示・発表の部。
忍野村の文化を知ることが

できる。

山中湖村

山中湖村文化祭

11月 2 日㈮～ 5 日㈪（作
品展示）
11月 2 日㈮（式典・芸能
発表）
山中湖村公民館
出演者数：39名
出品者数：26名
来場者数：232名
作品数：786点
山中湖村文化協会所属団体
や各種団体による芸能発
表、手芸品、書道等、日ご
ろの活動の発表を実施予定。
村内保育所園児からお年寄
りまで幅広い年齢層の参加
展示。

鳴沢村
鳴沢村第43回文化まつ
り
平成31年 2 月16日㈯～17
日㈰
鳴沢村総合センター
出演者数：50名
出品者数：320名
来場者数：300名
作品数：700点
各種表彰・講演・各種作品
展示・囲碁大会・お茶席等。
たっしゃまつり（村福祉保
健課による健康関連まつ
り）との合同祭。

富士河口湖町
第15回富士河口湖町文
化祭
11月 1 日㈭～ 3日（土・祝）
勝山ふれあいセンター
出演者数：200名
出品者数：1,075名
来場者数：5,000名
作品数：1,097点
記念式典、展示発表、芸能
発表、お茶席、憩いの広場、
記念講演。
「豊かな文化は　自然との
共生から」

小菅村

小菅村ミニ文化祭

10月29日㈪～11月 8日㈭
小菅村中央公民館
出品者数：個人13名、10
団体
来場者数：142名
作品数：259点
盆栽、山野草、絵画、書道、
手芸、編物、竹細工、写真、
木工品など公募で集まった
作品の展示。
村内公募により集まった作
品を展示。村内在住の方で
あればどんなものでも出展
が可能。

丹波山村
¥第28回フォトコンテス
ト丹波百景
7 月10日㈫～ 8月10日㈮
村内（撮影場所）
出品者数：38名
作品数：72点
丹波山村の自然風景、伝統
行事、日常の生活、文化財
等の写真を募集。
村内で撮影された写真を募
集しコンテストを開催。タ
バスキーの部は小学生～高
校生が対象。
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