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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。 令和4年9月1日現在
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民謡民舞部門

扇寿  希洋友
　本年度 7月 8 日に、大月市にある県立やまびこ支援学校
へ訪問し、全国各地の民踊の鑑賞と地元大月市の民踊を共
に踊って体験していただきました。
　第一部では、山梨県の「武田節」をはじめ、「黒田節」「そ
うらん節」「花笠音頭」「安来節」を鑑賞してもらい、生徒の
アンコールで最後に「祝い目出度」を踊りました。
生徒の皆さんは、指導者派遣事業の前に、授業中これらの
民謡のお勉強をしており、音源を聞いてリズムを体感した
り、どうやって民謡が出来たのかなど、とても興味を持って
いたそうです。
　第二部では、地元大月市の「令和・大月音頭」をカスタ
ネットを付けて、生徒の皆さんと共に楽しく踊りました。
初めは、戸惑いながらも輪の中に入って、私達の真似をし
ながら足を動かし、カスタネットを鳴らしながら、段 と々生
徒の顔にも笑顔が湧き出てきました。下半身に障害をかか
えている生徒も必死に上半身を動かし、共にリズムをとって
いる姿がとても印象深く心に焼き付いています。
　終演後に、生徒からの感想発表があり、「武田節」や「黒田

節」が格好良かった。「花笠音頭」が賑やかで良かった。アン
コールの「祝い目出度」がお座敷踊りで、男の先生が女踊り
をしたことがすごい。などと言った感想をいただきました。
　指導者派遣事業を行って私が感じたことは、日本民踊と
いう文化にふれて、障害を持った人、そうでない人、皆が輪
になり共に手をつなぎ楽しく、笑顔になれるということを実
感いたしました。
　日本民踊という、素晴らしい文化をこれからも、より多く
の人に伝承していきたいと思います。

藝文
やまなし
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合　唱

ハンドクラフト

書　道

令和4年 9月 4日（日）

令和4年10月22日（土）

令和4年10月30日（日）

令和5年 2月23日（木・祝）

山梨県立やまなし地域づくり交流センター 多目的ホール

YCC県民文化ホール リハーサル室

山梨県立美術館講堂

APIO本館3階 孔雀の間

音楽

合唱

ハンドクラフト

太鼓

邦楽

民謡民舞

朗読

フラワーデザイン
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部門 公演団体 実施日 実施校

部門名 実施日 場　所

部　門

太　鼓

演　劇

演　劇

太　鼓

太　鼓

邦　楽

太鼓公演

演劇公演

指導者派遣事業指導者派遣事業指導者派遣事業指導者派遣事業指導者派遣事業指導者派遣事業
県民の芸術文化活動を支援し、芸術文化の振興を図るため、
学校等へ指導者を派遣しています。

山梨芸術劇場山梨芸術劇場山梨芸術劇場山梨芸術劇場山梨芸術劇場山梨芸術劇場
舞台芸術を鑑賞する機会の少ない地域に協会傘下の団体を派遣し、
生の演奏・演技に触れることで舞台芸術に対する理解を深め、視野を広げていきます。

芸術文化講習会芸術文化講習会芸術文化講習会芸術文化講習会芸術文化講習会芸術文化講習会
会員のさらなる研鑽・技術向上のための講習会です。

イベント紹介イベント紹介イベント紹介イベント紹介イベント紹介
会員の活動をホームページで 紹介しています。詳しくはこちら
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ハルモニア　ブラス　クインテット　　二口恵輔
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令和5年 2月 3日（金）



中央市立玉穂南小学校
山梨市立日川小学校
富士川町立鰍沢中学校
笛吹市立石和北小学校
甲府市立新田小学校
甲府市立善誘館小学校
身延町立身延中学校

山梨県立わかば支援学校

甲州市立玉宮小学校

甲府市立甲府東小学校
中央市教育委員会
山梨県立甲府支援学校
笛吹市立御坂東小学校

中央市立田富南小学校
中央市立玉穂中学校
市川三郷町立市川中学校

北杜市立高根西小学校
北杜市立長坂中学校
身延町立身延清稜小学校
大月市立七保小学校
山梨県立富士北陵高校
都留文科大学附属小学校
中央市立玉穂南小学校
山梨県立かえで支援学校
山梨県立甲府支援学校
山梨県立甲府支援学校

北杜市立長坂中学校
山梨県立やまびこ支援学校
山梨県立かえで支援学校

中央市立豊富小学校
山梨県立日川高等学校

北杜市立高根東小学校
山梨県立甲府支援学校
山梨県立甲府支援学校

和太鼓 天野会

劇団やまなみ

劇団やまなみ

和太鼓 天野会

和太鼓 天野会

山梨三曲連盟

洋　舞

合　唱

ハンドクラフト

書　道

令和4年 9月 4日（日）

令和4年10月22日（土）

令和4年10月30日（日）

令和5年 2月23日（木・祝）

山梨県立やまなし地域づくり交流センター 多目的ホール

YCC県民文化ホール リハーサル室

山梨県立美術館講堂

APIO本館3階 孔雀の間

音楽

合唱

ハンドクラフト

太鼓

邦楽

民謡民舞

朗読

フラワーデザイン

書道

部門 公演団体 実施日 実施校

部門名 実施日 場　所

部　門

太　鼓

演　劇

演　劇

太　鼓

太　鼓

邦　楽

太鼓公演

演劇公演

指導者派遣事業指導者派遣事業指導者派遣事業指導者派遣事業指導者派遣事業指導者派遣事業
県民の芸術文化活動を支援し、芸術文化の振興を図るため、
学校等へ指導者を派遣しています。

山梨芸術劇場山梨芸術劇場山梨芸術劇場山梨芸術劇場山梨芸術劇場山梨芸術劇場
舞台芸術を鑑賞する機会の少ない地域に協会傘下の団体を派遣し、
生の演奏・演技に触れることで舞台芸術に対する理解を深め、視野を広げていきます。

芸術文化講習会芸術文化講習会芸術文化講習会芸術文化講習会芸術文化講習会芸術文化講習会
会員のさらなる研鑽・技術向上のための講習会です。

イベント紹介イベント紹介イベント紹介イベント紹介イベント紹介
会員の活動をホームページで 紹介しています。詳しくはこちら

指導者実施校・団体

鈴木　石蹤
武井　由苑
鈴木　石蹤
雨宮　春聲
矢崎　美咲
大橋　洋之
笠井　魚山

安達　良枝

小島　照美

ハルモニア　ブラス　クインテット　　二口恵輔
ハルモニア　ブラス　クインテット　　二口恵輔
アンサンブル・デルフィーネ　村井　功
甲府室内合奏団　宮川忠生

落合 節子
落合 節子
落合 節子

山梨三曲連盟
雨宮　洋子
雨宮　洋子
石井　永子
石井　永子
石井　永子
郷　操美鳳
山梨三曲連盟
山梨三曲連盟
雨宮　洋子

藤田　淳三
扇寿　希洋友
藤田　淳三

永田 京子
永田 京子

和太鼓　天野会
紅富士太鼓
和太鼓　天野会

小菅村立小菅中学校

北杜市立高根東小学校

甲州市立神金小学校

笛吹市立石和北小学校

富士吉田市立下吉田第二小学校

丹波山村立丹波小学校

令和4年 6月29日（水）

令和4年10月 7日（金）

令和4年10月20日（木）

令和4年11月11日（金）

令和4年11月17日（木）

令和5年 2月 3日（金）



本年度の事業紹介
指導者派遣事業

山梨芸術劇場

芸術文化講習会

イベント紹介

指導者派遣  公演団体の声

賛助会員の紹介

CONTENTSCONTENTS

検索

山梨県　観光文化部
文化振興・文化財課

〒400-8501　甲府市丸の内 1-6-1　

TEL  055-223-1797

FAX 055-223-1793

http://yamanashi-geibun.net

事務局

賛助会員の紹介賛助会員の紹介賛助会員の紹介賛助会員の紹介賛助会員の紹介賛助会員の紹介
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。 令和4年9月1日現在

指導者派遣事業　公演団体の声指導者派遣事業　公演団体の声指導者派遣事業　公演団体の声指導者派遣事業　公演団体の声指導者派遣事業　公演団体の声指導者派遣事業　公演団体の声指導者派遣事業　公演団体の声
民謡民舞部門

扇寿  希洋友
　本年度 7月 8 日に、大月市にある県立やまびこ支援学校
へ訪問し、全国各地の民踊の鑑賞と地元大月市の民踊を共
に踊って体験していただきました。
　第一部では、山梨県の「武田節」をはじめ、「黒田節」「そ
うらん節」「花笠音頭」「安来節」を鑑賞してもらい、生徒の
アンコールで最後に「祝い目出度」を踊りました。
生徒の皆さんは、指導者派遣事業の前に、授業中これらの
民謡のお勉強をしており、音源を聞いてリズムを体感した
り、どうやって民謡が出来たのかなど、とても興味を持って
いたそうです。
　第二部では、地元大月市の「令和・大月音頭」をカスタ
ネットを付けて、生徒の皆さんと共に楽しく踊りました。
初めは、戸惑いながらも輪の中に入って、私達の真似をし
ながら足を動かし、カスタネットを鳴らしながら、段 と々生
徒の顔にも笑顔が湧き出てきました。下半身に障害をかか
えている生徒も必死に上半身を動かし、共にリズムをとって
いる姿がとても印象深く心に焼き付いています。
　終演後に、生徒からの感想発表があり、「武田節」や「黒田

節」が格好良かった。「花笠音頭」が賑やかで良かった。アン
コールの「祝い目出度」がお座敷踊りで、男の先生が女踊り
をしたことがすごい。などと言った感想をいただきました。
　指導者派遣事業を行って私が感じたことは、日本民踊と
いう文化にふれて、障害を持った人、そうでない人、皆が輪
になり共に手をつなぎ楽しく、笑顔になれるということを実
感いたしました。
　日本民踊という、素晴らしい文化をこれからも、より多く
の人に伝承していきたいと思います。

藝文
やまなし

山梨県芸術文化協会情報誌

令和4年10月号

Vol.47

和楽器専門




