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山梨県芸術文化協会会長　野 口　英 一
　国際紛争や痛ましい事件が後を絶たないこの現代社会で、「こころの
ありよう」を見つめ直してもらおうという文化イベントがこの 2 月、
山梨県内で開かれました。参加者は 4歳から 91歳までと幅広く、総勢
1万人。すべての参加者が「主役」として、稽古の成果を示そうと集中
して本番に臨みました。
　このイベントは 2 月 7 日の県内 52 会場等でおこなわれた山日YBS
席書き大会（山梨日日新聞社・山梨放送・山日YBS席書き大会運営委
員会主催）です。第 76 回大会となった今年は、「こころ」を基調テー

マに「とも」（幼児）、「なかま」（小 1）、「健全な心」（小 5）、「和気致祥」（中 3）、「春風駘蕩」（高校）、
「陽春布徳澤」（一般、漢字A）など、世代に応じた課題をしたためました。
　昭和 11（ 1936 ）年に「第 1 回県下児童書き初め大会」として産声を上げた大会。戦後の昭和
21（ 1946 ）年から 5年間の中断を経て昭和 26（ 1951 ）年に再開し、名称を変更しながら現在に
至っています。席書き大会として有数の歴史を誇る一方、前回大会から東京、長野、沖縄などの県外
会場を設ける新たなチャレンジもしています。もちろん、基調テーマの検討から準備、申込の受け付
け、会場の設営、審査、表彰式まで、当協会書道部門の先生方のお支えがあってこそ続いている大会
であることは言うまでもありません。
　伝統の書道界も、近年は高校生による「書道パフォーマンス」が一つの競技として定着したり、書
道部を題材にした漫画「とめはねっ！鈴里高校書道部」が人気を呼んだりしています。こうした新し
い風が、日本文化の一つである書道に幼少期から親しみ、理解を深める一助になれば素晴らしいこと
です。山日YBS席書き大会も、県民が書に親しむ機会として末長く継続していくことを願っています。
　さて、当協会は発足から 18年目を迎えます。山梨芸術劇場、指導者派遣事業といった普及活動や、
やまなし県民文化祭、各団体による創作・発表活動を軸に、山梨の芸術文化の振興に地道に取り組ん
でいるところです。「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」という設立の原点を忘れることなく、各部門が手を携えて芸術文化を盛り上げていきたいと考
えております。
　それに向けて懸念されるのは人口減少に伴う指導者の減少、芸術文化活動を行う人々のすそ野の縮
小です。山梨でも芸術文化の第
一人者、指導者の高齢化が進ん
でいます。これまで以上に、若
い世代に芸術文化の輪に加わっ
てもらうことが重要です。積極
的に若者に声をかけ、芸術文化
協会に参画していただき、持続
可能な活動としていきましょう。
　会員の皆様におかれまして
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 28年 3月 6日（日）、「鯱の目　炎上〜甲府城に燃えた恋〜」
のタイトルで実施されました。今年度は芸術文化協会の発表・展示
部会の協力も得て、ひとつひとつにできるだけ本物を取り入れる試
みをし、約 800名の来場のもと、盛大に開催されました。

　県立図書館イベントスペースで、平成 27年 11月 19日（木）〜 23日（月・祝）に開催されました。
5日間の会期中に 1,706 名の来場がありました。「いろいろなジャンルの作品があって良かった」「ど
れも見応えのある作品で楽しめた」など、県内作家の作品を楽しんでいただけた様子のご意見を多数
お寄せいただきました。

　発表・展示・舞台の各部門が部門別フェスティバルを開催しまし
た。国民文化祭をきっかけに開始したギャラリートークを継続実施
する部門や、担い手育成・裾野拡大を図る参加促進事業で工夫を凝
らした事業を実施する部門など、活発な活動がありました。

第15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
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　平成27年度に、当協会会員で「県政功績者表彰」「山梨県文化賞 文化功労者賞」「山梨県文化賞 奨
励賞」を受賞された方々を、喜びの声とともにご紹介致します。

県 政 功 績 者 表 彰 　県政功績者表彰を受賞して� 齊藤　武士

　この度の平成 27年度県政功績者表彰の栄に浴しまして、深く感謝申し上げます。
　教育文化の領域での表彰とのことに、私自身の創作活動と共に振り返ってみると、県芸術祭、県
民文化祭、県立美術館協議会、県芸術文化協会、そして山梨美術協会の活動が県の文化・芸術に少
しばかりのお役に立てたことは、私の創作活動と共に私自身のライフワークでもありました。美し
い山梨の地で創作活動と共に続けてこられたことは誠に幸せなことと思います。県民文化祭に於い
ても若い人達の参加がみられ、新図書館の開館後、県立美術館と共に、展示、発表の拠点となり大
いに期待されるところです。版画に於いても自らがよい仕事をしてゆくことが、後進に少しでもお
役に立てればと、今回の受賞は、なお一層精進努力せよ、との励ましと心しております。

山梨県文化賞　文 化 功 労 者 賞 　可能性を伸ばす� 平野　廣海

　この度、平成 27年度山梨県文化賞文化功労者賞受賞の栄に浴し、深く感謝申し上げます。昭和
36 年白州中学校に採用後、明見中、大月東中、富浜中など 37 年間にわたり常に生徒達に言い続
けた言葉「出来ないのではなくやらないからだ」。私の吹奏楽活動を通して多くの生徒達は、山梨
県内は勿論、関東地区、全日本吹奏楽界に大きな目標を与えるまでに成長しました。県内片隅の何
の素地もない地域に於いて、生徒達はただひたすら自身の中に眠る可能性に向かって努力しまし
た。この生徒と共に私自身も更に向上をと内地留学し、生徒の前に立つ責任の重さを受け止め関東
地区一位の成績で全国大会に出場 14回。金賞、銀賞、銅賞などの実績を積み重ねることが出来ま
した。この度の受賞を機に、多くの学校音楽に関わる皆様方と共に、山梨県音楽教育の発展に尚一
層の努力をと思います。

山梨県文化賞　奨励賞（ 美　術 ） 　文化賞奨励賞を受賞して� 吉田　光男（光雄）

　この度は、思いがけず文化賞奨励賞を頂き、深く感謝いたしております。私、これからも山梨の文化
向上に極めて微力ながらお役に立つ場面があれば、惜しみなくその微力で協力いたしていきたいと思っ
ています。
　私は、絵画制作の道に踏み込んで 40年余、山梨にアトリエを構え 30年余、今だ、この道の奥深さ
に迷昧を余儀なくされております。この度の尊い受賞と、山梨の溢れんばかりの豊かな自然の中で絵画
制作できる幸せを糧に、いまだ目指すべき彼方のおのれ自身の混沌の最中で、先人が築いてきたこの道
の深遠な迷宮の領域に少しでも近づいていくべく、日々遅鈍ながら精進いたしていきたいと思っており
ます。
　改めまして賞を頂き有難うございました。

山梨県文化賞　奨励賞（ 書　道 ） 　文化賞奨励賞を受賞して� 原藤　み咲（香華）

　この度は文化賞奨励賞受賞の栄に浴し、感無量、感激一入でございます。
　誠にありがとうございました。
　これも書道部門長の鈴木石蹤先生のお力添えと、山梨県書道会の諸先生方、又今は亡き荒井碧堂先生
のご指導のお陰と、心から感謝申し上げます。
　山梨県は、書道に不可欠な和紙と硯の産地であり、東京にも近く中央での勉強には恵まれていると思
います。この地の利を無駄にすることなく、これからも「白の中の黒、黒の中の白」を、追い求めてま
いる所存でございます。
　さらに本県文化の向上と、書道会の発展のために微力ではございますが力を尽くしてまいりたいと思
います。

山梨県文化賞奨励賞　受賞者

県政功績者表彰、山梨県文化賞文化功労者賞 受賞者
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山梨県文化賞　奨励賞（ 写　真 ） 　文化賞奨励賞を受賞して� 藤原（小俣）静男

　この度は、このような栄えある賞をいただき身に余る光栄です。心から感謝申し上げます。
　山梨県写真団体連絡協議会に加入している各クラブの皆様のご指導とご支援による賜物と、誠にあり
がたく思っています。
　各種事業の展開におかれましても、よき先輩や同僚のもとで、楽しく、有意義な取り組みができました。
　今後も微力ではありますが、写真団体連絡協議会を核とした、山梨の写真文化の向上発展に努力する
所存です。

山梨県文化賞　奨励賞（ 華　道 ） 　文化賞奨励賞を受賞して� 𠮷岡　幸子（幸曵）

　この度は文化賞奨励賞を頂き、まことに光栄なことと深く感謝しております。
　県華道協会の鶴田一杳会長を始め、各先生方の、御支援の賜と厚く御礼申し上げます。
　この賞を糧に尚一層の精進と努力を続けながら、又、伝統文化のいけ花を守るだけではなく、今の社
会にどのように生かしていくか、そして、次世代の育成に微力ではございますがお役に立つことが出来
たならと思っております。ありがとうございました。

山梨県文化賞　奨励賞（ 邦　楽 ） 　尺八に魅せられて� 村田　　守（如仙）

　尺八の音は感情に直接触れてくるような気がして、しかも竹の姿そのものの魅力に引きこまれたの
は、30代の後半でした。晩学でしたが、手にしてからは尺八本来の音を求めてそれなりに頑張って来
ましたが、道なかばにして、気がつくと竹と向き合える時間も少なくなっていることに淋しさを感ずる
今日この頃です。そんな折、はからずも奨励賞を頂く栄に浴し、死ぬまで頑張れと言う励ましを頂いた
と心してこれからも微力をつくして参りたいと思います。尺八も含め邦楽界は後継者も少なく、楽器
を製作する職人や楽譜を印刷する組織など、関連するもの全てが今までの輝きを失う時代に入っていま
す。伝統文化のありようが問われていることに深く思いをよせています。

山梨県文化賞　奨励賞（ 洋　舞 ） 　手を携えて生きる� 川本（平林）美奈子

　この度文化賞奨励賞を頂いたことが、様々なことを考え直す大きな機会となりました。
　幼い頃より導いて下さっています先生方、惜しみなく御自身の持っていらっしゃるスキルを言葉で体
で伝えて下さる他部門の先輩方に心より感謝申し上げます。
　洋舞文化を通しての地域社会への御恩返し、周りの方々と共に学び、創り上げながら、手を携えて生
きることを指針とし更に精進致します。

山梨県文化賞　奨励賞（吟剣詩舞） 　文化賞奨励賞を受賞して� 矢崎　　隆（吼隆）

　新聞発表の後、多くの皆様からお祝いの言葉をいただき、反響の大きさとこの賞の重さに恐縮してお
ります。
　若いときに詩吟に出会い、以来諸先生や先輩、仲間の皆様に助けられ、楽しく吟道を歩んで参りました。
　役員を務めさせていただいて、各種の事業に微力ながら参画してきたことがこのように評価され、身
に余る栄誉をいただきましたことを深く感謝しております。
　皆様のお陰で今の私があります。声の続く限りこの道を歩み、郷土山梨県の文化振興のために更に精
進し、ご恩に報いていきたいと思っております。

山梨県文化賞　奨励賞（ハンドクラフト） 　文化賞奨励賞を受賞して� 窪澤　三和

　この度は文化賞奨励賞を頂き、身に余る光栄と深く感謝申し上げます。
　やまなし県民文化祭ハンドクラフト部門に創設時から参加できたことを、うれしく思います。ハンド
クラフト＝手工芸。手の温もりがある作品。見る方々に感動を与えたい。その思いが、県内外で活躍さ
れている先生方を集めました。各団体の先生方が一丸となって励んできた成果が評価されたものと思っ
ております。
　先輩の先生方に多くのご指導、ご鞭撻をいただきながら、お役にたつことが出来ました。ありがとう
ございました。
　これからも、芸術文化活動の裾野拡大や連携強化に努力し、盛り上げていきたいと思います。
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日　　時	 平成28年 5月19日（木）
	 総　　　会：14：00〜 15：00
	 会員研修会：15：00〜 15：45（予定）
会　　場	 山梨県立文学館・研修室
� 甲府市貢川 1 ‒ 5 ‒ 35 　　TEL�055 ‒ 235 ‒ 8080

総会概要� ・平成 27年度　事業報告及び決算について
� ・平成 28年度　事業計画及び予算案について

会員研修会� 詳細が決まり次第、追ってご連絡致します。

　 1月に県より協力依頼のあった調査については、ご協力ありがとうございました。
　例年、当協会が県から受託実施しております「山梨芸術劇場」において、「体験」「鑑賞」に加え「学習」の機会を
提供できるか検討の参考とする調査でした。
　とりまとめの結果は、県から提供があったところで報告させていただく予定です。

※�誌面の都合により、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）
※�終了したイベントもありますが、活動の紹介の意味で掲載
しています
※�誌面の都合上、会員名簿記載順の掲載となっておりません

文　学　部　門
裸子
■「裸子」創刊68年・800号記念大会
日　時：平成 28年 4月 20日㈬　 10：00〜 15：30
場　所：下部温泉　下部ホテル
参加料：無料
内　容：�俳誌「玉藻」主宰の星野高士氏などをお招きし、記念式典・祝

賀会を実施
山梨県川柳協会
■川柳講座と交流句会
日　時：平成 28年 3月 13日㈰　 12：00〜 15：30（予定）
場　所：市川三郷町民会館
参加料：500円
内　容：�県内川柳に関する講座と県内川柳愛好者による合同句会

郭公
■郭公　山梨句会
日　時：平成 28年 3月 6日㈰　 12：30〜 15：00
場　所：山梨県立文学館　講堂
参加料：1,000 円（資料・作品集あり）
内　容：�第 2回郭公賞の表彰、募集俳句の入賞者表彰・講評を実施

いいだかずひこ
■自作詩朗読会
日　時：平成 28年 4月 3日㈰　 13：30〜 15：30
場　所：山梨県立文学館　研修室
参加料：無料
内　容：�詩作活動の一年を振り返り、自作詩を発表。文字表現をこえて

音声表現による効果も検討

書　道　部　門
山梨書道協會
■第51回夏季研究大会
日　時：平成 28年 8月 6日㈯〜 7日㈰　 9：00〜 17：00
場　所：富士吉田市立青少年センター「赤い屋根」
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
山梨県書道会
■第47回教育書道展
日　時：平成 28年 10月 28日㈮〜 30日㈰　 9：00〜 17：00
� ※初日は 13：00〜、最終日〜 16：00
場　所：山梨県立図書館　イベントスペース
入場料：無料
内　容：�幼児から高校生までの作品を公募・展示。山梨県の書道教育文

化の向上を図る

総会・会員研修会のお知らせ

文化芸術の体験・鑑賞・学習機会提供に関する調査へのご協力のお礼

いんふぉめーしょん　　会員活動紹介
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写　真　部　門
山梨県写真団体連絡協議会
■第15回山梨県写真団体連絡協議会合同展
日　時：平成 28年 7月 14日㈭〜 19日㈫　 9：00〜 17：00
� ※初日は 11：00〜
場　所：山梨県立美術館　県民ギャラリーA
入場料：無料
内　容：�加盟 26クラブの会員より選出された作品約 100点を展示し、

写真芸術・文化の普及、技術の向上を図る

美　術　部　門
白濤会
■第45回白濤会美術展
日　時：平成 28年 6月 5日㈰〜 10日㈮　 9：00〜 17：00
� ※ 6日㈪は休館日、最終日〜 16：00
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 62名と一般公募作品の展示

南アルプス美術協会
■第12回南アルプス美術協会展
日　時：平成 28年 4月 23日㈯〜 29日㈮　 9：00〜 17：00
� ※ 25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絵画展。油彩、水彩、鏝絵、約

50点を展示
青群美術会
■青群美術展
日　時：平成 28年 4月 2日㈯〜 8日㈮　 9：00〜 17：00
� ※ 4日㈪は休館日
場　所：山梨県立美術館　県民ギャラリーA
入場料：無料
内　容：青群美術会会員 16名の絵画の展示

青樹会
■第60回青樹会展
日　時：平成 28年 8月 9日㈫〜 15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：�青樹会員 14名による油彩作品を展示。60回記念画集も発行

峡北美術協会
■第70回記念峡北美術協会展
日　時：平成 28年 5月 7日㈯〜 13日㈮　※ 9日㈪は休館日
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 50 名による、油彩・水彩・日本画等の作品を展示。70

回記念図録も展覧会場に展示
山梨美術協会
■第79回山梨美術協会展（公募展）
日　時：平成 28年 7月 5日㈫〜 13日㈬　 9：00〜 17：00
� ※ 11日㈪は休館日、最終日〜 16：00
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：�山梨美術協会会員、準会員及び一般公募入選作品を展示

華　道　部　門
山梨県華道協会
■第24回山梨県華道協会展
日　時：平成 28年 4月 22日㈮〜 27日㈬　 10：00〜 19：00
場　所：岡島百貨店　 7階大催場
入場料：無料
内　容：�山梨県華道協会に加盟する流派の代表者と選抜会員の作品展

示。23日㈯、24日㈰は、同展覧会場内で「いけばな体験教室」
を実施予定

邦　楽　部　門
山梨三曲連合会
■山梨三曲連盟定期演奏会
日　時：平成 28年 5月 21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：山梨三曲連盟加盟の 13〜 14社中による演奏会

■山梨三曲協会定期演奏会
日　時：平成 28年 6月 5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：山梨三曲協会加盟の 12〜 13社中による演奏会

山梨県尺八協会
■第34回竹の和尺八演奏会
日　時：平成 28年 4月 16日㈯　 11：00〜 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を尺八が主体的に取り組み、邦楽の

普及発展のために開催
やまなし邦楽合奏団「響鳴」
■第9回定期演奏会〜花音の流れ〜
日　時：平成 28年 4月 10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、高校生以下無料
内　容：�朗読とのコラボレーション、切り絵を背景にした演奏など聴き

どころ多数。小・中・高校生の箏・尺八ワークショップ参加者
による演奏も実施

邦楽合奏団紅薔薇（べにそうび）
■第 8回邦楽合奏団紅薔薇（べにそうび）コンサート“邦楽の響き”
日　時：平成 28年 5月 28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
内　容：�琴・三絃・尺八による「北海民謡調」「二つの個性」「ディズニ

ーメドレー」他　の演奏

茶　道　部　門
山梨県茶道連合会、山梨県煎茶道連合会
■大茶会（県民文化祭）
日　時：平成 28年 10月 9日㈰　 10：00〜 15：00
場　所：ぴゅあ総合（男女共同参画推進センター）
入場料：1,200 円（ 6席）
内　容：�裏千家、表千家、有楽流、江戸千家、大日本茶道学会、煎茶道

の6流派が趣向をこらした茶席を用意し、おもてなし致します

朗　読　部　門
朗読・表現　さざなみの会
■さざなみ朗読館100回記念朗読会
日　時：平成 28年 9月 25日㈰　 13：30〜
場　所：甲府市立図書館　視聴覚ホール
入場料：無料
内　容：さざなみの会精鋭による朗読会

溝口朗読サークル　他（県民文化祭朗読部門）
■夏の朗読教室
日　時：平成 28年 8月 7日㈰　 10：00〜 16：00
場　所：山梨県立図書館　多目的ホール
参加費：無料
内　容：小・中・高校生とその家族を対象に朗読指導とミニ発表会を開催

萌木の会
■萌木の会　朗読発表会
日　時：平成 28年 10月 30日㈰　 13：00〜
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：市の文化祭での部員による朗読の発表

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：平成 28年 7月 16日㈯　 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
内　容：日頃のレッスンの成果を発表

ユミクラシックバレエスタジオ
■ユミクラシックバレエスタジオ2016年おさらい会
日　時：平成 28年 3月 26日㈯　 15：30開場、16：00開演
場　所：双葉ふれあい文化館
入場料：無料
内　容：昨年夏から 3月までの練習の成果を発表
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㈱ 印 傳 屋 上 原 勇 七 甲府市川田町アリア 201
㈲オズプリンティング 甲府市中央 3− 8− 10
㈱ 吉 字 屋 本 店 甲府市中央 4− 5− 29
Ｊ Ａ 山 梨 中 央 会 甲府市飯田 1− 1− 20
㈲ 田 中 楽 器 甲府市丸の内 3− 4− 4
伝匠舎　㈱石川工務所 甲州市塩山上於曽 1990
内 藤 楽 器 ㈱ 甲府市大里町 2195
博 友 社 印 刷 甲府市羽黒町 648 − 4
㈱ 早 野 組 甲府市東光寺 1− 4− 10
㈲ 表 現 社 西八代郡市川三郷町岩間 1405 − 2
み く に 画 材 店 甲府市武田 3− 7− 26

㈱ 明 桃 園 南アルプス市桃園 968
山 形 屋 琴 三 絃 店 甲府市朝日 5− 3− 10
（一社）山梨県労働者福祉協会 甲府市相生 2− 7− 17
山 梨 交 通 ㈱ 甲府市飯田 3− 2− 34
（公財）やまなし産業支援機構 甲府市大津町 2192 − 8
㈱ 山 梨 フ ジ カ ラ ー 中巨摩郡昭和町西条 356
㈱ 山 梨 日 日 新 聞 社 甲府市北口 2− 6− 10
㈱ 山 梨 文 化 会 館 甲府市北口 2− 6− 10
㈱ 山 梨 放 送 甲府市北口 2− 6− 10
㈱ ヨ ネ ヤ 甲府市丸の内 1− 14 − 6
連 合 山 梨 甲府市相生 2− 7− 17

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28年 3月 1日現在

音　楽　部　門
山梨交響楽団
■第43回定期演奏会
日　時：平成 28年 6月 26日㈰
� 13：00開場、14：00開演（指揮者によるプレトークあり）
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：�モーツァルト／交響曲第 41 番「ジュピター」、ラフマニノフ

／交響曲第 2番
　　　　指　揮：中田　延亮
　　　　ゲストコンサートマスター：永峰　高志

歌曲研究会「Bella	voce」
■語りと唄で奏でる日本の心
日　時：平成 28年 6月 5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（ワンドリンク付）
内　容：�同一の詩に複数の作曲家が付曲した歌曲を語りと共に披露し、表現

の違いを考察。味わいの違いを感じ楽しんでいただく研究発表会
アンサンブル・デルフィーネ
■富士川町ますほ文化ホール　ロビーコンサート　スイーツ・クラシック
日　時：平成 28年 3月 6日㈰　 14：00開演
場　所：富士川町ますほ文化ホール
入場料：1,000 円（スイーツ付）
内　容：�弦楽四重奏でクラシックやアニメソングなどを演奏するととも

に、富士川町内名店のスイーツを味わってもらう
南アルプス桃源交響楽団
■第40回記念演奏会
日　時：平成 28年 5月 22日㈰
� 13：00開場、13：15指揮者プレトーク、13：30開演
場　所：桃源文化会館　桃源ホール
入場料：一般　前売り 700円、当日 1,000 円
� 高校生以下　前売り 300円、当日 500円
内　容：�ビゼー／序曲「祖国」、交響曲ハ長調、歌劇「カルメン」より抜粋
　　　　指　揮：矢澤　定明
　　　　ソリスト：カルメン）田村由貴絵、ドン・ホセ）諏訪部匡司　他

今津初美
■創作オペラ「甲州日記　娘道中」（主催：ふじかわ文化倶楽部 代表 今津初美）
日　時：平成 28年 3月 19日㈯　 14：30開場、15：00開演
場　所：コラニー文化ホール　小ホール
入場料：前売り 3,500 円、当日 4,000 円（全席自由）
内　容：�国民文化祭・やまなし 2013で実施した朗読劇をオペラ化し、

江戸から甲府までの歌川広重の甲州道中を通して、山梨の自然
の中で繰り広げられる男女の気持ちを表す

依田雅子
■ピティナ・ピアノステップ
　（㈳全日本ピアノ指導者協会主催、甲府地区責任者　依田雅子）
日　時：平成 28年 5月 22日㈰　 9：30〜
場　所：内藤楽器　ハーモニーBOX
入場料：無料（参加者は級に応じて参加料を支払う）
内　容：�一般社団法人全日本ピアノ指導者協会によるアドバイス付きピ

アノコンサート。初歩から大学受験生、大人など、どなたでも
実力に見合った級を選択し演奏できる。講評は大学教授、ピア
ニスト、ピアノ指導者

吟剣詩舞部門
山梨県吟剣詩舞道総連盟
■第66回平成28年度全国吟剣詩舞コンクール山梨県大会
日　時：平成 28年 4月 17日㈰　 10：00〜 17：00
場　所：山梨県立文学館　講堂
入場料：無料
内　容：�日頃の研鑽の成果を発表し、県代表を選出するコンクール。吟

剣詩舞道の普及、技術向上等を図る
山梨県詩吟剣詩舞総連盟
■第66回詩吟剣詩舞コンクール山梨県大会
日　時：平成 28年 10月（予定）
場　所：山梨県立文学館（予定）
入場料：無料
内　容：合吟・剣詩舞など、各流派から選出された会員によるコンクール

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：平成 28年 11月（予定）
場　所：大月市民会館
入場料：無料
内　容：�紅富士太鼓結成 20周年の記念コンサート。紅富士太鼓の歴史

を振り返る

民謡民舞部門
山梨県舞踊研究会
■第21回山梨県舞踊研究会発表大会
日　時：平成 28年 4月 24日㈰　 10：00開場、10：30開演
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39回山梨県舞踊連盟舞踊発表大会
日　時：平成 28年 9月（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：県下所属団体が、流派・会派を問わず集い舞踊を発表

山梨県民踊舞踊連盟
■第41回民踊舞踊発表大会
日　時：平成 28年 4月 3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：�民踊・新舞踊・日本舞踊の全 67曲。会員の日頃の練習成果を

発表
山梨県民踊民舞研究会
■第5回ふるさとの民踊民舞研究会発表大会
日　時：平成 28年 5月 29日㈰　 10：00〜 16：30
場　所：甲府市総合市民会館　芸術ホール
入場料：無料
内　容：会員の日頃の練習成果を披露・発表

賛助会員の紹介
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