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「文化の風とあそぶ〜みつめる・こえる・つなげる」

第 28 回国民文化祭やまなし 2013

１月 12 日より
『富士の国やまなし国文祭』を通年開催

いよいよ冬のステージのオープニングイベントを皮切りに国民文化祭が開催されます。昭和６１年に東京
で開催されてから今回で２８回目の開催。今回は全国初の通年開催とし、１１か月の開催期間中、山梨のき
らめきを五感いっぱいに味わえるような祭典をめざします。

期間中は４つの﹁季節のステージ﹂

月

各ステージにオープニングウイーク︵秋のみグランドステー
ジ︶を設けています︒
﹁ ﹂内はキャッチフレーズ＊はオープニングウィーク
﹂︵１月〜３月開催事業︶
◆冬﹁ふるさとの祈り︑息づく︒
＊１月 日〜 日
◆春﹁いのち︑萌えたつ︒﹂︵４月〜６月開催事業︶
＊４月６日〜 日
◆夏﹁山河︑きらめく︒﹂︵７月〜９月開催事業︶
＊６月 日〜７月７日
◆秋﹁実りの感謝︑次代へ︒﹂︵ 月〜 月開催事業︶
日〜 月 日
グランドステージ

市役所︑東京エレクトロン
韮崎文化ホール︑市民交流セ
ンター︑市立図書館︑ゆ〜
ぷるにらさき︑道の駅にらさ
き︑市営体育館の各﹁国民文
化祭﹂専用スタンドへ備えて
あります︒

サッカーフェスティバル・
スポーツ文化シンポジウム

文芸祭﹁漢詩﹂

︵全日本漢詩大会︶
■日時 ９月 日︵日︶
時〜 時 分
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール

邦楽の祭典

■日時
月 日︵日︶
時〜 時
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール

日本舞踊の祭典

■日時
月３日︵日︶
時〜 時
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール

●参加作品募集

②応募料
１人につき２︑０００円
︵ た だ し︑ 海 外 投 稿 者︑ 身 体
障害者手帳の写しを添付され
た方︑小・中・高校生は無料︶
■応募方法
① 所定の応募用紙及び応募
票 に 必 要 事 項 を 記 入 し︑
郵便振替振込受領証また
はその写しを貼付して応
募 く だ さ い︒︵ 海 外 投 稿 者
の 表 記 に つ い て も︑ す べ
て日本語表記に限る︶
② 封 筒 の 表 に は﹁ 漢 詩 作 品 ﹂
と朱書きしてください︒

●出演者募集

◆邦楽の祭典ワークショップ
■日時
月 日︵日︶
時〜 時
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール
■内容 午前 ワークショップ
午後 舞台発表
■募集期間 １月 日︵火︶
〜３月 日︵金︶
■募集定員
名
■募集要件 平成 年度にお
いて小学３年生〜中学３年生
の方︒︵親子での参加も可︶
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﹁邦楽の祭典﹂﹁日本舞踊の
祭典﹂において全国からの出
演者や観覧者を﹁おもてなし

● ボランティアスタッフ募集
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◆文芸祭﹁漢詩﹂
︵全日本漢詩大会︶
■応募期間 ２月１日︵金︶
〜４月 日︵火︶
当日消印有効
■応募規定
①作品 題は自由・形式﹁七
言絶句﹂未発表作品︑１人
１首とする︒
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■開催日 ８月 日︵日︶
時 分〜 時
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール
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■期間 ９月１日︵日︶
〜 月 日︵日︶
９時〜 時︵休館：月曜︑
祝日の場合はその翌日︶
■場所 市民交流センター
10

10 10

26

小林一三・保阪嘉内の世界展
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●韮崎市は５つの主催
事業を開催
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各ステージと並行して県内
では︑市町村主催事業として
様々なジャンルの文化・芸術
イベントを開催します︒全国
の様々なジャンルのグループ
や作品が山梨に集い︑芸術文
化的なイベントはもちろん︑
地域の自然や伝統行事を活か
した特色あるイベントが行わ
れます︒韮崎市が主催するす
べての事業は観覧無料となっ
ておりますので市民の皆さま
は︑ぜひこの機会に芸術文化
に触れてみてませんか︒
各地のイベントは︑ガイド
ブック・チラシ等でご覧くだ
さい︒
□ガイドブック等設置場所
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の心﹂で温かく迎え︑喜びや
感動を分かち合いませんか？
広く市民から募集します︒
■応募資格
①平成９年４月１日以前に生
まれた方
②事前研修に参加できる方
③ボランティア活動に興味と
関心と熱意のある方
※高校生が応募する場合は保
護者の同意が必要です︒
※スタッフとしてふさわしく
ないと判断した場合は︑お断
りさせていただくこともあり
ますのでご了承ください︒
■活動日
＊邦楽の祭典
月 日︵土︶・ 日︵日︶
＊日本舞踊の祭典
月２日︵土︶・３日︵日︶
各日とも８時〜 時
■活動条件
①報酬はありません︒
②活動場所及び事前研修場所
までの交通費は自己負担︒
③活動内容及び活動場所は申
込内容をもとに実行委員会
で調整のうえ決定します︒
︵ご希望に添えない場合も
ありますのでご了承くださ
い︶
30

冬の星空観察会
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新年もイベントからはじめよう ！
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■お問い合わせ
企画財政課企画推進担当
︵内線３５５〜３５７︶

オリオン座と
冬の天の川を見よう

毎回︑大好評の星空観測会︒
冬ならではのオリオン座や天
の川の輝きを眺めてみません
か？︵雨天・曇天中止︶
■日時 ２月２日︵土︶
時〜 時
■場所 穂坂自然公園
ふれあいセンター
︵穂坂町三ッ沢３５０７ー１︶
■ナビゲーター
牛山 俊男 氏
︵自然写真家・
環境カウンセラー︶
■定員・申込期間
組︵先着順︶
１月７日︵月︶〜 日︵金︶
■参加料 無料
※温かい飲み物︵フリードリ
ンク︶をご用意しています︒
■お問い合わせ・お申し込み
韮崎市観光協会
︵商工観光課内︶
☎２２ー１９９１
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﹁南アルプス
リレーフォーラム﹂

〜南アルプスユネスコ
エコパーク登録に向けて〜
南アルプス世界自然遺産登
録山梨県連絡協議会︵韮崎市︑
北杜市︑南アルプス市︑早川
町︶では︑ユネスコエコパー
クの登録に向けて制度やその
魅力についてフォーラムを開
催します︒
■日時 ２月２日︵土︶
開演 時 分〜
︵開場は 分前︶
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール・
小ホール
︻第１部︼
講演﹁ユネスコエコパークの
制度とその魅力について﹂
︻第２部︼
パネルディスカッション
■入場料 無料
■お問い合わせ・お申し込み
＊南アルプス世界自然遺産
登録山梨県連絡協議会
︵南アルプス市役所みどり
自然課内︶
☎０５５ー２８２ー７２５９
＊商工観光課観光担当
︵内線２１４︶
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演奏会

20

男女共同参画・
減災合同フォーラム

ラム﹂を開催いたします︒
入場は無料ですので︑お気
軽にご参加ください︒
■日時 １月 日︵日︶
時 分〜
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール・
小ホール
■託児 ３歳から就学前まで
︵要予約︶
■内容
︻第１部︼ 男女共同参画
フォーラム
＊男女共同参画推進委員会活
動報告
＊男女共同参画に関する調査
結果報告
＊寸劇﹃減災力のある地域
づくりへの出発﹄
︵男女共同参画推進委員会︶
︻第 ２部︼減災フォーラム
＊減災リーダーの育成につい
て︵ＮＰＯ減災ネットやま
なし︶
＊講演会﹃男女でともに創る
これからの減災社会﹄
講師 大原 美保 氏
東京大学情
報学環総合
防災情報研
究センター
准教授
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筝曲新春コンサート
東京芸術大学学生及びＯＢ
による筝曲と三味線による邦
楽演奏会が開催されます︒新
春を寿ぐ邦楽の調べをお楽し
みください︒
■日時 １月 日︵月・祝︶
時〜 時 分
︵開場 分前︶
■入場無料
■場所・お問い合わせ
穴山町ふれあいホール
☎２５ー５９５６
30 17 14

フォーラム
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〜男女協働で
減災力のあるまちづくり〜
市が進める﹁減災力の強い
まちづくり﹂の実現には︑男
性も女性も共に協働して︑家
庭・地域の減災力を高めるこ
とが大切です︒
市では︑男女協働による減
災力の向上を目的として︑﹁男
女共同参画・減災合同フォー
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■お問い合わせ・お申し込み
教育課国民文化祭担当
︵内線２６５︶
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映画鑑賞会

式典のご案内

年韮崎市成人式

平成
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山田火砂子監督作品

金婚夫婦を祝う会
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結婚生活 年を迎えられた
ご夫婦をお祝いするため︑﹃金
婚夫婦を祝う会﹄を開催しま
す︒
■対象者
昭和 年に結婚された夫婦
■日時 ２月 日︵水︶
時〜
■場所 市役所４階大会議室
■申込 婚姻日︵入籍日︶を
ご確認のうえ︑福祉課までお
申し込みください︒
※市より対象者へ事前にお知
らせはしておりません︒
■申込期限 １月 日︵金︶
■お問い合わせ・お申し込み
福祉課高齢者福祉担当
︵内線１８１︶
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ー 留岡幸助物語 ー﹂
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平成 年成人式を次のとお
り実施いたします︒
ご家族の席も用意しており
ますので一生に一度の思い出
に残る成人式へのご来場をお
待ちしています︒
■日時 １月 日︵日︶
■受付
時 分〜 時 分
■式典
時 分〜
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール・
大ホール
※式典終了後︑記念撮影︑成
人式実行委員会企画によるイ
ベントを予定
■お問い合わせ
教育課生涯学習担当
︵内線２６７︶
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﹁大地の詩

家庭学校を創設し︑社会福
祉教育に尽力した留岡幸助の
生涯を描いた作品です︒
■日時・場所 １月 日︵土︶
東京エレクトロン韮崎
文化ホール・小ホール
第一部
時
第二部
時 分
︵それぞれ開場は 分前︶
■チケット金額
一枚１︑０００円
■チケット購入場所
東京エレクトロン韮崎文化
ホール︑市企画財政課
■主催
韮崎市女性団体連絡協議会
■お問い合わせ
企画財政課企画推進担当
︵内線３５６︶
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成人される皆さまの
輝かしい門出を
心からお祝い申し上げます。

東京エレクトロン
韮崎文化ホール
ネーミングライツ
記念公演
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﹃ ウ ル ト ラ マ ン ダ イ ナ・
阿部清人先生のおもしろ
サイエンス＆なるほど
防災エンスショー﹄
芸術・文化活動の中心的施
設として地域文化の創造と発
展に寄与してきた文化ホール
では︑平成 年４月より東京
エレクトロン山梨㈱とパート
ナーシップ協定︵ネーミング
ライツ︶を締結しています︒
その記念事業として︑今年
はこどもたちのヒーロー〝ウ
ルトラマンダイナ〟とサイエ

ンスインストラクター〝阿部
清人先生〟が韮崎にやってき
ます！
家庭にある身近なものを使
ったおもしろ科学実験が楽し
めるほか︑防災士として︑東
日本大震災で被災した経験を
もとに︑防災に関する科学実
験を交えてお話しいただきま
す！ぜひご家族でご来場くだ
さい︒
■日時 ２月 日︵土︶
時開演︵開場 分前︶
■場所
東京エレクトロン韮崎
文化ホール・大ホール
■入場料 無料
︵要入場整理券︶・全席自由
■入場整理券の配布
１月 日︵火︶９時より
東京エレクトロン韮崎文化
ホール︑イイノ楽器︵ 時よ
り︶︑市教育委員会
※チケットがなくなり次第終
了
■対象者
市内に住所がある方及び市
内に通勤・通園・通学してい
る方︑またはその家族
■お問い合わせ
＊教育課生涯学習担当
︵内線２６７︶
＊東京エレクトロン韮崎文化
ホール事務室
☎２０ー１１５５
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