
貢川会場
甲府市貢川美術館通り一帯

甲府駅北口会場
甲府駅北口よっちゃばれ広場テント

《地域もアートフェスタに協力しています。》

貢川地区自治会連合会
貢川地区21世紀のまちづくり協議会

（加盟13自治会）

（加盟23団体）

●葦ランプ作り　9月7日（土）、8日（日）、15日（日）、
21日（土）22日（日）／14日（土）貢川小学校体育館
●午前9:30〜／午後13:30〜
●芸術の森公園 野外ステージ
●080-3402-7477（飯野）　
●甲府市貢川美術館通り一帯にて展示

環境・エコを考え市民参加で制作した葦ランプを期間
中設置しランプを灯して光の世界を楽しみます。

10月5日㊏〜
     24日㊍

「葦ランプ」作り　
「葦ランプ」の展示

●9:00〜17:00

●芸術の森公園さんさん広場

●貢川小学校児童作品

●アートフェスタ貢川事務局　055-226-0556

7月13日に貢川小学校で開催された、三世代ふれあ
い教室で描かれた作品の屋外展示です。家族で描い
た、元気あふれる板絵作品が並びます。

10月5日㊏〜
     24日㊍ 子どもアート展

●各店舗営業時間

作品展示店舗と作家名は、ボルボ・カーズ甲府（ミロ）、

日産プリンス山梨販売（アンディー・ウォーホール）、大

野屋（加山又造）、古麻樹（竹久夢二）、小作（畦地梅太

郎）、エコテック（藤田嗣治）、アップル車検美術館通り

店（草間彌生）。

10月5日㊏〜
     24日㊍

街なかウォーキング・ギャラリー
版画展

●甲府市貢川　芸術の小径

●出展:甲府西高校で美術の授業選択者

●甲府西高校（五味）055-228-5161

甲府西高校で美術の授業を選択している生徒の作品

約70点を貢川沿いの小径に展示します。今年のテー

マは「つながる」、川沿いを散歩がてらご覧ください。

10月5日㊏〜
     24日㊍ 甲府西高「つながる」展

●9:00〜17:00
●山梨県立美術館ギャラリーC
●関根悠一郎
●アートフェスタ貢川事務局　055-226-0556
●無料　
1999年、甲府市生まれ。現在、城南中学2年生。2歳
頃から創作を始める。10歳から山梨や東京近郊で個
展を開催。新聞、テレビなどに数々出演。すべての絵画
や立体作品は、純粋に自由に発想から生まれる。13歳
のパワー溢れる世界をご覧ください！

10月9日㊌〜
      14日㊊

13歳のアーティスト
関根悠一郎展

●10:00〜14:00

●貢川進徳幼稚園　たまごホール

●出展　貢川進徳幼稚園

●お問い合わせ 貢川進徳幼稚園 055-222-8982

家族で積み木遊びを楽しみましょう。赤いジュータン

の上で10,000個のつみ木が待っています。

10月 14日㊊ 楽つみ木広場

●10:00〜19:00

●有機村イベントスペース

●鍛冶工房上田　上田裕之

●自然食品有機村　055-222-1872

南アルプス市で鍛冶工房を営む上田裕之さんが火造
りに使う燃料の炭がら、刃身、柄、鞘に至るまで全て一
貫生産した本物の包丁や道具を展示いたします。

10月5日㊏〜
     12日㊏ 鍛冶工房上田「鉄の道具展」

●19:00開演（18:30開場）
●有機村イベントスペース
●woody mojar（ウッディ・モジャ）
●西山090-7948-7567・自然食品有機村055-222-1872
●入場料：1,500円（お茶とお菓子付き）
チャップマン・スティックと呼ばれる世界でも珍しい
10弦楽器を奏でるウッディ・モジャが、深い森のなか
にいるようなリラックスと瞑想的なインスピレーショ
ンをお届けします。

10月12日㊏ チャップマン・スティック演奏会

●13:00〜18:00（月・金・日 休廊）
●ハーモニー・2階ギャラリー
●写真家　脇田恵暢
●ハーモニー　080-2047-3822
●無料
ネパールの生活・歴史・風景等、ネパールを紹介する写
真展。ネパールの子供達のパネル展も同時開催する 
主催：ネパール・スルジェの会

10月1日㊋〜
     17日㊍ 写真展「神秘の国・ネパール」

●15:00〜16:30
●ハーモニー・2階ギャラリー（写真展会場）
●演奏：シンガーソングライター MOYA・佐野建太
　お話：バイデ・ヨゲス
●ハーモニー　080-2047-3822　
●入場料：500円
ピアノ弾き語りなどのコンサートとネパール人による
ネパールのお話会　　入場料はスルジェの会の現地
支援とあしなが育英会（日本）への寄付に充てる

10月5日㊏ チャリティーコンサート＆
ネパールのお話会

●11:00〜18:00（15日 休廊）
●三彩洞
●早川哲理
●三 彩 洞　055-226-8393
　早川哲理　055-254-2481
●無料
私の作品には、精神的なヴィジョンの獲得に因るも
のが多くあります。このヴィジョンを具現化する仕事
を続けておりますが、今回はその一部を発表いたし
ます。

10月12日㊏〜
       20日㊐ 早川哲理展—ヴィジョン—

●9:00〜15:00

●山梨中央銀行美術館前支店ロビー

●宮島富子

●山梨中央銀行美術館前支店　055-222-1381

花や静物など、地元で創作活動を続ける宮島富子さん

の作品を展示します。ゆっくりとご鑑賞ください。

10月7日㊊〜
     24日㊍ 宮島富子絵画展

●11:00〜17:00
●西沢絵画塾
●甲府支援学校・盲学校・かえで支援学校・茅工房・ハーバル
工房・キッズステーション・パステルクラブ・ホープスステイ
ション・ひまわり・ありがとう・とろっと・西沢絵画塾
●実行委員会　070-5541-2819　
●無料。製品の販売あり。
障がいのある人もない人もゆったりした時間の中で
アートな生活をたのしみましょう。毎日ワークショッ
プがあります。無料。

10月13日㊐
14日㊊、15日㊋

スローなアートと生活展
みんな一緒に

●10:00〜16:00（毎週火曜日 定休）

●ボルボ・カーズ甲府

●ちりめん村つきうさぎ、ぼっくりはうすほさか

●今村　080-6720-5254

心を込めて縫ったちりめんのうさぎや小もの、また木
の実で作ったリースやかわいい動物たち、そして手に
なじむ器の数々。秋の気配が感じられます。

10月5日㊏〜
     24日㊍ 秋の手づくり小もの展

●9：00〜18：00（毎週火曜日 定休）
●ボルボ・カーズ甲府
●伊藤美輝。1955年生まれ愛知県出身。笛吹市在住。
山梨学院短期大学勤務幼児・学童の造形活動支援・障
害者の造形活動支援・ユニバーサルデザインの活動と
ともに、絵画作品（ミクストメディア・ピエゾグラフ）の発
表をプラクシス展や個展などでおこなっている。
●伊藤　090-6717-2463　
●無料
2011年から2013年にかけて夜空をテーマに制作し
た作品10点を展示いたします。技法「ピエゾグラフ」

10月5日㊏〜
     18日㊎

伊藤美輝作品展星降る夜に
2013

●甲府市貢川

●参加:山梨エコユースフォーラム

マヨネーズの着ぐるみ姿のお掃除隊が今年もアート

フェスタにやってくる。エコ活動するマヨネーズが歩く

と、街はきれいに！！

フェスタ期間中
貢川に出没

「ゴミをなくそう！！
神出鬼没　マヨネーズ」

●アートフェスタ貢川事務局　055-226-0556　

芸術の小径に展示する作品を公募します。受付は10

月10日までとし、18日のファイナルの夕べにて発表し

ます。募集要項を配布しますのでお電話かメール

（npo@machibun.com）にてお申込みください。

10月5日㊏〜
     24日㊍ 「芸術の小径」展示作品募集

●10:00
●クリスタルミュージアム・テラス
●御坂出身の福島孝顕がリーダーを務めるユニット

「津軽三味線 魁山」・富竹中学校吹奏楽部
●アートフェスタ貢川事務局 055-226-0556
今年もアートフェスタは貢川会場と甲府駅北口よっ
ちゃばれ広場で開催されます。表現を大切にする方々
を応援し、アートな秋をお楽しみいただきます。

10月5日㊏ オープニング セレモニー

●清掃 8:00〜　錦鯉の放流 9:30〜

●貢川　新田橋の上流

●お問い合わせ　自治会長・斉藤　090-1618-4400

芸術の小道の清掃後、お子さんを中心に錦鯉を放流

します。どなたでも参加できますので、元気な錦鯉を

川に放流してください。

10月6日㊐ 貢川クリーン作戦と錦鯉の放流

●12:30〜13:30
●芸術の森公園・素心庵
●出演：甲府舞舞キッズクラブ
●花柳鶯清香：090-8815-7664
●無料
幼児から小学生のこども達による日本舞踊の発表会
です。皆様も一度は聞いたことのある童謡や唱歌、ま
た最近大人でも接する機会の少ない古典舞踊を、こど
も達が見事に踊り挙げます。是非、会場でこども達の
可愛らしい踊りをご堪能下さい。

10月6日㊐ こども日本舞踊発表会

●13:45〜14:45
●芸術の森公園・素心庵
●堀小い幸、粋の会
●粋の会　055-236-5805
●無料
いきで、しっとりとした小唄、小学六年生・三十代の若
い人達も参加しての明治・大正・昭和の時代に唄われ
た曲をぜひお聞き下さい。最後に堀小い幸の新内小
唄のひき唄いもいかがですか。

10月6日㊐ 粋 な 小 唄

●15:00〜17:00
●芸術の森公園・素心庵
●貢川文協文学部
●小野　055-226-7273
●無料
国文祭に華やぐ素心庵の秋を彩る朗読会にお出かけ
ください。地元からは秋田美佐子、天野真金、栗原晴
子の三名が出演します。

10月6日㊐ 芸術の森の小さな朗読会

●19：00開演（18:30開場）
●クリスタルミュージアムカフェ・ベルエポック
●演奏：ダンデライオン（2人編成）中西ヒロキ（ギター
ボーカル）、中込伸行（ピアノ）
●無料
山梨を中心に県内外で活動中のオリジナル4人組
ポップロックバンド「ダンデライオン」の中西ヒロキ

（Ag&Vo）と中込伸行（Key&Cho）によるアコース
ティックライブ。9月1日にはCD「chuconde」（7曲
入1,500円）発売開始！

10月6日㊐ ダンデライオン（2人編成）
弾き語りライブ

●19:00開演（18:30開場）
●クリスタルミュージアムカフェ・ベルエポック
●ヴィオラダモーレとヴィオラ：藤原義章
　ピアノ：奥山初枝
●藤原義章:090-3597-9075
●無料
重要でありながら知られていない楽器をバロックか
らジャズの響きで聴いていただく、山梨では珍しい音
楽会。

10月8日㊋ ヴィオラダモーレとヴィオラの宵

●19：30〜
●クリスタルミュージアムカフェ・ベルエポック
●出演者：水野　翔
●水野 翔 090-3499-7719　
●無料
山梨県出身、24歳の若きプロマジシャンです。現在
YBSラジオでパーソナリティを努めるなど、幅広く活
躍中。目の前で繰り広げられる奇跡をご覧下さい！！

10月9日㊌ 水野　翔 マジックショー

●20:00〜

●クリスタルミュージアムカフェ・ベルエポック

●Handbell Club ベルイズム

●無料

山梨英和学院聖歌隊OGを中心に、県内でハンドベル
の演奏活動をしています。演奏曲目は《カノン・夜空ノ
ムコウ・やさしさに包まれたなら》etc…

10月10日㊍ ハンドベルコンサート

●19：30〜20：30

●クリスタルミュージアム・ホール

●講師　Tsuna （TSUNA belly DANCE TROUPE）

●090-4662-1923（鈴木）　

●無料

女っぷりを上げる魔法を1時間で伝授いたします！
たくさん楽しみましょうね！！

10月11日㊎ Tsuna ベリーダンス
体験レッスン

●19：30〜20：30
●クリスタルミュージアム・ホール
●出演：甲斐りょうじん
●090-9848-5527（蒲田）　
●無料
犬飼和雄法政大学名誉教授の想いで、日本の文化を
歌と語りと音で表現し、記録に残しておこうと言う願
いのもとに活動しているグループです。

10月12日㊏ 日本の歴史と文化を歌い奏でる
〜甲斐りょうじん〜

●20:00開演（19:30会場）
●クリスタルミュージアムカフェ・ベルエポック
●出演:ap.VAN、演出:荻原京子
●チケット:080-1002-9739（荻原）、
　劇団ホームページ:http://apvan.jimdo.com/
●入場料：一律1000円（小学生以下無料）
ap.VANは甲府市を中心に活動している若手の劇団
です。既成戯曲を中心に、演劇表現の可能性を模索し
ています。今回の会場はベル・エポック…この会場で
ap.VANの『弱法師』がどんな劇空間を作り出すのか
お楽しみに、是非ご来場ください！

10月13日㊐ 三島由紀夫近代能楽集より
『弱法師』

●14：00〜
●芸術の森公園 野外ステージ
●宮崎 仁と仲間たち
●アートフェスタ貢川事務局　055-226-0556　
●無料
甲府在住の打楽器奏者・宮崎　仁と仲間たちによる打
楽器アンサンブル。マリンバを中心に、多数の打楽器を
駆使する色鮮やかなサウンドとパフォーマンス！！
見て観て聴いて、一緒に楽しめるステージです！

10月13日㊐ 宮崎　仁
パーカッション・パラダイス

●14：00〜ハーラウ・カヴァイオラ−・イ・カ・ヒキナ山梨校
エレガントなフラダンス・タヒチアンダンスが学べま
す。ハワイアンミュージック・タヒチアンビートの音色
に癒される心地よさ。甲府里吉スタジオ・上野原スタ
ジオ・コモアスタジオ。体験・見学できます。
●15：00〜ナア フラオ マアラマラマ フラ　
御子柴美智子先生のご指導で楽しいフラダンス教室
を行っています。
●芸術の森公園 野外ステージ
●Kawaiola富田　080-1298-8492　
●無料

10月14日㊊ フラダンス共演

●19：30〜
●クリスタルミュージアム・ホール
●出演：ハングドラム　依田浩良、舞　SAYURI、
ハンマーダルシマー　登本貴夫、クリスタルボウル　KAJI
●依田　090-3917-7100　
●無料
スイス生まれの打楽器ハングドラム、クリスタルボウ
ル、打弦楽器 ハンマーダルシマー宇宙へと繋がる倍
音をお楽しみ下さい。

10月16日㊌ スピリチュアルライブ
倍音の調べ

●19：00〜
●クリスタルミュージアム 広場
● 翼 ま ゆ み、希 楽 会、TSUNA belly DANCE 
TROUPE、ピミエタ
●アートフェスタ貢川事務局　055-226-0556　
●無料
地元歌手の翼まゆみさんと希楽会のフォークダンス
とアラベスクレザンの美しく、魅惑的なダンス、ピミエ
タのフォルクローレ演奏をお楽しみください。

10月18日㊎ アートフェスタ貢川
貢川会場ファイナルの夕べ

●19：00〜
●甲府駅北口よっちゃばれ広場テント会場
●出演：Kofu Flamenco compa_eros
15名（ギタリスト・カンテ含む）　　　　　　
●平川  kei.flamenco.kofu@gmail.com　
●無料
私達は、フラメンコ大好き仲間が集まり、日頃から楽
しく、熱く活動しております。フラメンコを楽しんで戴
けるよう、生のギター&カンテ（歌）に合わせて、色々な
曲を踊りますので会場でお待ちしております。

10月19日㊏ フラメンコ LIVE

●19：00〜
●甲府駅北口よっちゃばれ広場テント会場
●ダイナマイト　SAM バンド
●参加責任者：川崎  靖
●連絡先：〒400-0032甲府市中央1-5-8
TEL：055-228-0501　090-2228-4477　
●無料
山梨を中心に活動する13人のファンク軍団！そのパ
ワフルでダンサブルなステージを是非肌で体感して
下さい！あなたも一緒に盛り上がりましょう！

10月20日㊐ D.O.FUNK KITAGUCHI 
LIVE SHOW

●19:00〜20:00
●甲府駅北口よっちゃばれ広場テント会場
●山梨県内大学生によるアカペラチーム
●長谷川090-6622-5496　
●無料
使うのはマイクと己の体のみ。県内の大学生が綺麗な
ハーモニーと力強い歌声で、楽器を一切使わない極
限の音楽に挑戦する！笑いあり、感動ありのステージ
を平日の夕飯時にお届けします！

10月21日㊊ 絶対楽器は使っちゃダメ！
学生アカペラライブ

●19：00〜
●甲府駅北口よっちゃばれ広場テント会場
●甲斐和太鼓衆信玄太鼓保存会
●代表  中込 雅仁　携帯 090-8080-4640
私達 信玄太鼓保存会は、偉大なる信玄公とそれに携
わった人々を称え、明るく思いやりある故郷作りを目
的に、昭和５６に創作和太鼓として発足しました。信
玄公の旗印「風林火山」をテーマにして、竜鼓（18歳以
上）・飛竜（18歳以下）の２チームで地域のイベント・
県内外の演奏・福祉関係の慰問・リハビリ太鼓指導な
どで活動をしています。

10月22日㊋ 甲斐和太鼓衆
信玄太鼓保存会

●19：00〜
●甲府駅北口よっちゃばれ広場テント会場
●岩崎けんいち
●090-3917-5463
　aigochi-okun.88@softbank.ne.jp
●無料
山梨の忌野清志郎！カンボジア学校支援、福島県飯舘
村の牛の飼育、音楽の旅が歌になって自由を目指す、
イラストや写真や歌や体全体を使って夢を形に！

10月23日㊌ 愛と平和のロックンロールSHOW !
 〜小学43年生の夢〜

●19：00〜
●甲府駅北口よっちゃばれ広場テント会場
●出演：津軽三味線「宝楽会」・三味線バンド「侍ボー
イズ」他、TSUNA belly DANCE TROUPE
●甲府市伊勢　相川宝楽　055-232-2786　
●無料
津軽三味線演奏や地元山梨県の民謡や国民文化祭
の記念曲「甲州ソーズラ音頭」などを三味線と洋楽器
を交えての演奏とダンスでお楽しみください。

10月24日㊍ アートフェスタ貢川 甲府駅北口
よっちゃばれ広場ファイナルの夕べ

●14:00〜
●芸術の森公園　野外ステージ
●出演：アロハマリーナ
●アロハ・マリーナ　清水 090-3910-0351　
甲斐市を拠点に、慰問やお祭りなど各種イベントに出
演しております。ハワイアン、歌謡曲、ラテン、など演奏
ジャンルは様々ですが、曲目によってはフラとの共演
も有りますので、お楽しみ頂けます。また、バンドで歌
を唄ってみたい方は、早めに申し込んで頂ければ、対
応いたします。

10月5日㊏ アロハマリーナ ハワイアンLIVE

●19:00開演（18:30開場）
●クリスタルミュージアムカフェ・ベルエポック
●（合奏）アンダンテ、（独奏）三神一浩
●三神司法書士事務所055-222-0028（9:00〜17：30）
●※定員35名ほどの予約制といたします（無料）。
秋の夜、素朴で少し切なく郷愁をおびた音色のクラ
シック・ギターの演奏を聴いていただくことで、どこか
懐かしく心が優しくなれる時間を過ごしていただきた
いと思います。

10月5日㊏ クラシック・ギターの響き＃6

     〒400-0032

     甲府市丸の内1丁目1-25　弐ノ蔵2階

　        ＊甲府駅北口　甲州夢小路内＊

                TEL.055-298-6668

　　      営業時間 11：00〜22：30
　　　

　　　未来図ｸﾞﾙｰﾌﾟ　http://55miraizu.com　

県産食材にこだわった

カジュアルフレンチのお店

●15:00開演（14:30開場）
●天星苑・2階和室（中国料理、クリスタルミュージア
ム真向かい）
●一、落語　紫紺亭圓夢（山梨落語研究会）〜中入り
〜一、太神楽　鏡味仙三（江戸太神楽師）一、日本舞踊
　西川扇一奈（西川流師範）
●貢川寄席事務局 担当・若尾 090-9952-1447　
●入場料：1,500円（前売・当日共）
甲府生まれ・在住の三人で、笑いと感動をお届けします。
国民文化祭を記念して、賑やかに開催。伝統芸能の世界
を、ご堪能下さいませ!（終演後、別料金で懇親会あり）

10月12日㊏ 貢 川 寄 席
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