
《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 文 化 協 会

●19：00
●クリスタルミュージアム・ホール（無料）
●ギター：山上浩幸　ヴィオラ：藤原義章
●藤原義章：090-3597-9075
　山上浩幸：090-2440-4237
クラシック・ギターとヴィオラ（またはヴィオラ・ダモー
レ）による二重奏とそれぞれの独奏による、めずらし
いコンサート。クリスタル・ミュージアムでのサウンド
がたのしみです。

10月17日㊎ ギターとヴィオラによる
クリスタル・サウンド

●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・ピアコミュニティnukunuku
●お問い合わせ
貢川進徳幼稚園055-222-8982
家族でつ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5日㊐ つ み 木 広 場
●15:30〜17:00（開場15:00）

●芸術の森公園 素心庵

●堀小い幸、粋の会

●堀小い幸：055-236-5805

会員による唄と、会主による芝居小唄（心中物）の女達

を唄ってみたいと思います。どうぞお楽しみください。

10月13日㊊･㊗ 堀小い幸・小唄のひととき
●19：30〜
●天星苑（無料）
●第13回アートフェスタ貢川実行委員会：080-3402-7477
●甲府落語会

復活	甲府落語会　
パワーアップして、落語、手品、大喜利泣きません、笑
いのみ、たっぷりと。

10月10日㊎ 復活 甲府落語会

●19:00〜21:00
●クリスタルミュージアム・駐車場
●甲州ろうあ太鼓、希楽会、翼まゆみ、Tsuna Belly 
dance Troupe
●第13回アートフェスタ貢川実行委員会：055-226-0556
甲州ろうあ太鼓は聞こえなくてもやればできる！を実
証した、和太鼓グループです。
秋の夜をにぎやかに参加者全員で楽しみましょう！！

10月19日㊐ ファイナルの夕べ
●11：00〜17：00
●西澤教室
●西澤教室・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・ありがとう・と
ろっと・あくしゅ・キッズひまわり・なのはな・はるのひ
●北村（団野）雅子：070-5541-2819　
●入場・ワークショップ無料。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5日㊐・6日㊊ スローなアートと生活展
みんな一緒に

●13：00〜18：00（最終日16：00）（月・木・日休廊）

●ギャラリーハーモニー

●ネパール･スルジェの会

●ハーモニー：080-2047-3822

支援を行っている子供たちが描いた絵の展示とネ

パールの写真展。

10月7日㊋〜18日㊏ 「ネパールの子供たちの
絵画展＆写真展」

●11：00〜15：00

●ギャラリーハーモニー

●ネパール･スルジェの会

●ハーモニー：080-2047-3822

ネパールカフェ（ランチ・チャイなど）・子供達に手紙を

書こう！・サリーの着付け体験・ネパール人と話そう！

10月11日㊏ 「ネパールDay」
〜ネパールとつながろう！〜

ハーラウ・カヴァイオラ・イ・カヒキナ
●13:30〜
●芸術の森公園 野外ステージ

東京は恵比寿、吉祥寺、千葉、山梨県内では甲府市、上
野原市にあるフラダンス、タヒチアンダンス教室

ナア フラ オ マアラマラマ
●14:30〜
●芸術の森公園 野外ステージ

アロハ～　私たちは、御子柴美智子先生を中心に、	
楽しもう！楽しませよう！をモットーに活動しており
ます。

ベッシー フラスタジオ
●15:30〜
●芸術の森公園 野外ステージ
●ベッスィー杉山：090-7198-2334

ハワイ島ヒロ出身のベッスィー杉山先生の指導の下、
富士川町鰍沢を中心に甲府市・身延町等でレッスンを
行っております。

10月5日㊐ フラダンス ３教室 共演

●9:00〜17:00

●県立美術館 ギャラリーC

●月曜休館（1日13：00から／7日16：00まで）

●笹本正明（日本画家）

独自の世界をつくりあげる日本画家、笹本正明。その
作品は観る者を物語性あふれる「もうひとつの世界」
へ誘います。濃密な幻想作品を、ぜひご高覧ください。

10月1日㊌〜7日㊋ 笹本正明展
〜もうひとつの世界へ〜

オープニングセレモニー
●10:00〜11:30

●クリスタルミュージアム・テラス

●第13回アートフェスタ貢川実行委員会：055-226-0556

さまざまなジャンルで表現をする人たちが集まり、今

年もアートフェスタは開催されます。まず、オープニン

グを飾るのは貢川進徳幼稚園の園児によるマーチン

グバンドと、富竹中学吹奏楽部による演奏です。

神部冬馬オープニングライブ
シンガーソングライター。VF甲府の公認応援歌『君は

青い風/泥だらけの靴』	などを手掛け、現在FM甲府

「水曜CRYSTAL	STATION」、	YBSテレビ	「ててて！

TV」に出演中	。

10月4日㊏ オープニングイベント

●14:00〜
●芸術の森公園 野外ステージ（無料）
●アロハマリーナ & フラダンス
●アロハマリーナ清水:090-3910-0351

慰問やお祭りなどと各種イベントに出演しています。
ハワイアン、歌謡曲、ラテンなど演奏ジャンルは様々
ですがハワイアンの曲目によってはフラとの共演もあ
り、お楽しみ頂けます。

10月4日㊏ アロハマリーナ オータムライヴ

●19:00〜
●クリスタルミュージアム・ホール
●ダンスアラベスク・レザン
●鈴木:090‐4662‐1923 ダンスアラベスク・レザン
●2,500円（チケットは鈴木まで）
ダンスアラベスクの代表でもあり、国内屈指のダン
サーnenupharを始め、魅力的なダンスを見せてくれ
る県内外のダンサーを招き、あなたを異国の地へ誘い
ます。

10月4日㊏ ベリーダンス饗宴

●第13回アートフェスタ貢川実行委員会：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12日までとし、19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4日㊏〜12日㊐「芸術の小径」展示作品募集

●9月7日（日）・14日（日）・15日（祝）・20日（土）・21日
（日）／13日（土）:貢川小学校 体育館
●9:30〜／13:30〜
●芸術の森公園 野外ステージ
●創作指導:飯野・若林
●アートフェスタ貢川実行委員会：080-3402-7477
葦ランプ作りは自然環境の大きな役割として見直され
ている野原に自生している葦を利用して親子、ご夫妻、
若者が二人以上の共同作業で創作し期間中美術館通
りに作品として設置し、期間後制作者に返却する。

9月7日㊐〜21日㊐ 葦 ラン プ 作り

●10:00〜19:00（日祝11:00〜18:00）
●自然食品有機村
●宇田川貴之、蔵屋敏章
●0556-22-5343

天然の草木で一つ一つ丁寧に染めあげ、使い込むほ
どに深みが増していくTシャツ、靴下、手拭いの作品と
富士川町の増穂登り窯で薪のみで焼成したうつわの
コラボレーション。

10月4日㊏〜13日㊊ おかげ染め藏屋&宇田川嵩雪・
薪窯のうつわ

●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（アン

ディー・ウォーホル）、日産プリンス山梨販売（ルオー）、

大野屋（草間彌生）、古麻樹（池田満寿夫）、小作（川上

澄夫）、エコテック（ル・コルビュジエ）、アップル車検美

術館通り（横尾忠則）。

10月4日㊏〜19日㊐ 街なかウォーキング・
ギャラリー版画展

●芸術の小径

●甲府西高校で美術の授業選択者

甲府西高校で美術の授業を選択している生徒の作品

50点を貢川沿いの小径に展示します。今年のテーマ

は「環境」。川沿いを散歩がてらご覧ください。

10月4日㊏〜19日㊐ 甲府西高｢環境｣板絵作品展

●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

●第13回アートフェスタ貢川実行委員会：055-226-0556

7月12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4日㊏〜19日㊐ 子ど もアート 展

●19:00開演（18:30開場）
●クリスタルミュージアム・カフェ（無料）
●三神一浩
●三神司法書士事務所：055-222-0028　
●無料（電話受付にて定員35名の予約制といたします）
前半はクラシック・ギターの楽曲を、後半はビートルズ
の曲を演奏します。秋の夜、素朴で少し切なく郷愁を
おびたギターの音色を聴いていただき、懐かしく心優
しくなれる時間をお過ごしください。

10月5日㊐ クラシック・ギターの響き#7

●9:00〜15:00

●山梨中央銀行美術館前支店ロビー

●宮島五郎

●山梨中央銀行美術館前支店:055-222-1381

風景画など、地元で創作活動を続ける宮島五郎さん

の作品を展示します。ゆっくりとご鑑賞ください。

10月6日㊊〜17日㊎ 宮 島 五 郎 絵 画 展

●19:30〜
●クリスタルミュージアム・ホール（無料）
●伊藤公朗:シタール・スヴァラマンダラ、伊藤美郷:
ヴォーカル、伊藤快:ギター・ベース・ヴォーカル、伊藤
礼:シタール・スヴァラマンダラ・カホン
●URL：http://www.anjalimusic.jp
　mail：mail@anjalimusic.jp
外国人として唯一、ナーダヨギ（音楽修行僧）の教えを
受け継ぐ、シタール奏者伊藤公朗が率いるファミリー
バンドです。家族を連れてインドに留学。2014年1月、
ANJALI	BANDのファーストアルバム〈Anjaliのう
た〉リリース。

10月7日㊋ 伊藤公朗のファミリーバンド
<ANJALI BAND>

●9:00〜16:00

●ギャラリー夢

●山梨造形美術日本画部

●渡辺正子：055-222-9578

「日本画から始まり日本画で終わる」という思いで創
作に励む会員20名の小品展の開催です。ゆっくりご
鑑賞ください。

10月7日㊋〜12日㊐ 日 本 画 小 品 展

●19:30〜

●クリスタルミュージアム・カフェ（無料）

●佐野健太

●sano0304@icloud.com

甲府市出身のシンガーソングライター。2014年4月ま
で約半年間YBSラジオの音楽番組にてメインパーソ
ナリティを務める。新曲『桜舞う頃に』発売中！！

10月8日㊌ サノケンLIVE at 貢川
〜秋の夜長に愛の歌〜

●19:30〜
●クリスタルミュージアム・カフェ（無料）
●ピアニスト 平澤真希
●第13回アートフェスタ貢川実行委員会：080-3402-7477

ショパン音楽大学大学院最優秀首席卒業。16年間
ポーランドに在住し研鑽を積む。帰国後のCD「オマー
ジュ・ア・ショパン」2014年レコード芸術特選。現在自
然豊かな清里に在住し創作活動を続けている。

10月9日㊍ ピアノの夕べ 〜水と月〜

●14:00〜
●芸術の森公園 野外ステージ
●宮崎 仁と仲間たち
●PEー01事務所:080-1198-5725
甲府在住の打楽器奏者・宮崎　仁（東京芸大出身）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、多数の打楽器を使用する色鮮やかなサウンド！新
鮮かつ懐かしいパーカッションの魅力にふれてみま
せんか?

10月11日㊏ 宮崎　仁と
パーカッション・パラダイス

●19:30〜

●クリスタルミュージアム・ホール（無料）

●甲斐りょうじん

●蒲田　TEL 090-9848-5527　

山梨の歴史学者犬飼和雄が、甲斐の国の古代から近
代までの物語を構想し、語りと歌と4人の楽器奏者に
よるオリジナルの作品を演奏します。

10月11日㊏ 甲斐の国を歌い語り奏でる
甲斐りょうじん

●14:00〜16:00

●芸術の森公園 素心庵

●貢川文協文学部

●小野:055-226-7273

芸術の森の素敵な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12日㊐ 芸術の森のおしゃれな朗読会

アルボル デ フラメンコ
●14:00〜
●芸術の森公園 野外ステージ
●アルボル デ フラメンコの若葉たち
●第13回アートフェスタ貢川実行委員会：055-226-0556

世代を超えた仲間たちが、フラメンコを通して出会う
事ができました！山梨の青い空のもと、フラメンコの
若葉たちが瑞々しく踊ります。皆様、どうぞお楽しみく
ださい♪♪

K-Flamenco Academia
ギター&カンテ
●15:00〜
●芸術の森公園 野外ステージ
●K-Flamenco Academia（踊り）ギター&カンテ
●k.flamenco.yamanashi@gmail.com

昨年、甲府駅北口に参加させて頂き、今年はミレー生
誕200年で湧く県立美術館でのステージ。スペイン・
フラメンコを感じて頂けるよう一同頑張りますので、
是非見にいらして下さい。お待ちしております！

10月12日㊐ フラメンコ 2教室 共演

●19:30〜
●クリスタルミュージアム・カフェ（無料）
●鈴木聡美・響香
●第13回アートフェスタ貢川実行委員会：055-226-0556

現在ヴァイオリンを通じ音楽を勉強している16歳の
娘	Kyokaと、ヴァイオリンをこよなく愛し続けて止ま
ない母親	Satomi。ますます進化している母子のハー
モニーを是非お聴きください。

10月12日㊐ ヴァイオリン親子演奏会

●13:00〜
●芸術の森公園 素心庵
●出演者:甲府舞舞キッズクラブ
●花柳鶯清香:090-8815-7664

誰でも一度は聞いたことのある童謡や唱歌、また最近
では大人でも接する機会の少ない古典舞踊を、幼児か
ら小学生のこども達が見事に踊り挙げます。是非会場
で、子ども達の可愛らしい踊りをご堪能下さい。

10月13日㊊･㊗ こど も日 本 舞 踊

●13:00〜
●芸術の森公園 野外ステージ
●木工おもちゃ作り・積み木教室・
　ミニ四駆レース・おもちゃ交換会（KAEKKO）
●第13回アートフェスタ貢川実行委員会：080-3402-7477 
●参加無料
この日は子供さんのための楽しい遊び広場です！無料
の木工おもちゃ作り、積み木遊び、ミニ四駆レース等々
を親子、ファミリーで楽しみましょ～。当日は使わなく
なった子供おもちゃを持寄って交換会をしましょう！

10月13日㊊･㊗ 子 供  遊 び ランド

●19:30〜

●クリスタルミュージアム・ホール（無料）

●岩崎けんいち

●岩崎：090-3917-5463

カンボジア学校支援、福島の牛の避難サポート、学校
講演ライブ	歌で何が出来るだろう	歌うのは三回祈
るのと同じ	歌を歌おう！！

10月13日㊊･㊗ 愛と平和のロックンロールショー！！
〜他のニュースは何処へ行った〜

●19:30〜

●クリスタルミュージアム・カフェ（無料）

●水野 翔

●水野 翔：090-3499-7719

山梨県出身、25歳の若手マジシャン。現在YBSラジオ
でパーソナリティを務めるなど、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15日㊌ 水野 翔 マジックショー

●19:30〜

●クリスタルミュージアム・カフェ（無料）

●アクア ハンドベルクワイヤ

●055-222-3579（サロン・ド・シャルル）

山梨英和中学・高等学校聖歌隊OGにより1999年よ
り活動を始める。学校や福祉施設など様々な場所で
演奏し、今年で16年目となる。

10月16日㊍ Shining Bells 
in アートフェスタ

●19:00〜（雨天時、研修室で映像紹介）
●芸術の森公園 芝生広場
●科学館天文ボランティア
●加々美：080-5405-6620

夏から秋に変わっていく星空を楽しみましょう。天頂
には織姫・彦星が、南の空には、やぎ・水がめ・うお座な
どの星占いの星座たちが見えています。天体望遠鏡等
を使って観測会をします。

10月17日㊎ 芸術の森で天体観測

●16:00〜
●芸術の森公園 野外ステージ
●伸太郎
●第13回アートフェスタ貢川実行委員会：055-226-0556
ラジオ番組MAP	OF	shintaro	FMフジパーソナリ
ティーでもおなじみ、甲府市出身シンガーソングライ
ター伸太郎さんのアコースティックライブ。
県内を盛り上げるまちなかアーティストも参加しま
す。みんなで楽しく盛り上がりましょう！

10月18日㊏ 伸太郎アコースティック
ライブステージ

●19:30開演

●クリスタルミュージアム・ホール（無料）

●ARK8+1

●代表:古谷元宏:080-5375-5835　

力強い低音から美しい高音まで様々な表情を魅せる
チェロ。バロックからロックまで、美しく豊かなチェロ
の響きをお楽しみください。

10月18日㊏ Plesure☆Celloensemble

●14:00〜
●芸術の森公園 野外ステージ
●相川宝楽と三味線バンド
●相川宝楽：055-232-2786
津軽三味線を用いた、民謡や演歌・演奏に踊りと、バラ
エティーに富んだステージとなっています。その他創
作曲「甲州ソーズラ音頭」の踊りの指導コーナーもあ
ります。皆さんも一緒に参加して楽しんでみませんか。
参加賞に北斎版画のうちわのプレゼントがあります。

10月19日㊐ 三味線バンド「甲斐の風」の
ステージ・相川宝楽

錦鯉放流の中止について
アートフェスタ貢川ではこれまで貢川に錦鯉
を放流し、暮らしの中での親水・環境につい
て考える機会を地域の子どもたちと共有して
きました。しかし、放流という行為が自然界
に問題を与えるということを知りました。専
門家は、これまでの生態系への悪影響、野
生種との遺伝子汚染などの懸念があり、放
流は避けるべきと指摘しています。こうした
警鐘を知り、委員会では中止を判断いたしま
した。今年は秋の夜の「天体観測」を企画し
ています。ぜひご参加をお待ちしています。

イベント紹介

フェスタ期間中
貢川に出没

第13回
Artfesta Kugawa

アートフェス
タ貢川

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！！


