
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 月のホールでの神楽と数え唄踊りの公演、年間を通じてショッピング
センターなどで計 5 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16日（土）、17日（日）
○小瀬スポーツ公園　県民の日　メインステージ
○16日（土）：チアダンス（甲府商業高等学校）、書道パフォーマンス（駿台甲府高等学校）
　17日（日）：ダンス（日本航空学園）、和太鼓（笛吹高等学校）
○来場者数　1,500人

　

ホール開催

○ 2 月 2 日（日）
○YCC県民文化ホール　小ホール
○「神楽と数え唄踊り〜テーマ：交流〜」
・永井天神社の神楽
・大草の綾棒踊り
・山梨県立博物館学芸員と永井天神社の神楽代表者、綾棒踊り保存会代表者による解説
○来場者数　200人
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特別事業　まちなかステージ

〈第 1 回〉
○ 6 月15日（土）　○河口湖ショッピングセンターBELL
○弦楽演奏（甲府第一高等学校　弦楽部）
○来場者数　200人

〈第 2 回〉
○ 8 月10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〉
○ 9 月28日（土）　○清里萌木の村ROCK
○サックス演奏（甲斐清和高校　音楽科）
○来場者数　200人

〈第 4 回〉
○11月23日（土）　○YCC県民文化ホール　県民ロビー
○マリンバ、パーカッション演奏（依田明日香、塩谷莉音）
○来場者数　200人

〈第 5 回〉
○12月28日（土）　○ラザウォーク甲斐双葉
○ヴァイオリン、ピアノ演奏（中嶋美月、細田詩織）
○来場者数　200人

令和元年 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〉　万力公園内／甲府駅北口よっちゃばれ広場／大石
公園／笛吹川フルーツ公園くだもの広場ステージ／八ヶ岳リ
ゾートアウトレット内／JA梨北本店／甲府駅南口駅前広場

〈出演者〉　High Ball Lab.／井上英昭／濱沙智子／ハラウ フ
ラ プメハナ／県民文化フラサークル／水萌みず／甲州

YOSAKOI 凛舞 増穂／＄aucy kick ass／フィーリング・シ
ニア・オーケストラ／Crochet／まなはる＆チェリーズ／エ
レキ大正琴ウィル／山梨オカリナ連盟／Eau de Nou／パフ
ォーマンス忍者 心・甲斐透波／BPSビッグバンド／柳田ふ
み代／あずさ／ソリタリョウ／木の花 舞桜／NPO法人パド
ルジャークス体操協会山梨エリア／山梨よさこい舞友連／
Marina’s／ヤマハゴスペルクワイア甲府／甲府ゴスペルクラ
ブ／横内くん／アキラ／Dance studio Blossombelly／カノン
／茶ックス／浅利誠一郎／プリマスロック／MUJINbrass／
NPO法人 CSC・ルーデンス／TIARE TOA／よさこい華翔
舞／甲斐の国小粋／韮崎スウィングハート／三浦浩一／飯高
早苗／小田切富子／アン・イール

やまなしフレッシュコンサート
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第15回富士茶道連合会
茶会

● 富士茶道連合会
6 月 9 日㈰
山梨県立男女共同参画推進
センター（ぴゅあ富士）
来場者数：200名
参加者数：70名

茶会を実施し、多数のお客様
を迎えて、おもてなしの心を
表現した。

第17回郡内短歌大会

● 郡内短歌大会
7 月28日㈰
大月市立大月市民会館
出品者数：88名
出品点数：264点
来場者数：95名

郡内地区短歌愛好者の親睦と
活動、並びに文化活動として
の短歌の普及、活性化を目的
として開催した。

合唱と語りと映像による
「ボロ電」のひとりごと

● しらねフレンドコーラスの
会
8 月 3 日㈯
南アルプス市生涯学習セン
ター（あやめホール）
出演者数：50名

1 部の山梨交通社長の講演
から始まり、 2 部は語りと映
像と13曲の歌に会場が盛り
上がり大盛会だった。

峡南の夏まつり2019で
の地域団体ステージ発表

● 株式会社　かいすた
8 月24日㈯
富士川クラフトパーク
出演者数：96名
来場者数：5,000名

峡南地域に根付いている様々
な文化・芸能に関する人々の
発表の場で、日頃の練習の成
果をこのステージで披露して
いる。

第20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
9 月21日㈯
YCC県民文化ホール小ホ
ール
出演者数：90名
来場者数：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。

第 7 回八ヶ岳賢治祭

● 山梨ものがたり文化の会
9 月21日㈯

「森ぴか」北杜市高根町村
山東割
出演者数：45名
来場者数：45名

「賢治さんに感謝する一年に
一回のお祭り」
プログラム通り多くの参加者
を得て充実した 1 日となっ
た。

長唄　初音会　初音会ジ
ュニア部　夏の勉強会

● 長唄　初音会　初音会ジュ
ニア部
9 月21日㈯
山梨県立図書館多目的ホー
ル
出演者数：15名
来場者数：250名

伝統音楽である長唄と日本固
有の楽器である三味線につい
て広く理解し、技術を磨く勉
強会。
今年は、新しく「鼓」の発表
を行い、好評を得た。

山梨トロンボーン倶楽部
第 9 回トロンボーンア
ンサンブルコンサート

● 山梨トロンボーン倶楽部
9 月29日㈰
山梨県立図書館多目的ホー
ル
出演者数：16名
来場者数：119名

倶楽部員14名のほかに、当

倶楽部テクニカルアドバイザ
ーにも加わっていただき、三
重奏から16名の全員合奏な
ど、アンコール曲を含め全
10曲を演奏した。

甲府室内合奏団演奏会

● 甲府室内合奏団
10月19日㈯
YCC県民文化ホール小ホ
ール
出演者数：21名
来場者数：347名

今回の演奏会では、ウォーロ
ック作曲カプリオール組曲ほ
かの弦楽室内楽曲を演奏した。

LIVE UNDER THE SKY 
2019

● LIVE UNDER THE SKY 
2019実行委員会
10月20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：500名

爽やかな秋風とともに個性的
な出演者の演奏を楽しむこと
ができる2002年より17回目
の入場無料のコンサート。

南アルプス桃源交響楽団
第47回定期演奏会

● 南アルプス桃源交響楽団
10月27日㈰
桃源文化会館桃源ホール
出演者数：52名
来場者数：358名

今回はロシアの作曲家に焦点
を当てたプログラムを演奏し
た。

第17回富士・東部写真
連盟展

● 富士・東部写真連盟
11月 6 日㈬〜12日㈫
都留市ふるさと会館 2 階
展示ホール
出品者数：44名
出品点数：44点
来場者数：263名

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
催した。

峡中文化協会民謡部連合
会　第23回民謡発表会

● 峡中地区文化協会民謡部連
合会
11月24日㈰
甲斐市竜王北部公民館　四
階ホール
出演者数：60名
来場者数：100名

伝統文化である民謡を歌い継
ぐことで地域の文化、日本の
文化を理解し郷土の文化に誇
りを持つことができた発表会
だった。

第13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14日㈯〜15日㈰
ラザウォーク甲斐双葉店

山梨県の 4 つの大学の学生
が自ら企画、運営をし、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。

南アルプス桃源ウィンド
アンサンブル
第16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 8 日㈰
桃源文化会館音楽ホール
出演者数：59名
来場者数：584名

パイプオルガンとの協演な
ど、南アルプス桃源ウィンド
アンサンブルならではの選曲
で高評をいただいた。

地域文化イベント
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第32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
令和 2 年 1 月25日㈯
桃源文化会館桃源ホール
出演者数：79名
来場者数：520名

第 1 部では童謡唱歌を中心

とした合唱を、第 2 部ではミ
ュージカル「白雪姫」を披露
し、好評を得た。

第16回山梨市・甲州市
文化協会合同写真展

● 山梨市・甲州市文化協会合
同写真展実行委員会
令和 2 年 1 月30日㈭〜 2

月 2 日㈰
山梨市民会館 3 階展示室
出品者数：25名
出品点数：48点
来場者数：417名

両市の写真愛好家たちがそれ
ぞれの持ち味を生かした作品
づくりに取り組んでいる。

山梨県シニアコーラス大
会

● 山梨県シニアコーラス連盟
令和 2 年 3 月 6 日㈮
YCC県民文化ホール小ホ
ール

新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため中止

笛吹の流れ展

● 笛吹の流れ
9 月25日㈬〜10月31日㈭
牧丘町総合会館

出品者数：10名
出品点数：120点
来場者数：450名

笛吹の里に住まう作家たち
の、バラエティーに富んだ作

品の展覧会。

第 7 回　JR・富士急沿
線ハーモニカ演奏会

● 山梨県ハーモニカ合同演奏

実行委員会
令和 2 年 2 月29日㈯
双葉ふれあい文化館

新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため中止

地域文化芸術活性化イベント

市町村文化イベント

甲府市
こうふ開府500年
第47回甲府市民文化祭

テーマ「こうふ開府500年
　築いた歴史　輝く文化」

・オープニング開幕式
11月 2 日㈯
総合市民会館
来場者数：310名

・ 展示（ 3 日間）華道・工芸
・写真・書道・水石・美術
・文学・盆栽展示
11月 2 日㈯〜 4 日（月・休
日）
総合市民会館　遊亀公民館
作品点数：782点
来場者数：3,536名
市民の芸術文化活動を助長
し、文化のまちづくり推進
のため開催。本年は記念す
べき、こうふ開府500年に
ふさわしい 8 部門の展示、
及び青少年作品の展示。

・かふふの歴史パネル

11月 2 日㈯〜 4 日（月・休
日）
総合市民会館　遊亀公民館
作品点数：24点
甲府の500年の歩み。甲府
市の様子、市民の表情など
を写真や記事による24枚
のパネルで紹介。

・ 私の地域・歴史探訪の小冊
子
11月 2 日㈯〜 4 日（月・休
日）
総合市民会館　遊亀公民館
作品点数：31点
甲府市内31地区において、
これまで散策会や語らいの
場を通して学んだことなど
をまとめた各地区の小冊子
の展示。

・青少年作品
11月 9 日㈯〜10日㈰
遊亀公民館
作品点数：140点
来場者数：362名

「家庭の日」「青少年を育む
日」の啓発作品を、市内の
小中学及び一般の方々から
募集し、展示。

・茶道部門発表
11月 2 日㈯
遊亀公民館　総合市民会館
出演者数：134名
来場者数：1,688名

・合奏部門発表
11月 2 日㈯
総合市民会館
出演者数：357名
来場者数：520名

・吟剣詩舞道部門発表
11月 3 日（日・祝）
総合市民会館
出演者数：138名
来場者数：388名

・能楽部門発表
11月 4 日（月・休日）
総合市民会館
出演者数：17名
来場者数：50名

・演劇部門発表
11月 4 日（月・休日）
総合市民会館
出演者数：35名
来場者数：128名

・洋舞部門発表
11月 9 日㈯
総合市民会館
出演者数：170名
来場者数：610名

・邦楽部門発表
11月10日㈰
総合市民会館
出演者数：234名
来場者数：630名

・舞踊部門発表
11月16日㈯
総合市民会館
出演者数：150名
来場者数：500名

・民謡部門発表
11月16日㈯
総合市民会館
出演者数：140名
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来場者数：300名
・合唱部門発表

11月17日㈰
総合市民会館
出演者数：558名
来場者数：700名

市民の芸術文化活動を助長
し、文化のまちづくり推進
のため開催。本年は記念す
べき、こうふ開府500年に
ふさわしい10部門の多彩
な舞台発表。

富士吉田市
第67回富士吉田市文化
祭記念式典

11月 3 日（日・祝）
ふじさんホール
出演者数：50名
来場者数：450名
文化・教育功労者の発表・
公募展入選者の表彰。

文化祭公募展

11月 1 日㈮〜 3 日（日・祝）
富士吉田市民会館
出品者数：430名
作品点数：1,031点
文学作品・書道作品・美術
作品・写真作品・クラフト
作品の展示。

自治会文化祭

11月 3 日（日・祝）前後
市内コミュニティーセンタ
ー・公民館等
出品者数：6,978名
作品点数：4,216点
来場者数：6,242名
生花・書道・絵画等の展示
及び表彰。

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：702名
出品者数：171名
作品点数：531点
来場者数：5,467名
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・吟行会等。

都留市

第64回都留市文化祭

都留市まちづくり交流セン
ター、ふるさと会館・桃林
軒、県立男女共同参画推進
センターぴゅあ富士、都の
杜うぐいすホール、ミュー
ジアム都留
出演者数：493名
出品者数：2,789名
※華道体験者を除く
作品点数：4,925点
来場者数：
　展示部門計1,581名
　大会部門計1,332名

・大会部門
10月 5 日㈯〜12月 1 日㈰
都の杜うぐいすホール：映
画鑑賞会、合唱祭、吟道大
会、舞踊大会、歌謡祭、謡
曲と仕舞
まちづくり交流センター：
大正琴発表会

・展示部門
11月 1 日㈮〜 3 日（日・祝）
まちづくり交流センター：
菊花、郵趣・収集、趣味、
神楽（写真展）、書道、小
中高・支援学校生作品　ふ
るさと会館：絵手紙、写真、
絵画、呈茶席（桃林軒）
ぴゅあ富士：華道、編物・
洋裁、俳句、短歌、水墨画、
小中学生文芸（俳句、短歌、
詩）、幼稚園・保育園児作
品
ミュージアム都留：詩画展

山梨市

山梨地区総合文化祭

・ 展示発表（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）
10月11日㈮〜14日（月・祝）
山梨市民会館（ 3 階、4 階）
出品者数：385名
作品点数：450点
来場者数：1,250名
山梨市民会館 3 階〜 4 階

全室（ 8 会場）を使用し、
会員の作品を展示する。ま
た、展示模様を山梨CATV
が撮影に来て市内に放映さ
れる（ 4 日間）。

・舞台発表　朗読部
10月13日㈰
街の駅やまなし
出演者数：13名
来場者数：60名
会場が、街の駅やまなしで
座席数60席と狭い会場で
あったが大勢のお客様が来
場した。

・舞台発表　詩吟部
10月19日㈯
山梨市民会館303号室
出演者数：40名
来場者数：80名
山梨地区の他に、牧丘及び
三富地区の詩吟部をを招待
し発表会を行う。（好評）

・舞台発表　洋楽部
10月26日㈯
山梨市民会館ホール
出演者数：106名
来場者数：220名
山梨市民会館ホールにて、
洋楽部内 7 団体と市民応
募 3 団体で発表を行う。

・舞台発表　舞踊部
10月27日㈰
山梨市民会館ホール
出演者数：49名
来場者数：350名
山梨地区舞踊部は四つの流
派グループがあり、 4 会
派合同で舞踊発表会を行っ
た。注；舞踊の世界では違
う流派同士が一同に発表は
しない。

・ 舞台発表　郷土研究部
11月10日㈰
山梨地区歴史探訪
出演者数：45名
来場者数：45名
会員45名により、山梨地
区内を散策する。

・舞台発表　民謡部
11月23日（土・祝）
山梨市民会館ホール
出演者数：56名
来場者数：200名
友情出演に、舞踊部 2 曲、
他民謡クラブ 2 団体を迎
え発表した事によりにぎや
かな発表となる。

・舞台発表　謡曲部

11月24日㈰
加納岩公民館
出演者数：23名
来場者数：50名
山梨市文化協会会員の他
に、甲府の謡曲の方を招待
し合同で発表会を行う。

牧丘地区総合文化祭

・ 展示部門（俳句部、短歌部、
書道部、華道部、茶道部）
11月15日㈮〜24日㈰
牧丘町総合会館
出品者数：64名
作品点数：105点
来場者数：330名
今年は、展示期間を半月に
した。（通年は 4 日間）

・ 文化の集い（詩吟部、大正
琴部、コーラス部、朗読部、
太鼓部、邦楽部、民謡部、
創芸クラブ）
11月16日㈯
山梨市花かげホール
出演者数：129名
来場者数：410名
文化協会会員以外に、オー
プン参加で、子供バイオリ
ン教室の生徒さん参加した
事により、来場者が増えた。

三富地区総合文化祭

三富基幹集落センター
・ 展示部門（書道部、短歌部、

絵画部、華道部、絵手紙部）
11月 1 日㈮〜 3 日（日・祝）
出品者数：16名
作品点数：30点
来場者数：180名
舞台部門発表会場内に作品
を展示した。

・ 舞台発表（詩吟部、民謡部、
大正琴部）
11月 1 日㈮
出演者数：24名
来場者数：95名
文化協会会員以外に、地域
のお年寄りの方と合同で発
表会を開催した事により、
お年よりの方が増えた。

・囲碁大会
10月27日㈰
出演者数： 4 名
来場者数：10名
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大月市

第53回大月市文化祭

大月市民会館
・吟道大会

10月19日㈰
出演者数：40名
来場者数：10名
詩吟連盟 4 教場の日々の
練習の成果を充分に発揮さ
れた大会となった。とび入
り会部門を設けることによ
って自由に吟詠することが
でき楽しい雰囲気も会場に
あふれた。

・歌謡発表会
10月20日㈰
出演者数：62名
来場者数：290名
62名が日頃の練習の成果
を一曲の歌唱にこめ来場者
の皆様に披露をした。

・将棋大会
10月20日㈰
出演者数：30名
来場者数：30名
市外からも多くの方に参加
して頂き、学生の部では
親、兄弟などが応援に来て
いた。

・囲碁大会
10月27日㈰
出演者数：25名
囲碁を通じて親睦を深める
ことが出来た。

・追分人形発表会
10月27日㈰
出演者数：22名
来場者数：130名
3 人 1 組による見事な人
形づかいを多くの観客が楽
しんだ。

・茶会
11月 3 日（日・祝）
出演者数：30名
来場者数：240名
途切れる事なく多くのお客
様にお越し頂き、開催する
ことが出来た。

・民踊舞踊大会
11月 3 日（日・祝）
出演者数：60名
来場者数：340名
日本舞踊、新舞踊、民踊な
ど全51曲を舞台で表現し
ました。又、令和大月音頭
を皆で踊り、会場全体も盛
り上がった。

・三曲大会
11月 4 日（月・休日）
出演者数：20名
来場者数：300名
日本人が昔から親しんでき
た、箏、尺八、三絃からな
る調べ、会場を訪れた皆さ
んは、懐かしさを感じる響
きに聴き入っていた。

・民謡大会
11月 4 日（月・休日）
出演者数：13名
来場者数：100名
民謡連盟会員による演唱及
び発表。

・市民音楽祭
11月10日㈰
出演者数：373名
来場者数：210名
各団体がこの日の為に日々
練習した成果を惜しむこと
なく発揮した素晴らしい演
奏・演出であり、観客も盛
大な拍手で応えてくれまさ
に演者と観客が一体となっ
た素晴らしい音楽祭であっ
た。

・ふれあいコンサート
11月17日㈰
出演者数：50名
来場者数：170名
紅富士太鼓の演奏に始まり
シンガソングライター伸太
郎のステージや、防災意識
の向上に向けたスライドを
上映した。

・ 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（月
・休日）
出品者数：2,256名
作品点数：2,343点
来場者数：6,033名
大月市民会館が全館を使
い、様々な作品の展示を行
った。 5 日間を通して、大
勢の方にお越しいただき盛
大に開催することが出来た。

韮崎市
韮崎市生涯学習フェス
タ’19（第64回文化祭・
第41回生涯学習推進の
集い）

11月 9 日㈯〜10日㈰

東京エレクトロン韮崎文化
ホール
出演者数：785名
出品者数：697名
作品点数：697点
来場者数：3,300名
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：創作歴史劇

「王仁塚物語」（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
公民館や文化活動を行う団
体、園児・小中高校生の作
品の展示や発表を行った。

南アルプス市
八田地区文化ふれあいま
つり

10月25日㈮〜27日㈰
高度農業情報センター（八
田ふれあい情報館）
出演者数：81名
出品者数：119名
作品点数：327点
来場者数：444名
作品展示・芸能発表。
多くの来場者に来ていただ
き、大変賑わった。

白根地区市民文化祭

2 月15日㈯〜16日㈰
桃源文化会館
出演者数：343名
出品者数：1,010名
作品点数：1,149点
来場者数：1,514名
作品展示・芸能発表。
多くの来場者に来ていただ
き、大変賑わった。展示の
他に茶道・似顔絵の体験教
室を開催し舞台発表では地
元の学生による演劇も披露
された。

若草地区市民文化祭

11月 2 日㈯〜 4 日（月・休
日）

若草生涯学習センター・若
草体育館
出演者数：86名
出品者数：928名
作品点数：1,311点
来場者数：1,065名
作品展示・芸能発表。
多くの来場者に来ていただ
き、大変賑わった。

櫛形地区市民文化祭

10月26日㈯〜27日㈰
※芸能発表：11月10日㈰
櫛形生涯学習センター・櫛
形総合体育館
出演者数：250名
出品者数：500名
作品点数：700点
来場者数：1,000名
作品展示・芸能発表。
多くの来場者に来ていただ
き、大変賑わった。
展示の他に茶道・レザーク
ラフトの体験教室を開催し
た。

甲西地区市民文化祭

10月18日㈮〜20日㈰
※芸能発表：10月27日㈰
甲西農村環境改善センター
出演者数：130名
出品者数：224名
作品点数：361点
来場者数：639名
作品展示・芸能発表。
多くの来場者に来ていただ
き、大変賑わった。

峡中地域文化協会合同作
品展

11月15日㈮〜26日㈫
※18日㈪、25日㈪休館日
南アルプス市立美術館
出品者数：92名
作品点数：94点
来場者数：626名
峡中地域文化協会合同作品
展（絵画・水墨画）。
多く方に出品していただい
た。
たくさんの来場者に来てい
ただくことが出来た。
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北杜市

第15回北杜市文化祭

11月 9 日㈯〜10日㈰
須玉ふれあい館
出演者数：232名
出品者数：610名
作品点数：892点
来場者数：864名
作品展示・芸能発表。

須玉地区文化祭

10月26日㈯〜27日㈰
須玉ふれあい館
出演者数：271名
出品者数：625名
作品点数：365点
来場者数：638名
作品展示・芸能発表。

高根地区文化祭

11月 2 日㈯〜 3 日（日・祝）
八ヶ岳やまびこホール・農
村環境改善センター
出演者数：506名
出品者数：539名
作品点数：451点
来場者数：577名
作品展示・芸能発表。

長坂地区文化祭

11月 2 日㈯〜 3 日（日・祝）
長坂コミュニティ・ステー
ション・改善センター
出演者数：292名
出品者数：362名
作品点数：1,452点
来場者数：662名
作品展示・芸能発表。

大泉地区文化祭

11月 2 日㈯〜 3 日（日・祝）
大泉総合会館
出演者数：75名
出品者数：300名
作品点数：600点
来場者数：800名
作品展示・芸能発表。

小淵沢地区文化祭

11月 2 日㈯〜 3 日（日・祝）
生涯学習センターこぶちさ
わ

出演者数：270名
出品者数：595名
作品点数：2,300点
来場者数：1,374名
作品展示・芸能発表。

白州地区文化祭

11月 2 日㈯〜 3 日（日・祝）
白州総合会館
出演者数：183名
出品者数：416名
作品点数：298点
来場者数：617名
作品展示・芸能発表。

武川地区文化祭

11月 2 日㈯〜 3 日（日・祝）
甲斐駒センターせせらぎ
出演者数：116名
出品者数：274名
作品点数：335点
来場者数：508名
作品展示・芸能発表。

甲斐市
第15回甲斐市文化協会
文化祭

来場者数：553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 2 日㈯〜 3 日（日・祝）
敷島総合文化会館
出演者数：306名
11部が参加し、日頃の練
習の成果を発表した。

・ 展示部門（絵画、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㈯〜 3 日（日・祝）
敷島総合文化会館
出品者数：175名
作品点数：136点
展示作品は、どれも力作
で、多くの来場者から高い
評価をいただいた。

・実技部門（茶道）
11月 2 日㈯〜 3 日（日・祝）
敷島総合文化会館
出演者数：21名
晩秋の趣きがある席で、約
200人に茶席を楽しんでい
ただいた。

・実技部門（将棋）
11月 3 日（日・祝）
勤労者会館
出演者数：21名
部員と一般参加者が、スイ
ス方式で対戦した。

・実技部門（囲碁）
11月 9 日㈯
敷島総合文化会館
出演者数：26名
部員と一般参加者が、スイ
ス方式で対戦した。

笛吹市

石和町文化祭

11月 2 日㈯〜 3 日（日・祝）
スコレーセンター
出演者数：186名
出品者数：163名
作品点数：405点
来場者数：1,056名
作品展示、芸能発表。
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
展示部門及び多彩な芸能舞
台発表。

御坂町文化祭

10月19日㈯〜20日㈰
農村環境改善センター
出演者数：44名
出品者数：130名
作品点数：255点
来場者数：673名
作品展示、芸能発表。
他の地域には無いスクエア
ダンスの発表、着物リメイ
クなど特色のある発表や展
示があった。執行部が先頭
に立ち、意欲的な常日頃の
活動が見られた。

八代町芸術祭

11月 9 日㈯〜10日㈰、12
月 1 日㈰
八代総合会館　若彦路ふれ
あいスポーツ館
出演者数：123名
出品者数：1,120名
作品点数：1,343点
来場者数：775名
作品展示、芸能発表。
軽音楽コンサート。

芸能発表では 9 部による
ステージパフォーマンスを
行った。また町内の中学校
のブラスバンド部による演
奏、12月 1 日には軽音楽
部によるコンサートで芸術
祭を締め括った。展示部門
においては、 8 部の会員に
よる作品及び、一般応募作
品、町内の幼・保育園児、
小・中学校の園児、児童、
生徒の作品も展示された。
将棋、囲碁は一般参加者を
募っての対局を行い、特に
将棋では子供たちも多く参
加していた。茶道部による
呈茶も行われ終日茶を楽し
む来場者で賑わっていた。

境川町文化祭

11月 2 日㈯〜 3 日（日・祝）
境川総合会館　境川スポー
ツセンター体育館
出演者数：105名
出品者数：388名
作品点数：598点
来場者数：630名
作品展示、芸能発表。
展示部門においては、町内
の小・中学校の園児、児童、
生徒の作品も展示された。
囲碁大会・将棋大会、お茶
会や体験コーナーも行わ
れ、来場者は楽しく参加し
ていた。芸能発表では姉妹
都市である胎内市の板額会
の「板額御前物語」の演劇
発表もあり、大変賑わった。

一宮町文化祭

11月 2 日㈯〜 3 日（日・祝）
いちのみや桃の里ふれあい
文化館・いちのみや桃の里
ふれあいスポーツ公園体育
館
出演者数：149名
出品者数：1,117名
作品点数：1,404点
来場者数：1,890名
作品展示、芸能発表。
展示部門では、日常活動を
している部を中心に15部
門の展示があった。日頃の
精進の様子がうかがわれ
る、見学者をうならせる素
晴らしい展示内容であっ
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た。また、囲碁大会・将棋
大会、お茶会や体験コーナ
ーも行われ、参加者は楽し
く参加していた。芸能発表
では、各部や中学校吹奏楽
部の発表があった。太鼓・
舞踊・コーラス・楽器演奏
・朗読・和歌囃子・ソシア
ルダンスなど、何れも観客
を楽しませる充実した発表
であった。

春日居町文化祭

10月26日㈯〜27日㈰
春日居あぐり情報ステーシ
ョン
出演者数：151名
出品者数：187名
作品点数：209点
来場者数：656名
作品展示、芸能発表。
作品展示のみならず、ステ
ージにおいても12の部で
42ステージの発表があり、
今までの練習の成果が伺え
るような発表だった。尚、
地域の子どもたちによる生
け花体験も開催され、完成
した作品を見ると子ども感
性の良さを感じた。また、
二日目（27日）は釈迦堂
遺跡博物館副館長様による
文化講演会と笛吹高校の翆
檪太鼓による特別コンサー
トがあり、ハイビジョンホ
ールに入りきれないほどの
人が集まり、評判も良かっ
た。

上野原市
第45回上野原市民文化
祭

11月 2 日㈮〜 4 日（月・休
日）
上野原市文化ホール
出演者数：200名
出品者数：400名
作品点数：500点
来場者数：2,000名
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。
展示部門では文化協会所属
の 9 団体の他、一般参加、
小学生、中学生が参加した。
舞台部門では第 7 回吹奏

楽フェスティバルが盛大に
行われたのが特筆される。

上野原市写真展

6 月 3 日㈪〜10日㈪
上野原市役所
出品者数：16名
作品点数：64点
来場者数：500名
市内写真クラブの展示。
上野原写真クラブ所属の会
員16名、各員 4 点ずつ合
計64点を展示した。

上野原市写真展

10月21日㈪〜10月28日㈪
上野原市役所
出品者数：16名
作品点数：64点
来場者数：500名
市内写真クラブの展示。
上野原写真クラブ所属の会
員16名、各員 4 点ずつ合
計64点を展示した。

第10回りんどうの里美
術展

6 月 3 日㈪〜10日㈪
上野原市役所
出品者数：20名
作品点数：60点
来場者数：400名
美術工芸作品の展示。
展示室 2 では書の他に企
画展を行い大前雄彦氏の日
本画10点を展示した。展
示室 3 では洋画30点を展
示した。

第11回りんどうの里美
術展

10月21日㈪〜10月28日㈪
上野原市役所
出品者数：23名
作品点数：50点
来場者数：400名
美術工芸作品の展示。
通常展を行い展示室 2 で
は書及び工芸、展示室 3 で
は洋画を展示した。

甲州市
甲州市文化祭（塩山会
場）

11月 1 日㈮〜 3 日（日・祝）

※将棋大会：11月10日㈰
甲州市民文化会館
出演者数：179名
出品者数：2,096名
作品点数：2,277点
来場者数：432名
展示、芸能発表、茶会、将
棋大会。
文化協会や一般の方の作品
展示や地区小中学生の絵画
・書道作品、園児の似顔絵
を展示した。
11月 3 日：芸能発表会、
茶会
11月10日：将棋大会（参
加者27人）

甲州市文化祭（勝沼会
場）

11月 2 日㈯〜 4 日（月・休
日）
勝沼市民会館
出演者数：83名
出品者数：455名
作品点数：756点
来場者数：538名
展示、芸能発表。
一般展示観覧者数（芳名帳
記入者）：215名
芸能発表会出演団体数： 9
団体

甲州市文化祭（大和会
場）

11月 1 日㈮〜 3 日（日・祝）
大和ふるさと会館
出演者数：51名
出品者数：168名
作品点数：199点
来場者数：112名
展示、芸能発表。

中央市

第14回中央市文化祭

10月26日㈯〜27日㈰
中央市立玉穂総合会館
出演者数：200名
出品者数：264名
作品点数：550点
来場者数：706名
文化展・芸能発表会・囲碁
将棋大会・健康マージャン
大会・茶会・ダンスパーテ
ィーが行われた。会員の日
ごろの練習の成果が充分に
発揮された発表だった。

市川三郷町

三珠地区文化協会文化祭

11月 2 日㈯〜 4 日（月・休
日）
三珠総合福祉センター
出演者数：104名
出品者数：40名
作品点数：50点
来場者数：100名
作品展・芸能発表。

市川大門地区文化協会文
化祭

11月 2 日㈯〜 4 日（月・休
日）
市川三郷町役場本庁舎
出品者数：58名
作品点数：70点
来場者数：100名
作品展。

市川大門地区文化協会　
芸能フェスティバル

11月 2 日㈯
市川大門上地区公民館
出演者数：22名
来場者数：30名
芸能発表。

六郷地区文化協会文化祭

11月 1 日㈮〜 3 日（日・祝）
六郷町民会館
出演者数：78名
出品者数：210名
作品点数：380点
来場者数：330名
作品展・芸能発表。

市川三郷町ふるさと秋祭
り

11月 2 日㈯
六郷小学校校庭ほか
出演者数：138名
来場者数：3,000名
地場産業物産展、芸能発表
ほか。

早川町

早川町文化祭

11月 3 日（日・祝）
早川町民会館　早川町民体
育館
出演者数：104名
出品者数：341名
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作品点数：214点
来場者数：300名
各種表彰・芸能発表・作品
展示、早川町文化・福祉・
健康まつりとしても開催。
午前部に福祉と健康の催し
を行い、午後から舞踊・詩
吟・朗読・太鼓等の芸能発
表を行った。

身延町
第10回身延町総合文化
祭「芸能発表会」

10月20日㈰
身延町総合文化会館
出演者数：185名
来場者数：約100名
町内在住の個人・団体によ
る芸能発表、茶道部による
お茶の会、囲碁部主催の囲
碁大会。
町文化協会所属団体をはじ
め、町内在住者による日頃
の活動の成果を発表する場
として、琴の演奏や太鼓、
舞踊など様々なジャンルの
演出を楽しんでいただいた。

第10回身延町総合文化
祭「文化文芸作品展示
会」

12月 7 日㈯〜15日㈰
なかとみ現代工芸美術館
出品者数：895名
作品点数：895点
来場者数：約600名
町内の保育園・小中学校・
文化団体・個人の制作した
作品の展示。
町文化協会所属団体をはじ
め、町内小中学生やデイサ
ービス利用者の方の作品な
ど、約900点が装飾され観
覧者に楽しんでいただい
た。中でも西嶋和紙祭りで
開催される高校生による書
道パフォーマンス作品には
圧倒された。

南部町
南部町民文化祭芸能発表
会

11月 3 日（日・祝）
南部町文化ホール
出演者数：250名
来場者数：409名

芸能発表会。

南部町民文化祭展示発表
会

11月 8 日㈮〜10日㈰
南部町活性化センター
出品者数：740名
作品点数：1,877点
来場者数：861名
展示発表会。

富士川町
第10回富士川町民文化
祭　芸能フェスティバル

2 月 9 日㈰
富士川町ますほ文化ホール
出演者数：336名
来場者数：約300名
昨年まで 2 日間にわたり
舞台芸能、音楽部門に分け
て発表会を行ってきたが、
富士川町町制10周年記念、
富士川町文化協会創立10
周年記念として舞台芸能、
音楽部門を分けずに 1 日
で開催した。舞台芸能部門
は日踊、フラダンス、フラ
メンコ、詩吟、民俗芸能、
朗読。音楽部門は合唱、箏、
マンドリン、大正琴、オカ
リナ、洋楽器の演奏等が行
われた。

第10回富士川町民文化
祭　文化展

11月16日㈯〜18日㈪
富士川町民会館
出品者数：644名
作品点数：1,198点
来場者数：486名
町文化協会所属団体、児童
生徒、一般団体及び個人の
作品の展示。茶席を同時開
催する。
文化協会所属の会員の作品
はもとより、町内の小中学
校児童生徒、書道塾の児童
生徒、高齢者デイサービス
通所者、個人参加者の作品
を展示した。また、文化協
会所属 2 団体による茶席
を 2 日間開催し、200人を
超える来場者があった。

第7回富士川町太鼓フェ
スティバル

10月28日㈰

富士川町ますほ文化ホール
来場者数：300名
県内外の太鼓団体による発
表。
町内外の団体が参加。各団
体の太鼓披露は観客を魅了
し、会場全体が飲み込まれ
るような迫力があった。

山車巡行祭り

11月 4 日（月・休日）
富士川町内旧国道52号
来場者数：50,000名
富士川町指定文化財 4 基
の山車が町内県道を巡行す
る。同時に町文化協会所属
の芸能団体による発表。
メインステージと路上ステ
ージの 2 つに分かれて実
施。町内の太鼓・ダンスな
どの団体が祭りを盛り上げ
るため、多くの観客の前で
演技を行った。

昭和町

昭和町文化祭

10月11日㈮〜14日（月・祝）
昭和町総合会館
※台風19号の影響により
中止。

道志村
第10回　やまゆりセン
ター祭り

10月31日㈭〜11月 4 日（月
・休日）
水源の郷やまゆりセンター
出演者数：40名
出品者数：37名
作品点数：約300点
来場者数：
　展示の部　110名
　芸能の部　227名
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。
芸能の部に中学生バンドが
出演してかつてない賑わい
があった。

西桂町

西桂町民文化祭

11月 3 日（日・祝）〜 4 日
（月・休日）
西桂町まちづくり交流セン
ター　きずな未来館
出演者数：119名
出品者数：236名
作品点数：472点
来場者数：544名
作品展示、発表会。

忍野村

忍野村民文化祭

10月26日㈯〜27日㈰
忍野村民ふれあいホール
出演者数：227名
出品者数：135名
作品点数：120点
来場者数：500名
展示・発表の部。
発表の部では日本舞踊、ダ
ンス、詩吟、和歌朗詠、楽
器演奏などが披露された。
また展示の部では習字、絵
画、生け花、ちぎり絵、盆
栽など様々な種類の展示が
あった。

山中湖村

山中湖村文化祭

・作品展示
11月 1 日㈮〜 4 日（月・休
日）

・式典・芸能発表
11月 1 日㈮
山中湖村公民館
出演者数：12名
出品者数：29名
作品点数：857点
来場者数：263名
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44回文化まつ
り

2 月15日㈯〜16日㈰
鳴沢村総合センター
出演者数：45名
出品者数：550名
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作品点数：700点
来場者数：300名
たっしゃまつり（福祉保健
課による健康関連の祭り）
との合同祭。
出展作品の展示・表彰、各
種出演者による演芸の披露。

富士河口湖町
第16回富士河口湖町文
化祭

11月 1 日㈮〜 3 日（日・祝）
勝山ふれあいセンター
出演者数：212名
出品者数：222名
作品点数：222点
来場者数：738名
記念式典、展示発表、芸能
発表、お茶席、憩いの広場、
記念講演。

小菅村

小菅村ミニ文化祭

10月28日㈪〜11月 6 日㈬
小菅村中央公民館
出品者数：個人 6 名
　　　　　団体12名
作品点数：221点
来場者数：150名
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。
村内から集められた作品を
小菅村中央公民館に展示し
た。例年出展していただい
ている皆様の作品と新たに
出展してくださった方々も
加わり150名と多くの方に
ご来場いただいた。

丹波山村
第29回フォトコンテス
ト丹波百景

7 月10日㈬〜 8 月10日㈯
（募集期間）
村内（撮影場所）
出品者数：43名
作品点数：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。
フォトコンテスト丹波百景
にて応募された作品は、
10月30日〜11月 2 日の間、
東京都日の出イオンモール
にて写真展を開催し、 4 日
間で来場者は288人だった。

※市町村文化イベントの一部について、
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止したイベントもございます。
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