
《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

イベント紹介
第14回

Artfesta Kugawa

アートフェス
タ貢川

●13：30〜
●芸術の森公園　野外ステージ（無料）
●ハーラウ・カヴァイオラー・イ・カヒキナ山梨校
●富田志保：090-3087-7566
東京に本拠地をおく美しいスタイルのフラスクールで
す。山梨県内のスタジオ、サークルにて楽しめます。ハ
ワイからの贈り物フラをお楽しみ下さい。

●14：30〜
●芸術の森公園　野外ステージ（無料）
●ベッスィーフラ教室
●ベッスィーフラスタジオ（ベッスィー杉山）：
　090-7198-2334
ベッスィー・フラ･スタジオは、ハワイ島ヒロ出身のベッ
スィー杉山先生の指導の下、鰍沢を中心に甲府市・身
延町等でレッスンを行ってアロハの精神（親切・調和・
愉快・謙遜・忍耐）やハワイの文化にふれ優雅で楽しい
フラを目指しています。

●15：30〜
●芸術の森公園 野外ステージ（無料）
●マルヒアカイ
●武田 薫：090-220-77145
山梨にフラ旋風が巻き起こるはるか昔、20年以上前
から活動しているグループです。故御子柴美智子先生
から引き継いだ「楽しもう！楽しませよう！」をモットー
に、フラを楽しんでおります。

10月4日㊐ フラダンス 3教室 共演

●19：30〜
●クリスタルミュージアム・ホール
●宙音（ソラヲト）
●URL http：//www.hiroyoshiyoda.com/

甲府市出身ハングドラム奏者 依田浩良とボイス
SAYURIからなるユニット 宙音（ソラヲト）。山梨県笛
吹市を拠点に全国各地のカフェ、まつり、フェス、神社
仏閣、自然の中などで演奏を行っています。

10月3日㊏ 宙音（ソラヲト）コンサート

●14：00〜15：00
●芸術の森公園 野外ステージ（無料）
● テリー清水とアロハマリーナ・アロハフラオハナ・ロ

ケラニ
●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3日㊏ アロハマリーナと
夏の想い出を

●19：30〜
●クリスタルミュージアム・ホール（無料）
●TsunaBellydance Troupe
●info@tsunabelly.com　
●指定席3,000円 自由席2,000円 立見席1,000円
1000年の女たちの物語。源氏物語の女人たちをアラ
ブの世界に置き換え、煌くベリーダンスのショーが繰
り広げられます。

10月4日㊐ Bellydance『月夜の煌き』

●19：30〜

●クリスタルミュージアム・ホールジ（無料）

●岩崎けんいち

●岩崎：090-3917-5463

一生懸命を笑う奴なんていない  もし笑う奴がいるな

ら歌で証明したい 君が必要です、きっとうまくいく！

10月5日㊊ なんで飽きないんだろう、
バカなのかな（笑）ライブshow!

フェスタ期間中
貢川に出没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！！

●10：00〜19：00（日・祝11：00〜18：00）
●有機村（クリスタル・ミュージアム向かい）
●若林克友
●有機村：055-222-1872

身近な素材として木と石を選び、「削る」ことでカタチ
をつくります。彫刻、建築、家具といったカテゴリーに
とらわれないものづくりをしています。今回は、彫刻と
木工作品を展示します。

10月3日㊏〜14日㊌ 若林克友 彫 刻・木工 展

●各店舗営業時間内

●第14回アートフェスタ貢川実行委員会：055-226-0556

作品展示店舗と作家名は、ボルボ・カーズ甲府（フラン
ク・ステラ）、日産プリンス山梨販売（磯崎新）、大野屋

（草間彌生）、古麻樹（恩地孝四郎）、小作（竹久夢二）、エ
コテック（ル・コルビュジエ）、アップル車検美術館通り
店（横尾忠則）。

10月3日㊏〜18日㊐ 街なかウォーキング・
ギャラリー版画展

●9：00〜17：00

●県立美術館 さんさん広場

●貢川小学校児童作品

●第14回アートフェスタ貢川実行委員会：055-226-0556

7月11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3日㊏〜18日㊐ 子ど もアート 展

●9月6日（日）・13日（日）・19日（土）・20日（日）／
　12日（土）：貢川小学校 体育館（午前）
●芸術の森公園 野外ステージ
●創作指導：飯野
●第14回アートフェスタ貢川実行委員会：055-226-0556
　飯野：090-6792-7788
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ランプを創作し期
間中美術館通りに設置点灯し、企画終了後に制作者
に返却します。

9月6日㊐〜20日㊐ 葦 ラン プ 作り

●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

静物や風景画など、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5日㊊〜16日㊎ 宮 島 富 子 絵 画 展

●9：00〜17：00（6日は12時から、11日は16時まで）
●山梨県立美術館県民ギャラリーC室
● 山梨県内在住の障がい者、一般アーティスト約10

名による作品展示
●生まれるアート展実行委員会：090-4610-6096
●無料
アートが生まれる時、一つのかよわき線、手のひらの
痕跡が付いた粘土の塊、荒々しい手振り身振り、アー
トの予感、それらを求め、展示します。

10月6日㊋〜11日㊐ 生まれるアート展
—生きること、描くこと—

●19：30〜

●クリスタルミュージアム・カフェ（無料）

●マジシャン水野 翔

●マジシャン水野翔：090-3499-7719

山梨県出身の若手マジシャン。県内外で数々のショー
を行う傍ら、現在はマジック教室を開講するなど後進
の指導にもあたっている。

10月7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）

●佐野健太

●㈲佐野工業 Peace records：055-227-3377

甲府市出身･夢追いシンガーソングライター『サノケン』
による心に響くライブを皆様へお届け致します！ 大
切な人と是非！お越しください☆

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・ホール（無料）
●虎馬龍
●尺八ショップ禅：055-287-8420　

それぞれが多彩な音を奏でる3人がそれぞれプリズ
ムに集中した時、その音は無限に広がり新しい音の束
となる。今回のLIVEはどのようなサウンドになるの
か、お楽しみに！

10月9日㊎ 音 のプリズ ム

●13：00〜
●甲信マツダ美術館通り店 展示場
● 貢川地区小学校児童・県立西高校美術部・駿台高校

美術デザイン科・県内大学生・市民アーティスト参加
●飯野：090-6792-7788
技術革新を経た車両のデザインは多くの人々を魅了
しつつ優れた機能と総合美で進化してます。今回は廃
車乗用車を創意溢れるデザインでアートカーを楽し
む企画です！

10月10日㊏ アートカー デザインを
楽しもう！

●14：00〜

●芸術の森公園　野外ステージ（無料）

●K-Flamenco Acadmia（踊り）・ギター&カンテ（歌）

●k.flamenco.yamanashi@gmail.com　

Hola！ケー・フラメンコです。フラメンコを通じて、楽し
い時間を過ごしていただけるように精一杯頑張りま
すので、3年目のステージ、是非見にいらして下さい！

10月11日㊐ フラメンコ・ライブ

●19：30〜

●クリスタルミュージアム・カフェ（無料）

●ヴァイオリン 鈴木響香・聡美

　（共演に 小林優太　落合直樹）

ヴァイオリンをこよなく愛する母娘…聡美＆響香。 
2人と仲間たちが、語り合うように織り成す美しい
ハーモニー♪ どうぞお楽しみください。

10月11日㊐ 響香＆聡美
ヴァイオリンリサイタル

●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　他
●第14回アートフェスタ貢川実行委員会：055-226-0556
　飯野：090-6792-7788
この日は親子で子供さんのための楽しい遊び広場で
す！。木工おもちゃ作り、積み木遊び、万華鏡作り、ミ
ニ四駆レース等々で楽しみましょう！。当日は使わなく
なったおもちゃを持ちよって交換会をしましょう！

10月12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）
●伊藤公朗／シタール・伊藤美郷／タンブーラ
●伊藤公朗：090-3585-3388
外 国 人で 唯 一、ヒ マラ ヤ の 聖 者・故 ナ ー ダ ヨ ギ
D.R.Parvatikar師の教えを受け継ぐ。8年間のイン
ド滞在から1985年に帰国後、日本各地で聖者の教え
を受け継ぐシタール奏者として、伊勢神宮内宮での奉
納演奏ほか、多方面でインド音楽の深淵さを弾き続
けている。

10月13日㊋ 神 話 を 奏 でる

●19：30〜

●クリスタルミュージアム・カフェ（無料）

●NYT

●第14回アートフェスタ貢川実行委員会：055-226-0556

オリジナルからJ-POP、クラシックまで幅広いジャン
ルの曲を演奏。バイオリンとギターが奏でる癒しの
ハーモニーをお楽しみください！

10月14日㊌ NYT
アコースティックコンサート

●19：30〜
●クリスタルミュジアム・ホール（無料）
●シアターガイア特別講演
●鈴木：090-7533-5070　
●甲州弁 よめしゅうと・吉四六さんの面白い話など腹
を抱えて笑いましょう

●鈴木久夫の知って得するワークショップ…気づい
ていない声の表現のワン・ポイント　　

10月15日㊍ 朗読・語りとワークショップで…
楽しい一夜を

●19：30〜

●クリスタルミュジアム・カフェ（無料）

●TrueVIne、甲府ゴスペルクラブ

●甲府ゴスペルクラブ事務局：055-269-5563

ゴスペル全国大会で優勝経験のあるTrueVine。ここ
ろあたたまる日本生まれのゴスペルを、甲府ゴスペル
クラブと共にお届けします！

10月16日㊎ こころゴスペル in甲府

●11：00〜17：00
●ギャラリーハーモニー
●アトリエy ガラス教室
●090-2147-3771　
●無料

「ガラスをもっと身近に」との思いで始めた教室、今年
で10周年になりました。ガラスの光が美しいステンド
グラス、繊細な花模様のとんぼ玉を展示します。

10月3日㊏〜5日㊊ ガラスと遊ぶアトリエy
教室展

●10：00〜17：00（10日のみ11：00〜）
●ギャラリー三彩洞
●藤田健太（けん坊）
●藤田：090-4420-8663
生き物大好きな小学5年生が頭の中でイメージした
動物や昆虫を想像力豊かに表現しています。使うの
は、はさみと1枚の紙のみ。下書きはなしというから驚
き。その特殊な才能とリアルなペーパーアートの世界
をお楽しみ下さい。

10月10日㊏〜12日㊊･㊗ 小学生が作る
リアルな立体切り紙展

●14：00〜
●芸術の森公園　野外ステージ（無料）
●フィーリングシニアオーケストラ
●古屋：090-3243-2728

平成15年フィーリングジャズオーケストラのOBが結
集してフィーリングシニアオーケストラとして再編成し
現在に至っております。平均年齢は65才位で団塊の世
代の人達が毎日練習に励んで音を楽しんでいます。

10月17日㊏ ジャズと軽音楽の広場

●19：30〜

●芸術の森公園　芝生広場

●科学館天文ボランティア

●加々美正寿：080-5405-6620

この時期、天頂には夏の大三角形が、南には秋の星座
が、また東には冬の星座が見えます。望遠鏡で銀河な
どを見てみましょう。

10月17日㊏ 芸 術 の 森 で 天 体 観 測

●14：00〜

●芸術の森公園　野外ステージ（無料）

●宮崎 仁と仲間たち

●PE-01事務所：080-1198-5725　

甲府在住の打楽器奏者・宮崎仁による打楽器のアン
サンブルです。マリンバを中心に多数の楽器で彩られ
る、音のコラージュ！！

10月18日㊐ 宮崎 仁と
パーカッション・パラダイス

●19：00〜
●クリスタルミュージアム・駐車場
●津軽三味線を主体とした三味線バンド「甲斐の風」・
希楽会・翼まゆみ・原田喜照（甲州弁シンガー）・ベリー
ダンス（Tuna Belly dance Troupe）・花火
●第14回アートフェスタ貢川実行委員会：055-226-0556
洋楽器と三味線とのコラボ演奏や、地元山梨県を紹
介した内容の曲を作曲して普及に努めています。甲州
弁の「甲州ソーズラ音頭」や「甲州ブギウギ音頭」は大
変好評です。

10月18日㊐ ファイナル の 夕べ

●13：00〜17：30（休業日：日・月・木）

●ギャラリーハーモニー

●ネパール・スルジェの会　ネパールの子供達

●ハーモニー：080-2047-3822

教育支援をしている子供達の作品・ネパール紹介写

真・地震の写真・民族衣装等を展示します。

10月7日㊌〜18日㊐ ネパールの子供達の
作品展＆写真展

●14:30〜16:00
●古麻樹
●歌おう屋:歌唱・金野ともはる、伴奏・金野ひろこ
●古麻樹：090-1501-4352　
●参加費:1,000円(飲み物・お菓子つき)
なつメロから最近の歌まで、ちょっと懐かしい歌声喫
茶の風景がよみがえります。さぁ、みんな一緒に唱歌、
童謡、民謡、ロシア民謡など、歌いましょう！

10月17日㊏ 「 歌 声 喫 茶 」の 会

●11：00〜15：00
●ギャラリーハーモニー＆池田公園
●県内ミュージシャン・ネパールの人たち・スルジェの会
●ハーモニー：080-2047-3822　
●チャリティー（飲食のみ有料）
チャリティーライブ（池田公園）・みんなで聞こう！「ネ
パールのお話会」・ネパールカレー販売・サリー着付け
体験ほか。

10月18日㊐ ネパールDay
〜震災チャリティーイベント〜

●19：30〜

●クリスタルミュージアム・ホール（無料）

●チェロアンサンブルグループARK

●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17日㊏ チェロアンサンブルコンサート

芸術の小径に展示す
る作品を公募します。
受付は10月11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（055-226-0556）
かメール（npo@machibun.bom）にて
お申込みください。

「芸術の小径」展示作品募集

●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「心」、川沿いを散歩がてらご覧ください。

10月3日㊏〜18日㊐ 甲府西高「心」板絵作品展
●10：00〜16：00（初日のみ11：00〜）
●ギャラリー夢
●甲府押花会
●代表 雨宮純子：080-6620-1090

押花絵を学んだ7名の作品展です。花や果物、野菜を
押花にし色や質感をありのままに、ブローチから72
号サイズの作品まで創作しました。また、アクセサリー
等の小物も並びます。

10月10日㊏〜12日㊊･㊗ 花キュン、胸キュン
〜押花がつなぐ人と人〜

●19：00〜20：00
●クリスタルミュージアム・ホール（無料）
● 演奏：オブリガード（鍵盤ハーモニカ：滝本はる美、

クラシックギター：山上浩幸）
●山上:090-2440-4237
鍵盤ハーモニカ（通称ピアニカ）とクラシックギターに
よる異色デュオ。今回はタンゴやショーロなどラテン
ミュージックを中心に大人の音楽をお届けします。

10月12日㊊･㊗ 鍵盤ハーモニカと
ギターによるラテンの夕べ

●19：30〜

●天星苑（クリスタルミュージアム前）（無料）

●山梨落語研究会代表・紫紺亭圓夢

●enmu.260306@docomo.ne.jp

古典落語をみっちり聴いて頂きます。これで帰れると
思ったら大間違い!!圓夢、渾身の漫談〜歌は世につれ
〜も聴いて頂きます。

10月6日㊋ 紫紺亭圓夢ひとり会

●19：30〜
●クリスタルミュージアム・ホール　
●廣瀬かおり（ソプラノ）・長谷川朋子（ハープ）
●難波：090-4828-7614
●入場料：2,500円・小中学生500円　
フランスで長年研鑽を積んだ2人のアーティストが、
フランス音楽を中心に楽しいトークを交えながら、歌
とハープの斬新な調和でお届けいたします！
音楽で元気になりましょう！

10月10日㊏ 歌とパープの夕べ
秋の祈り〜ノスタルジア

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
●富竹中学吹奏楽部
●第14回アートフェスタ貢川実行委員会：055-226-0556

今年もさまざまな場がステージとなり、日ごろの成果
を表現します。秋のアートシーンがいよいよスタートし
ます。

●インカニャン

1999年ペルー・クスコで結成された演奏グループに
よる現代的なフォルクローレは、リズミカルでパワフ
ルな演奏です。遥かなるアンデスより国境を越えて心
に響くハーモニーをお楽しみください。

10月3日㊏ オープニングイベント

●14:00〜16:00

●芸術の森公園　素心庵

●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、他何名かが出

演する予定です。

10月11日㊐ 芸術の森さわやか朗読会

●11:00〜17:00
●西澤絵画塾
●キッズひまわり、茅工房、ハーバル工房、はるのひ、
ありがとう、キッズステーション、パステルクラブ、と
ろっと、あくしゅ、サンバの会、ホープステーションほか
●団野: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とした時間の中で
アートな生活を楽しみましょう。毎日、ワークショップ
があります。

10月11日㊐〜13日㊋ スローなアートと生活展


