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秋のステージ ～実りの感謝、次代へ。～

グランドステージ 10月26日（土）～11月10日（日）
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フェスティバル

開会式

総合
フェスティバル

閉会式
フィナーレ

文化
まるごと

フェスティバル

10月26日（土）
コラニー文化ホール（甲府市寿町）
プログラム
　プロローグ

　開会式典

　・式典

　・交響詩「富士」〜富士鑽仰

　メインパフォーマンス

　・ミュージカル「風の麗
レ ビ ュ ー

美遊」

富士の国やまなし国文祭

11月10日（日）
午後3時～午後6時

富士五湖文化センター（ふじさんホール）
富士吉田市緑ヶ丘
プログラム「山

やま

峡
かい

の掉
とう

尾
び

」─繋がれ、明日へ。子どもたちの未来をのせて。─

　プロローグ「大きな実りへの一歩」

　閉会式典（国民文化祭旗引継式、次期開催地アトラクション）

　メインパフォーマンス「旅立ちの日」

10月25日（金）～11月10日（日）　
甲府市中心街

詳しくは公式HPで

シンボル幕絵「片岡鶴太郎氏作『山梨四季彩歌』」展示
10月24日（木）～11月10日（日）
山梨県立図書館（甲府市北口2-8-1）

　　　宝塚歌劇団の演出、OG出演による富士山の情景を

モチーフとしたミュージカルを披露します。

西本智実指揮 イルミナートフィルハーモニーオーケストラによ

る新曲「富士」の演奏もあります。

豪華出演者によるステージです。

　　　「山峡の黎明」ではじまった子どもたちの旅は富士の

国やまなし国文祭とともに「山峡の掉尾」で幕を閉じ、自分

達の力で羽ばたいていきます。

　　　「歩いて周遊できる会場」で、様々な文化を身近に感

じてください！体験してください！

みどころ

観覧応募

観覧・参加

観覧応募は終了しました。

7月1日～9�月30日　先着順

一部要申込・一部有料

姿月あさと

辰巳 郎

林真理子 山本益博 三枝成彰写真提供：文化庁　平成24年度[第16回]文化庁メディア芸術祭作品展

風花�舞 舞風りら 珠洲春希 真波そら

Access
電車／JR甲府駅から徒歩20分（タクシー5分）
自家用車／中央自動車道甲府昭和ICから20分
シャトルバス／JR甲府駅北口より運行

Access
電車／ 富士急行線月江寺駅から徒歩５分
自家用車／ 中央自動車道河口湖ICより約７分
駐車場／ 普通車145台、臨時駐車場 普通車400台

Access
電車／JR甲府駅北口直結徒歩1分
自家用車／中央自動車道甲府南ICから国道358号線（平和通り）を甲府駅に向け北進
駐車場／周辺の有料駐車場をご利用ください。

　　　子どもから大人まで楽しめるアニメーション作品をはじ

め、触れることによって様々な変化や反応が起こるアート作品

を展示します。

やまなし
発見

フォーラム

やまなしの実り
～次代へつなぐ山梨の文化～
■トークショー：「やまなしのワインと食」
　辰巳 郎（俳優、日本ソムリエ協会名誉ソムリエ） 
■パネルディスカッション
　柳生真吾（八ヶ岳倶楽部代表）
　柿沢安耶（パティシエ）ほか

10月27日（日）
午後0時30分～午後3時

山梨県立図書館（甲府市北口2-8-1）
甲府駅北口よっちゃばれ広場

生活文化総合フェスティバル
茶道フェスティバル
華道フェスティバル
ワールドグルメフェスティバル
ワールドミュージックフェスティバル
サルデコ2013 Salsa de Dancin’ in Kofu vol.23
文化まるごと生配信 in 桜座
伝統芸能「能三番」公演

【お問い合わせ】 第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局／055-223-1846 
 富士の国やまなし国文祭コールセンター／055-227-3132（9：00〜17:45） 

（近畿日本ツーリスト（株）甲府支店内）

文化庁メディア芸術祭
富士の国やまなし展
10月13日（日）～20日（日）
山梨県防災新館「やまなしプラザ」

（甲府市丸の内1-6-1）他周辺施設

文化庁メディア芸術祭は、アート、エンターテインメント、アニメーション、
マンガの４部門において優れた作品を顕彰するとともに、受賞作品の鑑
賞機会を提供するメディア芸術の総合フェスティバルです。富士の国や
まなし展では、メディア芸術作品をもっと身近に、もっと気軽に体験して
いただけるよう、マンガ、アニメーション、ゲーム、インタラクティブアー
ト、ウェブ作品などの受賞作品を幅広く紹介します。期間中は、トークセッ
ションやワークショップも開催します。

国民文化祭終了後にも文化のビッグイベントが続きます！
作曲家 三枝成彰さん、作家 林真理子さんなど100名以上の文化人・知識人が甲府に集い60以上の講座やシンポジウム
を展開します。

日　時／ 11月29日（金）〜12月1日（日）までの3日間 
観覧・受講には、事前にチケットの購入が必要です。

主会場／コラニー文化ホール（大ホール）、山梨学院大学
お問い合わせ／甲府市教育委員会国民文化祭課エンジン01係
TEL／055-223-7327
HP／https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kokubun/enjin01/gaiyou.html

ホームページ
http://www.mediaarts3776.jp
問い合わせ先
文化庁メディア芸術祭 山梨展事務局

（株式会社UTY企画内）
〒400-0864
甲府市湯田2-9-8 UTY会館
TEL.055-235-7664

（担当：斉木／桑原）

観覧応募

観　　覧

7月1日～9月30日　先着順

おもてなしコーナー

ワインテイスティング講座、県産食材やワインなどの展示・販売を
ご用意しています。

自由観覧（無料）

みどころ

みどころ

みどころ

やまなし国文祭 検索

「エンジン01文化戦略会議 オープンカレッジin甲府」
を開催します。

～富士の国やまなし国文祭特別記念事業～
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YAMANASHI  footpath  links

やまなしフットパスリンク
YAMANASHI  footpath  links

22 23

通期事業 ～山梨の魅力に触れる参加型イベント～
富士の国やまなし国文祭では、誰もが気軽に楽しめる事業を期間を通じて実施しています。

富士の国やまなし国文祭
文化の風とあそぼう！振興事業

9月～11月開催予定 

主な応援事業一覧

やまなしフットパス
県内に設定した約200のコー
スをガイドとともに歩き、その
土地に根ざす文化や伝統、魅力
を体感、発見していただきます。

やまなし食のカレンダー
山梨県高等学校家庭クラブ連盟などが参
加し、地場食材を用いた「新やまなしレシ
ピ」の開発など、山梨の食文化の掘り起こ
しや伝承に取り組んでいます。 

まちなかステージ
公募により募集した「まちなかアーティスト」が県内各地で音楽やダンス等のステージ
パフォーマンスを開催！現在、140グループ（個人を含む）が登録を受け、県内各地に
おいて、観客と一体となったステージで国文祭を盛り上げています。

やまなし造形遊び
身近な自然物や人工の材料から発想し、想像力
を働かせて制作した造形作品をまちなかに展
示したり、カラフルな作品をみんなで協働して
作ります。

やまなしフットパスリンクが開催
するフットパスイベント情報を掲
載しています。

「フットパス」とは：イギリス発
祥の言葉で地域に昔からある
ありのままの風景を楽しみな
がら歩く［Foot］ことができる
小径（こみち）［Path］のこと。

通期事業の毎月の開催情報は、公式ウエブサイトまたは下記までお問い合わせください。
第２８回国民文化祭山梨県実行委員会事務局　TEL 055-223-1360

応援事業の詳細は、公式ウエブサイトまたは下記までお問い合わせください。
第２８回国民文化祭山梨県実行委員会事務局
TEL 055-223-1846

お問い合わせ　 第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局�
（生涯学習文化課内）055-223-1797

文化の風とあそぼう！振興事業は、既成のジャンルの枠組みやグループの垣根を超えた取り組みです。様々なアーティストが力を
結集し、楽しいステージパフォーマンスや展覧会を開催します！

＊イベント／通期事業をご覧下さい

＊イベント／応援事業をご覧下さい

事業名 入場料・参加料 開催日 会場（施設者名） 主催者

押花で描く　武田信玄公ゆかりの地 無料 9月2日（月）から
9月30日（月）まで

山梨中央銀行　
本店営業部ロビー 山梨県押花倶楽部

第10回　日本山岳写真協会　山梨支部展 無料 9月12日（木）から
9月16日（月・祝）まで

山梨県立図書館
イベントスペース（西側） 日本山岳写真協会　山梨支部

第30回記念山梨独立書展 無料 9月13日（金）から
9月16日（月・祝）まで 山梨県民会館地下展示場 山梨県独立書人団　

大沢　聡　Ocarina Jazz Night 有料（大人3,000円、
高校生以下1,500円） 9月14日（土） 桜座 STUDIO　fiato

（スタジオ　フィアート）

富士の国カラオケ交流フェスタ 無料 9月15日（日） 敷島総合文化会館
大ホール

富士の国カラオケ交流フェスタ
実行委員会

「未来（あす）へのつながり in うえのはら」
山梨ブロック大会　県内ゆるキャラ大集合！ 無料 9月16日（月・祝） 上野原市庁舎センタープラザ

上野原市文化ホール
公益財団法人日本青年会議所　
関東地区　山梨ブロック協議会

ふるさとふれあい講座 有料（800円） 9月17日（火） 南アルプス市内 南アルプス市櫛形中央公民館　
小笠原・山寺地区分館

親子のためのおかね学習フェスタ《山梨》 無料（予約制プログラム、
自由参加プログラムがあり） 9月22日（日） 山梨県立図書館 金融広報中央委員会、

山梨県金融広報委員会

「ラボ国際交流のつどい〜帰国・受入れ報告会」 無料（要整理券） 9月23日（月・祝） 山梨県立青少年センター２階
多目的ホール

山梨地区ラボ国際交流のつどい
実行委員会

明治大学マンドリン倶楽部山梨演奏会 有料（大人3,000円、 
高校生2,000円） 9月28日（土） コラニー文化ホール　

大ホール 明治大学校友会　山梨県支部

ライブラリーコンサート 無料 9月28日（土） 北杜市長坂コミュニティ・
ステーション

朗読劇団 ｢声春｣代表　
大澤　博

第14回　ハーモニカふれ愛コンサート 無料 9月29日（日） コラニー文化ホール 山梨県ハーモニカ協議会

きいてけし室内楽コンサート　Vol.7 有料（大人2,000円、 
高校生以下500円） 9月29日（日） 北杜市長坂コミュニティ・

ステーション ちゃみたくハウス

日本ペン習字研究会　ペン書道展 無料 10月3日（木）から
10月10日（木）まで 甲府市西公民館展示ホール 日本ペン習字研究会　ペン書道部

第12回アートフェスタ貢川 無料 10月5日（土）から
10月24日（木）まで

甲府市貢川地区及び甲府駅
北口よっちゃばれ広場

第12回アートフェスタ貢川
実行委員会

第一回　オカリナの集い〜甲信越大会〜 有料（500円） 10月6日（日） コラニー文化ホール　
小ホール ライリッシュ・オカリナ連盟

蕩墨書道會特別展「書家　明石春浦」 無料 10月9日（水）から
10月14日（月・祝）まで 山交百貨店5階催事場 蕩墨書道會

第78回　五湖美術展 無料 10月11日（金）から
10月14日（月・祝）まで

富士吉田市民会館　3階　
市民ギャラリー 五湖美術会

コミックチャレンジ・ミニin南アルプス・4 有料（パンフレット購入制
（全員）400円） 10月13日（日） 木の国サイト アニメ倶楽部　甲府

コミックチャレンジ・ミニin甲府駅前・3 有料（パンフレット購入制
（全員）500円） 10月14日（月・祝） 山梨県立図書館 アニメ倶楽部　甲府

ポール・ラッシュ博士来清75周年記念
ポール・ラッシュ祭〜八ヶ岳カンティフェア〜2013 無料 10月19日（土）から

10月20日（日）まで 清里・清泉寮前牧草地
北杜市、北杜市観光協会、ポール・ラッ
シュの会、キープ協会、ポール・ラッシュ
祭〜八ヶ岳カンティフェア〜実行委員会

ふれあい礼法講座 有料（1,000円） 10月下旬から
12月下旬まで

南アルプス市小笠原地内
二丁目町内集会所

南アルプス市櫛形中央公民館　
小笠原・山寺地区分館

第42回甲府市民文化祭 無料 11月1日（金）から
11月24日（日）まで

甲府市総合市民会館
遊亀公民館 甲府市文化協会

うずのみ芸術祭２０１３ 無料 11月2日（土）から
11月4日（月・祝）まで 山中湖交流プラザ　きらら うづのみ芸術祭実行委員会

第59回一宮町文化祭 無料 11月3日（日） 一宮町ふれあい文化館
一宮町ふれあい体育館 笛吹市一宮町文化協会

第47回　大月市文化祭　市民音楽祭 無料 11月10日（日） 大月市民会館　大ホール 大月市、大月市教育委員会、大月市文化
協会、【主管】大月市音楽文化連盟

甲州よっちゃばれ大会 無料 11月16日（土） 甲府駅北口よっちゃばれ広場 甲州よっちゃばれ連盟

全国・市民トロンボーンアンサンブルフォーラム 無料 11月23日（土・祝）から
11月24日（日）まで 笛吹市スコレーセンター 全国・市民トロンボーンアンサンブル

フォーラム実行委員会

やまなし国文祭 検索

やまなし国文祭 検索

やまなしフットパスリンク 検索

ポール・ラッシュ祭�〜八ヶ岳カンティフェア〜2013
10月19日（土）～20日（日） 10時～16時半（20日（日）は9時～16時半）
u北杜市・清里・清泉寮前牧草地　※入場無料

各部門で活躍する作家のアートを一覧！
富士の国やまなし国文祭 山梨の作家展
10月16日（水）～11月10日（日）
9：00～17：00（各部門の初日と最終日は開催時間が異なります）

u 山梨県立美術館（甲府市貢川1-4-27） 
JＲ中央本線甲府駅からバス約１５分 ＊月曜・祝日の翌日は休館

u  山梨県立芸術の森公園（甲府市貢川1-4-27）    
JＲ中央本線甲府駅からバス約１５分（県立美術館下車）

おどろき造形遊び
３Ｄストリートアートの世界的作家 エドガー・ミュラー氏来日！

まちなかステージに出演しているまちなか
アーティストのダンス団体が、文化ホールで
ダンスを披露し、観客の皆様を魅了します。
＊入場料無料（事前申込不要）

今年の目玉は、ポール・ラッシュ博士来清75周年、米国ケンタッキーとの親善交流、そして国文祭を記念して、ケン
タッキーの野外音楽劇「スティーブン・フォスター物語」のメインキャストを招いてのステージです。そして、広大な
牧草地に持ち寄られる八ヶ岳の食文化、やまなしクラフト市、この二日間に限り素敵な乗り物となる大型トラク
ター、ポニー草競馬、乳牛コンテストなど、体験交流型のイベントが盛りだくさん。
aポール・ラッシュ祭事務局
�30551-48-2626
�3http://www.keep.or.jp

部門別展示期間
①写真部門 10月16日（水）〜23日（水）　 
②ハンドクラフト部門 10月16日（水）〜23日（水）
③書道部門 10月24日（木）〜11月１日（金）
④美術部門 11月3日（日）〜11月10日（日）

写真は「The Crevasse」 2008年アイルランド

圧倒的なスケールの３Dストリートアート作品を次 と々発表し 世界中の人々を魅了して
いるエドガー･ミュラー氏のストリートアートが芸術の森公園（甲府市内）において公開
されています。 

Pickup !

山梨県のダンス団体が集結！
富士の国やまなし国文祭 ダンスフェスティバル2013
10月５日（土）　13：00～16：40
u コラニー文化ホール（甲府市寿町26-1） 
ＪＲ中央本線甲府駅から徒歩約20分タクシー５分

富士の国やまなし国文祭
まちなか音楽祭2013
10月12日（土）
13：00～18：30（予定）

u やまなしプラザ（県庁防災新館）・
　県民ひろば（甲府市丸の内1-6-1） 
ＪＲ中央本線甲府駅から徒歩5分
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コンサートin甲府

イタリアの音楽と食を楽しむin河口湖

2013年10月12日土開演：14:00（開場 13:30）場所：コラニー文化ホール（小ホール）

2013年10月13日日 開演：14:00（開場 13:30）
場所：富士レークホテル

2013年富士の国やまなし国民文化祭提案事業2013年富士の国やまなし国民文化祭提案事業2013年富士の国やまなし国民文化祭提案事業

ラ フェスタ イタリアーナ

イタリア音楽のひととき
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企画展「シルクロードの饗宴─葡萄とワインの文化をめぐって─」

下神内川角力（相撲）甚句（秋の陣）

第15回ライトダウン甲府バレー～里のふるさと・小さな街の大きな夢

Steel Pan 100人 Project

八ヶ岳音楽祭 in Yamanashi

寄っちゃばって聴いておくんねえ「武田氏の伝説」

ポール・ラッシュ博士75周年記念祭　フォスター・ミュージカルの招聘・公演

甲斐の国「こども能楽」公演

オーケストラとバレエの共演

文芸祭「連句の祭典」

COOL JAPAN YAMANASHI 2013

富士の国やまなし国文祭「太鼓交響楽団事業」

満天の星に描くことばと音楽

J.S.バッハアカデミー　オルガンワークショップ

朗読と音楽、墨絵による創作ステージ「甲州日記・娘道中」

秋の八ヶ岳2013オープンアトリエ

君もパフォーマー！大道芸ワークショップ

カルチャーツーリズムin身延山

八ヶ岳トロンボーン・フェスタ2013

手作り甲冑教室開講事業

富士の国オペラコンサートinやまなし

紙玉による富士山大壁画「アートケア作品展」

La Festa Italiana（ラフェスタイタリアーナ）～太陽の国からの贈り物～イタリア音楽のひととき

所平山郁夫シルクロード美術館／山梨県北杜市長坂町小荒間2000-6

日 ～11月11日（月）
11月11日（入館は4時30分まで）※火曜日休館（7〜9月は無休）

交［　車　］中央自動車道小淵沢IC→約10分
［電車］JR小海線甲斐小泉駅→徒歩約1分

所下神内川八幡大神社／山梨市下神内川

日10月13日（日）
午後2時〜

交［電車］JR中央本線山梨市駅→徒歩約10分（タクシー又はバス約5分）

所①ラザウォーク甲斐双葉／甲斐市志田645-1
②山梨県立科学館�他／甲府市愛宕町358－1

日①10月12日（土）・13日（日）／午前11時〜午後7時
②11月2日（土）／午後6時〜9時

交①［車］中央自動車道韮崎IC→約20分 ［電車］JR中央本線塩崎駅→徒歩約10分
②［車］中央自動車道甲府南IC→約30分 ［電車］JR中央本線甲府駅→徒歩約20分（タクシー10分）

所甲府駅北口よっちゃばれ広場（藤村記念館前）／甲府駅北口2-2-1

日10月13日（日）
午後1時〜3時30分（予定）（午前11時飲食ブースオープン予定）

交［　車　］中央自動車道甲府昭和IC→約15分※周辺有料駐車場を御利用下さい
［電車］JR中央本線甲府駅北口すぐ

所八ヶ岳やまびこホール／北杜市高根町村山北割3315

日10月14日（月・祝）
午後2時開演

交［　車　］中央自動車道長坂IC→約5分
［電車］JR中央本線長坂駅→タクシー約10分

所恵林寺（甲州市）／甲州市塩山小屋敷2280

日10月19日（土）
午後1時30分〜3時

交［　車　］中央自動車道勝沼IC→約20分
［電車］ JR中央本線塩山駅→バス約11分

所清泉寮前牧草地特設ステージ
北杜市高根町清里キープ協会清泉寮前特草地

日10月19日（土）・20日（日）／午後3時30分〜4時30分

交［　車　］中央自動車道須玉IC→約40分
［電車］JR小海線清里駅→徒歩約30分（タクシー約5分）

所八ヶ岳やまびこホール／北杜市高根町村山北割3315

日10月20日（日）
午後2時〜4時

交［　車　］中央自動車道長坂IC→約5分
［電車］JR中央本線長坂駅→徒歩約30分（タクシー約10分）

所コラニー文化ホール大ホール／甲府市寿町26-1

日10月20日（日）
午後2時〜4時

交［　車　］中央自動車道甲府昭和IC→約10分
［電車］JR中央本線甲府駅→徒歩約20分（タクシー又はバス約5分）

所勝沼ぶどうの丘／甲州市勝沼町菱山5093

日�前夜祭：10月26日（土）午後6時〜8時
本大会：10月27日（日）午前10時〜午後4時

交［　車　］中央自動車道勝沼IC→約10分
［電車］JR中央本線勝沼ぶどう郷駅→徒歩約15分（タクシー約5分）

所アイメッセ山梨／甲府市大津町2192-8

日�11月3日（祝）午前10時〜午後8時（予定） 
11月4日（月・祝）午前10時〜午後6時（予定）

交［　車　］中央自動車道甲府南IC→約5分
［電車］JR中央線甲府駅→タクシー約20分

所都市地域交流促進施設「v
ヴィヴァ・

iva n
ノ ー ラ

ora」
北杜市須玉町江草字宮代6510-2

日11月10日（日）／午後1時〜3時（予定）

交［　車　］中央自動車道韮崎IC→約30分

所県内各所
日 ～9月の間に数回開催

所キングスウェルホール／甲斐市下今井2446

日�9月７日（土）
午後１時開場　２時開演

交［　車　］中央自動車道双葉スマートIC→3分
［電車］竜王駅下車北口よりタクシー　塩崎駅より徒歩約30分

所コラニー文化ホール小ホール／甲府市寿町26-1

日9月8日（日）
午後3時〜5時

交［　車　］中央自動車道甲府昭和IC→約10分
［電車］JR中央本線甲府駅→徒歩約20分（タクシー又はバス5分）

所�北杜市（長坂町、小淵沢町、大泉町、高根町、白州町、武川町）
に点在する34工房

日9月14日（土）～9月16日（月・祝）
交［　車　］中央自動車道長坂ICまたは小淵沢IC

所ワークショップ：コラニー文化ホールほか／甲府市寿町26-1

日9月～11月
交［　車　］中央自動車道甲府昭和IC→約10分
［電車］JR中央本線甲府駅→徒歩約20分（タクシー又はバス約5分）

所身延山久遠寺、門前町、身延山宝物館ほか
南巨摩郡身延町身延3567

日 ～11月15日（金）
交［　車　］中部横断自動車道増穂IC→約60分
［電車］JR身延線身延駅→バス約12分

所八ヶ岳やまびこホール／北杜市高根町村山北割3315

日9月16日（月・祝）
午後２時開演

交［　車　］ 中央自動車道長坂IC→約5分
［電車］JR中央本線長坂駅→タクシー約10分

所甲府市総合市民会館／甲府市青沼三丁目5-44

日9月23日（月・祝）
午前10時〜正午

所コラニー文化ホール／甲府市寿町26-1

日9月22日（日）
午後6時〜午後8時

交［　車　］中央自動車道甲府昭和IC→約10分
［電車］JR中央本線甲府駅→徒歩約20分（タクシー又はバス約5分）

所勝沼ぶどうの丘美術館／甲州市勝沼町菱山5093

日10月4日（金）～10月31日（木）
午前10時〜午後5時

交［　車　］中央自動車道勝沼IC→約10分
［電車］JR中央本線勝沼ぶどう郷駅→徒歩約20分

所①コラニー文化ホール（小ホール）／甲府市寿町26-1
②富士レークホテル／南都留郡富士河口湖町船津１

日①10月12日（土）／午後1時30分開場、午後2時開演
②10月13日（日）／午後1時30分開場、午後2時開演

交①［車］中央自動車道甲府昭和IC→約10分 ［電車］JR中央本線甲府駅→徒歩約20分（タクシー又はバス約5分）
②［車］中央自動車道河口湖IC→約10分 ［電車］富士急行線河口湖駅→徒歩約15分（タクシー約５分）

山梨県における葡萄栽培・ワイン造りと関連付けながら、シルクロード由来の豊
かな文化を紹介します。また、平山郁夫の絵画をラベル（エチケット）にしたワイン
や、葡萄唐草文を用いた山梨伝統工芸「印傳」の商品開発および販売を行い、展
覧会を盛り上げます。詳しくはHPを御参照下さい。

【実施】公益財団法人平山郁夫シルクロード美術館 
【TEL】0551-32-0225

下神内川八幡大神社に、江戸時代より奉納されていた角力（相撲）と相撲甚句の
うち、昭和初期に途絶えてしまった甚句を復活させ、神社祭典時に奉納し、文化
を伝承していきます。

【実施】かのがわ古道の会
【TEL】090-3406-6259

ライトダウン甲府バレーは、広範囲に呼びかけをしているライトダウン活動として、「日本最古」の
活動です。屋外の過剰な照明をなるべく落とし、それを一斉に行うことで、どんな人の上にもある
星空を、多くの人たちと一緒に見上げることで、山梨に住む人たちの心をつないでいこう、というイ
ベントです。メイン会場である山梨県立科学館では、山梨市出身の詩人・覚和歌子と、同じく山梨市
出身の作曲家・ピアニスト・小林真人をゲストに、星空ライブやプラネタリウム、ライトダウン観望と
星空観望を行います。　【実施】ライトダウン甲府バレー実行委員会 

【TEL】055-223-1360（第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局）

トリニダードトバゴ共和国発祥のドラム缶から作られた楽器、スティールパン。県
内外から集まる奏者100人で大小様々なパートで構成されたスティールパンを
演奏！圧巻の100人演奏と子供たちの合唱コラボも企画！トリニダードの音楽や
ダンスも交え、日本において通常では見られない規模のビッグイベントを開催！

【実施】Orange Music Panschool
【TEL】055-223-1360（第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局）

自然豊かな八ヶ岳南麓に、全国からプロとアマチュアが集い、一つの音楽を作り
上げる演奏会です。オーケストラと合唱を構成し、ともに練習を重ねて音楽祭最
終日にコンサートを開きます。舞台と客席が一つになり、素晴らしいハーモニー
を奏でて大きな感動を生む、本格的なクラシックコンサートです。指揮者は飯守
泰次郎氏です。

【実施】八ヶ岳音楽祭運営委員会 【TEL】0551-32-7271

武田信玄にまつわる伝説を甲州弁でお聞きください。由緒あるゆかりの寺での
語りの会です。
大人が主な対象です。

【実施】山梨むかしがたりの会
【TEL】0553-33-4265（事務局）

ポール・ラッシュ博士に感謝を捧げ、その精神を受け継ぐ契機とするため、米国
ケンタッキー州で1959年から続いている野外音楽劇「スティーブン・フォスター
物語」の主要キャストを招聘し、ポール・ラッシュ祭〜八ヶ岳カンティフェア〜のメ
インプログラムとして、そのハイライトシーンを再現します。

【実施】ポール・ラッシュ祭〜八ヶ岳カンティフェア〜実行委員会
【TEL】0551(48)2626

山梨県内在住の小学生が、プロの能楽師の指導のもと、能の舞台に出演します。
能を演ずる上での主役を小学生が担当し、山梨県内に伝わる民話などを題材と
した、新しい創作の能を披露。また、能楽師の出演による、本式の能楽も上演。日
本の伝統芸能に挑戦する子どもたちの成果と、プロによる本物の能の二つを鑑
賞できます。

【実施】佐久間二郎 【TEL】042-316-4860

バレエとオーケストラが同じステージで、白鳥の湖からジブリ音楽まで幅広い演
目を披露いたします。平林美奈子舞踊研究所の生徒さんほか、ゲストに現在活躍
中の気鋭の男性ダンサー、大前光市氏・金刺わたる氏を迎え迫力ある演技もご覧
いただきます。ますほジュニアクワイア・双葉ジュニアクワイヤの児童合唱も舞台
に花を添えます。

【実施】南アルプス桃源交響楽団 【TEL】080-4890-1594

「発祥の地で蘇る甲斐の連句」を合言葉に甲州の地で連句大会を開催。全国の連
句愛好者に呼びかけ日頃の連句作品を公募。公平かつ厳正な審査で入賞作品を
選定する。大会に先立っての前夜祭では地元の芸能を参加者に披露する。本大
会においては入賞者の表彰と参加者全員と一般参加者による連句実作会を開
催。後日実作集を発行配布する。

【実施】山梨県連句協会 【TEL】055-235-1653

世界が共感する「クール・ジャパン」を支える、アニメ・特撮・ホビー・同人誌などの
大規模イベントを開催します。コスプレイベントや人気声優によるライブ、特撮イ
ベントの実施の他、映画監督など人気クリエイターによるトークショーなどを展
開します。

【実施】COOL JAPAN YAMANASHI 2013 実行委員会
【TEL】090-9964-6904

国民文化祭を契機に太鼓交響楽団員を組織し、気韻生動なる太鼓演奏者育成と
根強い文化意識を体得した人づくりを目指します。

【実施】太鼓交響楽団事業実行委員会事務局
【TEL】055-232-3312

移動プラネタリウムや、宇宙シミュレーションソフトを使ったワークショップ。
宇宙の壮大さを知り、宇宙内存在としての自分に想いをはせてもらい、そこ
で感じたことを、手紙、俳句・詩や音楽という形にし、それらをさらに多くの
人たちと共有することによって、サイエンス＆アートを市民の手に取り戻すよ
うな試みです。

【実施】星つむぎの村 【TEL】090 -9234 -3600

バッハ・コレギウム・ジャパン音楽監督でオルガニストの鈴木雅明氏がサプラ
イズ来県。
キングスウェルホールが誇るザニン社のオルガンを用いてレクチャーコン
サート、公開レッスン、合唱指導などを行います。

【実施】合唱団「甲府コレギウム・アウレウム」 
【TEL】080 -5474 -4159（片野）

江戸末期から明治初期にかけて活躍した希代の浮世絵師、「歌川広重」が記した
「甲州日記」を素材にして、甲州道中に繰り広げられる甲斐の自然や生活文化の
中に、男女の淡い「恋心」を織り込んで書き下ろした脚本による「朗読セッション」
と、新たに作曲した、9人編成のオーケストラとのコラボレーション、現代の絵師
が背景を描く手作りのオリジナルステージです。

【実施】アドブレーン・共立・NTT-F共同事業体 【TEL】055-228-9131

北杜市に点在する３４軒の工房で開催するオープンアトリエ。制作の実演や体験、
作品の展示販売やアウトレットセールなど、各工房が工夫を凝らして皆様のお越し
をお待ちしています。八ヶ岳の美しい山 、々秋の可愛い草花や里山の風景を眺めつ
つ、森や林の中、草原に点在するアトリエを巡ってのんびりと秋の一日をお過ごしく
ださい。【実施】アート＆クラフトネットワークおらんうーたんオープンアトリエ委員会

【TEL】0551-38-1531（有吉）※詳しい開催内容は同公式ウェブサイトまで

「山梨に大道芸を！」を想いに、日頃活躍する大道芸人が、約半年、月２〜３回ワー
クショップを開催しています（ワークショップ参加者の募集は締め切っていま
す）。みんなの目標は、「国文祭の会場を盛り上げること」ガンバります！秋の国
文祭会場のなかで、成果をお披露目します。（日時未定）

【実施】アドブレーン・共立・NTT-F共同事業体
【TEL】055-228-9131（加藤）

国文祭にあわせ特別公開した秘宝拝観など、身延山の仏教文化を学ぶカル
チャーツーリズム。
●９月15日「上ノ山八幡社祭典に参加」（無料）受付・集合9:30身延山久遠寺本堂前
　＊定員20名程度　要問い合せ　ＴＥＬ0556-62-0107
● 11月15日まで 身延山各所に所蔵されているご宝物や資料を見学しながら巡

る「秘宝公開スタンプラリー」実施
【実施】身延山大学生涯学習委員会 【TEL】0556-62-0107（一之瀬）

トロンボーンのプロ演奏家と愛好家が北は北海道、南は沖縄から集まり、一緒に
八ヶ岳南麓の自然の中で練習し音楽を創る八ヶ岳トロンボーン・フェスタ。本年
はラテンパーカッションとのコラボレーションによりトロンボーンのハーモニー、
重厚さにラテンのリズムを加えますのでより華やかな国文祭にふさわしいコン
サートをお楽しみいただけます。

【実施】八ヶ岳トロンボーン・フェスタ運営委員会 【TEL】0551-32-7271

お笑いミニライブと親子で楽しめる工作教室がドッキング。厚紙で、サンバイザー
型のかぶとを作ります。かぶとの豆知識も学べます。幼稚園・保育園年長組から
小学生が対象の紙工作教室です。

（必ず、保護者の方と一緒にご参加ください）
【実施】武田勝頼・新府にらさきの会 
【TEL】080-5014-7079（高木）

県内外で活動している県出身アーティストや志を持ち研修中の若い音楽家たち
が一堂に会し、地方では開催が少ない、オペラ名場面やガラなど、県民が気軽に
音楽とふれあい楽しめるコンサート。出演は、特別ゲストの部と一般公募の部で
構成。

【実施】富士の国オペラコンサートinやまなし実行委員会
【TEL】055-223-1360（第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局）

70名の高齢者が2ミリ程の紙玉を作り、着色して横8ｍ、縦1.9ｍのスペースに
貼り、富士山の壁画を制作します。約1,413,600粒を1年8カ月かけて完成さ
せます。高齢者のこの飽なきパワーをお楽しみ下さい。また「アートケア」で行っ
ている俳句、書道、板絵なども展示します。

【実施】医療法人恵信会 恵信ケアセンター
【TEL】0553-33-3205

①イタリア人オペラ歌手と県内の若手音楽家による歌の競演。今年生誕200年を迎
えるイタリアを代表するオペラ作曲家ヴェルディの作品を中心に、オペラハイライトや
どこかで耳にしたことのある名曲の数々を。②富士山と河口湖を眺めながら音楽と食
を楽しむひととき。本場のカンツォーネを中心とした演奏会を山梨県産ワインのテイ
スティングとイタリア直輸入の食材を使ったオードブルと共に。

【実施】ラフェスタイタリアーナ実行委員会（日伊文化交流協会（山梨）http://assci.
jpn.org/）【TEL】080-8809-9388 【Mail】lafestaitaliana@assci.jpn.org
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名湯めぐり♨

クーポン特典は各施設で異なりますので、
お問い合わせください。
※携帯またはウェブでもご確認できます。
（社）やまなし観光推進機構☎055-231-2722

クーポン特典は各施設で異なりますので、
お問い合わせください。
※携帯またはウェブでもご確認できます。
（社）やまなし観光推進機構☎055-231-2722

クーポン特典は各施設で異なりますので、
お問い合わせください。
※携帯またはウェブでもご確認できます。
（社）やまなし観光推進機構☎055-231-2722

クーポン特典は各施設で異なりますので、
お問い合わせください。
※携帯またはウェブでもご確認できます。
（社）やまなし観光推進機構☎055-231-2722

クーポン特典は各施設で異なりますので、
お問い合わせください。
※携帯またはウェブでもご確認できます。
（社）やまなし観光推進機構☎055-231-2722

クーポン特典は各施設で異なりますので、
お問い合わせください。
※携帯またはウェブでもご確認できます。
（社）やまなし観光推進機構☎055-231-2722

5泉めぐり

10泉めぐり

15泉めぐり

30泉めぐり

プレゼント応募券プレゼント応募券プレゼント応募券プレゼント応募券

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

温泉達人コース温泉達人コース

※ご応募はお一人様一回限りとさせていただきます。同一施設のスタンプの重複印は無効といたします。
商品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

対象立ち寄り温泉施設
花かげの湯

鼓川温泉

みとみ笛吹の湯

やまなしフルーツ温泉ぷくぷく

山梨市牧丘町窪平453-1

山梨市牧丘町牧平262

0553-35-4126

0553-35-4611

山梨市三富下釜口447 0553-39-2610

山梨市大工2589-13 0553-23-6026

韮崎旭温泉
韮崎市旭町上條中割391 0551-23-6311

武田乃郷 白山温泉
韮崎市神山町鍋山1809-1 0551-22-5050

健康ふれあいセンターゆ～ぷるにらさき
韮崎市中田町中條1800-1 0551-20-2222

芦安温泉 岩園館
南アルプス市芦安安痛588 055-288-2005

湧暇李の里「樹園」
南アルプス市野牛島2722 055-285-4131

山渓園

やまなみの湯

南アルプス市芦安芦倉409 055-288-2600

南アルプス温泉ロッジ 白峰会館
南アルプス市芦安芦倉1570

南アルプス市西南湖1299-1

055-288-2321
※11月10日まで

055-280-3340

下部温泉会館
身延町下部1130-1 0556-36-0124

門野の湯

南部町内船8106-1

0556-62-2221

なんぶの湯

身延町門野1122

0556-64-2434

奥山温泉
南部町福士26842 0556-66-3366

芭蕉 月待ちの湯
都留市戸沢874 0554-46-1126

道志村7501 0554-52-2384

道志の湯

北杜市白州町白須8056 0551-35-2800

甲斐駒ヶ岳温泉 尾白の湯

北杜市武川町牧原1322 0551-20-3113

南アルプス釜無温泉 むかわの湯

北杜市小淵沢町2968-1 0551-36-6111

スパティオ小淵沢 延命の湯

北杜市高根町箕輪新町95 0551-46-2611

たかねの湯

北杜市須玉町比志6438 0551-20-6500

増富の湯

北杜市明野町浅尾5259-950 0551-25-2601

明野温泉 太陽館

☎ ☎

☎ ☎
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☎ ☎
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☎ ☎

☎ ☎
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【応募方法】 郵便ハガキに、住所・氏名・年齢・職業・電話番号と希望プレゼント番号・プレゼント名をご記入の上、山梨県内の観光地・鉄道各駅・観光施設などに
設置されているスタンプ（※）を2ヶ所分押してご投函ください。スタンプがない場合は、入場券の半券など県内施設の利用がわかるものでも結構です。ただし、交
通拠点（JRおよび私鉄各駅・道の駅・高速道路サービスエリア）に設置してあるスタンプや、交通機関の切符、利用領収書のみによる応募は対象外とさせていただ
きます。交通拠点と県内観光施設のスタンプなど各1ヶ所を組み合わせて応募するか、県内観光施設2ヶ所分で応募してください。（スタンプの切貼りは無効）またご
応募はお一人様ハガキ1枚とし、1プレゼントに限らせていただきます。商品の発送をもって発表にかえさせていただきます。※プレゼント専用のスタンプは特に設
置されておりません。
■ 送 り 先：〒400-0031　山梨県甲府市丸の内1-8-17 山梨県庁西別館1階 やまなし観光推進機構「富士の国やまなし宝めぐりプレゼント」係
■ 応募締切：〈秋プレゼント〉平成25年11月30日（土）必着
■ 賞品により生産時期に合わせた発送となるため、抽選から発送まで3ヵ月ほどかかる場合があります。【個人情報について】 ご応募の際に記載された個人情報に
ついては、プレゼントの発送時に利用させていただくほか、観光情報のご案内に必要な範囲内で利用させていただくことがあります。また、お申し出いただければ
ただちに消去いたしますので当機構までご連絡ください。

　 山中湖村
　 山中湖ワイン 1本 2名様

　 富士吉田市
　 吉田のうどんぶりちゃんシャーペン・
　 吉田のうどんぶりちゃん携帯ストラップ 1セット 5名様

　 富士河口湖町
　 河口湖ハーブ館手作りカステラセット 5名様

　 鳴沢村
　 鳴沢菜漬け 2袋セット 5名様

　 西桂町
　 富士山のうまい水（500ml）24本入り 5名様

　 甲斐市
　 やはたいも 2kg入り 10名様
　 赤坂とまと 2kg入り 10名様

　 中央市
　 とよとみハムセット 3,000円分 5名様

　 市川三郷町
　 オノオレカンバ（木製）印鑑（12mm）1本 2名様

　 笛吹市
　 笛吹市産ワイン赤白2本セット 2名様

　 北杜市
　 山梨県産の畜産加工セット
　  甲州ワインビーフのビーフシチューとフジザクラポークのベーコンセット」
　  ビーフシチュー真空パック1人前分250g ベーコン約200g 1セット 5名様

　 南アルプス市
　 贅沢フルーツのジャム＆ゼリー詰め合わせ 5名様

　 身延町
　 身延町特産品詰合せセット 10名様

　※掲載写真と実際のセット内容は変更になる場合もあります。　

宝めぐりプレゼント宝めぐりプレゼント
週末は山梨にいます。週末は山梨にいます。

秋
ご応募締切／平成25年11月30日（土）

イメージイメージ

イメージイメージ

ew

i o

r t y

u

!0 !1 !2

q


