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ごあいさつ

山梨県マンドリン音楽連盟
会長　堀口　昭

第 6回 山梨県マンドリンフェスティバル
実行委員長　今村辰夫

　本日はお忙しいところ、お越しいただき誠にありがとうございます。
 ここに「第６回山梨県マンドリンフェスティバル」を開催できますことは、私
達にとってこのうえない喜びであり、ひとえに皆様方のご理解とご支援の賜物と
深く感謝しております。
　県内マンドリン音楽愛好家の長年の願望でありました「山梨県マンドリン音楽
連盟」が発足してはや１９年になります。この間、１９９９年２月に念願の「マ
ンドリンフェスティバル」を１３０人を超す大編成で行い、続いて同年 11 月には、
１９４８年に発足した「県芸術祭」に代わる「県民文化祭」の幕開け事業として、

コンラート・ヴェルキの「序曲ニ長調」をオーケストラ編成で演奏しました。尊い歴史を思うとまさに感
無量でした。また、２００７年開催の「北の杜こぶちさわ音楽祭」では「池辺晋一郎・愉快な音楽祭」
に参加し、日本を代表する作曲家池辺先生のユーモア溢れる人柄と独特の指揮に心を打たれつつ、感動
的なステージを経験させていただきました。
　連盟所属の各クラブでは定期演奏会や地区の文化祭といった定例行事のほか、県の要請による「芸術
劇場」、学校や施設への「講師派遣事業」や「音楽鑑賞会」等の機会を得て、多くの方々にマンドリン音
楽の魅力を広めています。
　本日は各団体の持ち味を活かした作品、また前回にもゲスト出演していただいたテレビＣＭでも活躍
中の「マリオネット」のステージ、最後は80人編成による合同演奏で迫力あるサウンドをお楽しみください。
　最後に、フェスティバル開催にあたり、関係機関ならびにご協賛頂きました皆様に厚く御礼申し上げ
るとともに、本日出演のご家族ご友人の皆様に変らぬご理解ご協力をいただきますよう、併せてお願い
申し上げます。

　山梨県マンドリンフェスティバルも６回目となりました。
　昨年夏に実行委員会を立ち上げ、どのようにしたら皆様に楽しんで頂ける演奏
会づくりができるか検討してまいりました。
　連盟参加団体の発表の場として、また、マンドリン音楽の素晴らしさを最大限
引き出せるよう、前回、２０１３年のフェスティバルに大好評をいただきました、
ポルトガルギターとマンドリンのユニット「マリオネット」のお二人に今回もご
協力をいただき、Ⅰ部、Ⅱ部、Ⅲ部ともそれぞれ味わいのある魅力溢れるステージ
となっております。
　特に、参加６団体が集う合同ステージでは、昨年９月からの練習に加え、各パート別の自主練習など
を通して、連盟の目的の一つである会員相互の技術の向上が図られ、各団体のこれからの活動に役立っ
ていくものと思います。
　今回のフェスティバルが、マンドリン音楽の楽しさを再認識する絶好の機会となるとともに、マンド
リン音楽を通じて会員同士の交流がなおいっそう深まれば幸いです。
　本日の演奏会を通して、奏でる人、耳を傾ける人、会場の全員の皆様がマンドリン音楽の楽しさを感
じていただきたいと思います。



マリオネット　Profile

　日本におけるポルトガルギターのパイオニア・湯淺隆と、マンドリン界をリードする吉田剛士による
アコースティックユニット。ポルトガルギターやマンドリュートなど演奏者の少ない楽器を取り上げ、
ギターやマンドリンを組合わせて独特のオリジナル音楽の創作を中心に、ファドやポピュラー音楽まで
幅広い音楽活動を行なっている。その唯一無二の個性的サウンドは、初めて聴くのに懐かしい（架空の
国の民族音楽）とも称されている。映画、ＴＶドラマ・ドキュメンタリー、ＴＶ番組テーマ曲､ＣＭ、バレエ・
演劇などの音楽を数多く担当。また、俳優・常田富士男、高倉健、女優・日色ともゑ、竹下景子を始め、
パントマイム・清水きよし、歌手・りりィ、石川さゆり、渡辺真知子、グラシェラ・スサーナ、長谷川きよし、
中国古筝・伍芳との共演など、様々な分野とジョイントして精力的に活躍。95 年のデビューＣＤ『ぽると
がる幻想』はインストゥルメンタルとしては異例の 3 万枚のヒット｡以降、計 15 枚のアルバムを発表。
2013年には日本のファド史をテーマとした2枚組ＣＤ『Zipangu Fado』をプロデュース。また『徹子の部屋』
『スタジオパークからこんにちは』を始め、多数のテレビ・ラジオに出演すると共に、ＢＧＭとしても数
多く使われている。全国各地でのライブ活動の他、豪華客船「飛鳥Ⅱ」ワールドクルーズでの演奏実績
も重ねている。1998 年に開催されたリスボン国際博覧会 EXPO'98 の日本館主催ジャパンデーのイベント
に日本代表で出演。また、同博覧会の「Festival de Guitarra Portuguesa na Expo'98」に日本人では唯一
招待されるなど、国際舞台も含めて益々の活躍が期待されている。2013年『第６回石見銀山文化賞・特別賞』
受賞。2014 年 10 月より大分むぎ焼酎「二階堂」の TVCMが３年連続全国放送中。2015 年ポルトガル大
使館より日ポ両国の文化面での関係発展への貢献が認められ『ジョアナ･アブランシェス・ピント賞』を
受賞。2016 年高知県梼原町より『ゆすはら未来大使』に任命。

湯淺　隆   Takashi Yuasa（ポルトガルギター奏者）

　14 才でギターを始め、日本ギター音楽学校を経てクラシックギターを小野剛蔵
氏に師事。ポルトガルギターを巨匠アントニオ・シャイーニョ氏、アマリア・ロ
ドリゲスのバックギタリスト、カルロス・ゴンサルベス氏に師事。我が国におけ
るポルトガルギターのパイオニアとして、ファド（ポルトガルで生まれた民衆・
大衆歌謡）だけにとどまらず、日本人ならではの独自の境地「南蛮ぎたるら」を
展開中。マリオネットとして、オリジナル曲を中心に音楽活動を行なう傍ら、近
年は作詞・作曲家として楽曲提供（グラシェラ・スサーナ『唐街雨情』他）も積
極的に行っている。2010 年よりマカオ観光局音楽大使。2013 年「第 6 回石見銀
山文化賞特別賞」受賞、同年日ポ交流 470 周年を記念して、堺市の依頼により『南

蛮 Sacay』を作曲。またポルトガルにて 470 周年記念コンサート「The Way of Namban ／南蛮ぎたるら
の世界」を開催するなど「南蛮文化」「ポルトガル」という文脈の中でも確かな評価を得ている。

吉田　剛士  Goshi Yoshida（マンドリン奏者）

　15 才でマンドリンを始める。川口雅行氏に師事。ドイツ国立ヴッパータール音
楽大学にてマーガ・ヴィルデン・ヒュスゲン女史に師事、同校演奏家資格試験を
最高点で卒業。NHK洋楽オーディション合格。
　マリオネットとしての活動の中で新たなマンドリン音楽の確立に力を注ぐ一
方、古典作品やマンドリン全般への造詣の深さを生かし、日本で唯一のマンドリ
ン専門誌「奏でる！マンドリン」の監修、各マンドリンコンクールの審査員を務
めるなどマンドリンの普及発展にも貢献している。
　マリオネット作品を専門に演奏する「マリオネット・マンドリンオーケストラ」
ならびに、全国のマンドリン合奏愛好家を 100 名以上集めて組織する

「ZIPANGUマンドリンオーケストラ」を主宰。



PROGRAM

第1部　参加団体ステージ　　
  ＊都留文科大学マンドリンクラブ  指揮 : 板橋由香
アシタカせっ記 久石　譲 作曲 /尾関美和子 編曲
A Whole New World Alan Menken / K. Nishitani 編曲

  
  ＊マンドリーヌ・アコルデ   指揮 : 川崎今朝雄
カチューシャの唄 ロシア民謡 /平山栄三郎 編曲
メドレー「春に寄せて」 高橋保夫 編曲

  
  ＊ますほマンドリンアンサンブル  指揮 : 相川達也
山嶽詩 S. サルベッティ 作曲
少年時代 井上陽水 作曲 /武藤理恵 編曲

  ＊いさわマンドリンクラブ   指揮 : 斉藤哲治
君をのせて 久石　譲 作曲
糸 中島みゆき 作曲 /斉藤哲治 編曲
茜 丸本大悟 作曲

  ＊M・Cカンタービレ   指揮 : 大久保學
詩人の瞑想 G. マネンテ 作曲
英雄行進曲「イタリア」 A. アマディ 作曲

  ＊ブリランテ・マンドリーノ  指揮 : 相川達也
春よ、来い 松任谷由美 作曲 /武藤理恵 編曲
さくら奇想曲 藤掛廣幸 作曲

＜休憩＞
 
第2部　マリオネットステージ 

暗いはしけ カコ・ヴェーリョ 作曲
唐街雨情 湯淺　隆 作曲
南蛮渡来 湯淺　隆 作曲
もどり猫のシャンソン 湯淺　隆・吉田剛士 作曲
せせらぎの小道 吉田剛士 作曲
花の葬列 吉田剛士 作曲

 
＜休憩＞

第3部　合同ステージ 
        指揮 : 吉田剛士

舞い落ちてきた天使 吉田剛士 作・編曲
Voyage!「世界各国ポピュラー曲メドレー」 橋爪皓佐 編曲

司会：角田　綾



曲目紹介

マリオネットステージ

　暗いはしけ
　1954 年、仏映画『過去を持つ愛情』で FADO の女王アマリア・ロドリゲスが歌い、世界的にヒッ
トした名曲。マリオネットは、'03 年 NHK名曲アルバムのソロを担当した。

　唐街雨情
　原曲は、2007年NHKラジオ「深夜便のうた」で、アルゼンチン出身の歌手グラシェラ・スサーナが歌っ
た（作詞・湯淺）。曲のテーマはポルトガルとも縁が深い長崎。和・漢・洋が入り交じるエキゾチシズムは、
日本人が弾く「ポルトガルギター」、つまり、「南蛮ぎたるら」が目指す世界観。この曲はそのささや
かな成功例と自負している。

　南蛮渡来
　1543 年、鉄砲伝来に始まる大航海時代の歴史ロマン（西洋と東洋の出逢い）を表現。'93 年 NHK
京都TV「南蛮美術の魅力」テーマ曲、'93～'94 年「沢の鶴」TVCM曲、マカオ観光局テーマ曲。

　もどり猫のシャンソン
　パリの街角で出会った若いコケティッシュな女の娘に恋をする中年男。そんな悲喜こもごものス
トーリーのフランス映画を想像（妄想？）して作曲。

　せせらぎの小道
　高知県の梼原（ゆすはら）は「雲の上の町」の別名がある山深いところ。そこにあるセラピーロー
ドをテーマに、豊かな自然の中で様々に思いを巡らすイメージで作曲。

　花の葬列
　死と再生がテーマ。若くして事故で命を落とした友人のアーティストに捧げた曲。ギターのタンボー
ラが印象的で力強い。

合同ステージ

　舞い落ちてきた天使
　マンドリンのトレモロを生かしたメロディアスなバラード。湯淺隆による歌詞もあり、平和を願う
曲。マリオネットの CD アルバム「ヱグゾチカ・ドラマチカ」に収録されている。楽譜としてはオリ
ジナルのデュオ版（マンドリン＋ギター）の他、女声合唱付きなどマンドリン合奏用のいくつかのバー
ジョンが出版されている。

　Voyage ！世界各国ポピュラー曲メドレー
　2014 年 9 月に行われた旅行業界の一大イベントに際して、東京国立博物館前庭で 300 人規模の「マ
ンドリン大合奏」を行う計画があり、短い準備期間にも関わらず定員を上回る数の奏者が集まり実現
を目前にしていたが、悪天候により惜しくも中止となった。その時に世界各国からのお客様をもてな
すための演奏曲目として 15 か国の 20 曲を約 15 分のメドレーにしたもの。マンドリンの生まれ故郷
とされるイタリアから始まり、ヨーロッパ、アメリカ大陸など世界を巡り、最後は日本で締めくくっ
ている。



出演団体プロフィール・ステージメンバー

■ 都留文科大学マンドリンクラブ
　私たち都留文科大学マンドリンクラブは、現在 3年生 14 人、2年生 7人の計 21 人で活動しており、 
平日の放課後に毎日練習を行っています。毎年 4 月のスプリングコンサートや 12 月の定期演奏会、そ
して様々な施設への訪問演奏を主な活動としています。楽しく楽器を弾くことができ、お互いに切磋
琢磨しあえる部活です。

1st：佐藤友梨（3）・福原佳奈（3）・鈴木杏奈（2）／ 2nd：栗原有加（3）・河津萌香（3）
外内千蒔（2）／D：板橋由香（3）・佐川晴香（3）・船橋風音（2）・山本こまち（2）
C： 友永晋太郎（3）・山田華奈（3）・高瀬和生（2）／Ｇ：高橋ひかり（3）・三浦奈央（3）・山本和弘（3）
佐藤　笑（2）／ Cb：市川　遥（3）・荒武ちはる（2）
※2曲目は一部入れ替わります　　　（　）は学年

■ マンドリーヌ・アコルデ
　平成2年、有志6名で発足し、順次部員も増え現在は16名です。団塊の世代が多数を占めていますが、
気持ちは若さに溢れています。毎週火曜日を練習日と定め、互いに励まし合いながら和やかな雰囲気
の中にも真剣に取り組んでいます。皆で同じ目標に向かって努力することは喜びでもあります。文化
祭や学校・施設へ訪問し演奏をしてきましたが、これからも皆で楽しみながら続けていきたいと思い
ます。

1st：中澤幸子・加賀美三枝子・深沢幸子・小池ひとみ・中沢純子／ 2nd：上野公子・長田永子
長田玲子・斎藤明子・長田和子・神田治子／D：松野和美・秋山いく子・酒井ゆう子／G：石川信次
一瀬ゆき江・斉藤哲治

■ ますほマンドリンアンサンブル
　1974 年結成。富士川町を中心に、市川三郷町、南アルプス市のメンバーを主に活動しています。「観
客の皆様と演奏者が一体となって楽しめるコンサート」をめざして仲良く練習に励み、また訪問演奏
やお楽しみイベントなど、充実した日々を満喫しています。最近は道の駅富士川での「ふれあいより
みちコンサート」が好評で、これからも心をひとつに、美しい音色を奏でていきたいと思います。

1st： 秋山由美子・深澤静児・中込勝美・渡辺美代子・依田敏子・川辺敦子／ 2nd： 神田礼子
石澤美恵子・斉藤美與子・深澤京子・久保田昭次／Ｄ：志村発子・矢崎香住・米長夏恵・桜本　久
斉藤哲治／Ｃ: 小林美智子／Ｇ：熊王　毅・今村辰夫・片田克身・津久井豊徳

■ いさわマンドリンクラブ
　富士見マンドリンクラブとして、昭和 55 年に中村淳先生のご指導のもとに 17 名で発足し、地域の
皆様に支えられながら昨年 12 月、35 周年の演奏会を盛会に終えることができました。これからも仲間
と共に和やかな、心豊かな輪を広めて行けたらと願っています。　　

1st： 川口久恵・小澤幹子・山下和子・渡辺かつ子・小幡富士夫・河野恵美子・斉藤加代子
前島登美恵・河野五月・中澤由美／ 2nd： 木村すえみ ・廣野美恵子・鈴木律子・堀内夏美・向山啓子
風間裕子・澤井清美・石山勝子／Ｄ：久保田克子・桐林秋子・荻野敏子・根津恵子・丸田洋子
Ｃ: 渡辺百合子／Ｇ：中村征夫・久保寺直美・野沢貞彦・丸田正俊・大竹一雄・風間　武・鈴木　忠
萩原　薫・斉藤哲治／Flute : 小池美智代（賛）

■ Ｍ・Ｃカンタービレ
　昭和 57 年、大学マンドリンクラブ出身者で結成し、グループ名を音楽用語のカンタービレ（歌うよ
うに）としました。2 年に一度の定期演奏会を軸に、甲府市文化祭や清里清泉寮Ｘ’mas コンサートは
レギュラー出演、そのほか学校や施設の訪問演奏や各種イベントにも参加しています。

1st： 有賀良子・小林幹子・中村　恵・川辺敦子・大久保學／ 2nd： 内田由美子・青木千枝・大塚美鈴
内田千恵・塚原節子　Ｄ：三宅圭子・網倉左知子・坂中寿美／Ｃ: 宮下好恵・川崎今朝雄
Ｇ：中込夕紀・網倉　学・岸野正美・川崎三千代・雨宮　久・鈴木康司／Cb：遠山　忍



出演団体プロフィール・ステージメンバー

■ ブリランテ・マンドリーノ
　「ブリランテ」とは、イタリア語で「キラキラ輝いて、輝きを持って活発に」の意味。学生時代にマン
ドリン合奏を楽しんだ仲間がおよそ 30 年ぶりに楽器を手に結成し、今年で 17 年になります。全員が
家庭の主婦で、家事の合間に週 1回の練習を楽しんでいます。親睦、技術の向上と合せ社会貢献をめ
ざし、定期演奏会を軸に福祉施設、病院、小学校、児童館、お寺様等で訪問演奏をしています。女性
らしい音色をお届けします。

1st：吉田直美・根津きよみ・市村昭代・澤登温子・保坂俊子／2nd：山崎江里子・宮川良美・越水和子・
中川美智子・小林千鶴・窪田善枝／Ｄ： 小澤和子・齋藤純子・小川けいこ／Ｃ: 佐野禮子
Ｇ： 深澤加代子・常盤由美子・松村敦子・森川泰子・山本富子・矢島千代里／Cb： 田中昭子
Flute : 篠原かおる／ Perc：宮崎　仁（賛）

■ 甲府マンドリンクラブ
　終戦間もない昭和 21 年 1 月に結成した県内では一番古いクラブです。戦後の混乱で定期演奏会も 5
回で休止し、以後四重奏団でＮＨＫ甲府放送局「音楽の窓」等に出演。また、県の要請により地方巡回
音楽班で僻地巡回演奏などと活動していましたが、メンバーの減少により活動を中止していました。
1992 年 2 月の県マンドリンフェスティバル参加のため 30 数年ぶりに再結成し、以後県や市の文化祭な
どに参加しています。　

1st・2nd：桜本　久・伊東栄子・渡辺喬三／Ｄ：堀口　昭・秋山いく子／Ｇ：常盤由美子

■ 合同ステージメンバー　　
　　　　　　　　
1st： ◎秋山由美子（M） 深澤静児（M） 中込勝美（M） 依田敏子（M） 深澤京子（M）
  川口久恵（I） 中澤由美（I） 吉田直美（B） 根津きよみ（B） 澤登温子（B）
  保坂俊子（B） 伊東栄子（K） 中澤幸子（A） 加賀美三枝子（A） 中沢純子（A）
  松野和美（A） 有賀良子（C） 中村　恵（C） 小林幹子（C）
  川辺敦子（C） 大久保學（C）

2nd：  内田由美子（C） 青木千枝（C） 大塚美鈴（C） 内田千恵（C） 塚原節子（C）
  山崎江里子（B） 宮川良美（B） 越水和子（B） 小林千鶴（B） 窪田善枝（B）
  中川美智子（B） 渡辺喬三（K） 廣野美恵子（I） 鈴木律子（I） 神田礼子（M）
  渡辺美代子（M） 上野公子（A） 長田玲子（A）

D：  荻野敏子（I） 丸田洋子（I） 桜本　久（K） 三宅圭子（C） 網倉左知子（C）
  坂中寿美（C） 小澤和子（B） 齋藤純子（B） 小川けい子（B） 米長夏恵（M）

C：  小林美智子（M） 佐野禮子（B） 宮下好恵（C） 川崎今朝雄（C） 秋山いく子（A,K）
  渡辺百合子（I）

G：  中込夕紀（C） 網倉　学（C） 岸野正美（C） 川崎三千代（C） 鈴木康司（C）
  深澤加代子（B） 常盤由美子（B,K） 松村敦子（B） 森川泰子（B）
  山本富子（B） 矢島千代里（B） 熊王　毅（M） 今村辰夫（M） 片田克身（M）
  野沢貞彦（I） 久保寺直美（I） 斉藤哲治（I）

Cb：  田中昭子（B） 遠山　忍（C）  Perc：宮崎　仁（賛）

1st：第 1マンドリン　2nd：第 2マンドリン　Ｄ：マンドラテノール　Ｃ：マンドロンチェロ
Ｇ：ギター　Cb：コントラバス　Perc：パーカッション
（M）：ますほＭＥ　（C）：ＭＣカンタービレ　（B）：ブリランテＭ　（A）：Ｍアコルデ
（I）：いさわＭＣ　（K）：甲府ＭＣ　（賛）：賛助出演
◎はコンサートマスター　各パートの一番目はパートトップ



三井会計事務所
税理士　三井正己

甲府市下飯田 1-7-19（甲府城西高校北門前）
TEL 055-222-3110  FAX 055-222-3117

【本店】甲府市丸の内1-17-7（甲府市役所北隣）TEL:055-235-7110
【ピアノ専門店ハーモニーBOX】甲府市塩部4-13-8 TEL:055-253-4711
【富士吉田店】富士吉田市中曽根1-2-10（金鳥居下）TEL:0555-23-6955

【ピアノ技術（調律・修理）】 TEL:055-243-8200
【本社】総合お問い合わせ TEL:055-243-8200

内藤楽器株式会社

株式会社　三宅建築設計事務所

■ 赤坂事務所
〒107-0052
東京都港区赤坂2-9-4 新光ビル2F
TEL：03-3560-2663　FAX：03-3560-2664

■ 甲府事務所
〒400-0035
山梨県甲府市飯田2-6-6 マティアM3F
TEL：055-228-0339　FAX：055-228-1302

Architects and Associates,Co., Ltd
Miyake

（有）笛 南 観 光
す　てき 　 な 　 た 　 び
国内旅行業山梨県知事登録 3－227 号

〒400-1507
山梨県甲府市下向山町 4178-4
TEL 055（240）1120
FAX 055（240）1130
夜間（自宅） 055（266）3757

月
8：30～12：00
■　受　付　時　間

14：30～18：00
●
●

●
●

●
●

● ●
●

火 水 木
休
休 休

金 土

〒409-1313
山梨県甲州市勝沼町下岩崎 835

TEL 0553-44-0111
FAX 0553-44-0132 www.kurambon.com



共同電設株式会社
甲府市中央 2-10-8　TEL（055）235-7777 ㈹

 FAX（055）235-3151

■NTT 電話柱広告
■総合通信システム 矢崎耳鼻咽喉科

甲府市中央三丁目バス停北 50m
TEL 055-233-3387

院　長  　矢 崎 裕 久

メガネ 補聴器
WE LOVE EYES

SINCE 1895
・オリオン通りセイビドー本店　　0120-310-979
・オギノリバーシティー店　・ラザウォーク甲斐双葉店
・河口湖ショッピングセンターベル店

甲府駅

山の手通り

至山梨大学 至武田神社

ほかほか亭

甲斐ゼミ

甲府信金

新紺屋
小学校

北口

武
田
通
り

宮川社会保険労務士事務所
社会保険労務士　宮川　茂

〒400-0114　山梨県甲斐市万才493-2

TEL&FAX 055-279-6083
TEL & fax 055‒265‒2418
Email ‒yatsusiro_winery@ybb.ne.jp

〒406－0821山梨県笛吹市八代町北1603

八代醸造株式会社
山梨県特産の里づくり推進事業指定第Ⅰ号

不動産総合コンサルタント

〒400－0043
山梨県甲府市国母5－6－15
TEL：055－237－9771 　FAX：055－237－9775

ハウス・ネット株式
会社



まるい園芸（有）
井 花の村

山梨県笛吹市石和町河内 357

TEL（055）263-8787㈹   FAX（055）262-4058
ハナハナ

フラワーステーションまるい
ハナイイ

TEL・FAX（055）223-8711 AM10:00～PM8:00 年中無休
甲府市丸の内 1-1-8 セレオ甲府 1F

甲府駅ビル セレオ

全国各地への発送を承っております。

ゴ ヨー ハ  ク  ロ ダマ

0120-548960

なつかしい故郷の味 [ 澤田屋 ]
の「元祖　くろ玉」。

iFP 株式会社
生保プロ代理店

訪問マッサージ “おーべる”

生命保険は当社で入ると良いことが起こります。

☆寝たきり・車椅子の方に健康保険が使える☆

無料お試しマッサージ実施中
【フリーダイヤル】0120-286-882

　〒400-0046 甲府市下石田 2-22-7 サンエイビル 305
℡：055-269-7172　担当：大久保 /宮川

mail：k_jastle@ybb.ne.jp

朝・昼・晩と、食べたいパンがある

BOULANGERIE S OR ITA
MAGASIN POUR LE PAIN MAISON

ブーランジェリー・ソリタ
〒409-3852　昭和町飯喰 1042-1 常永土地区画整理地内 56街区 3-2

TEL/FAX 055-242-7168
営業時間　AM8:00～PM7:00（定休火曜日）

イオンモール
甲府昭和

昭
和
通
り

昭和通り

飯喰

飯喰東 至甲府

飯喰南

常永小学校北

山梨大学
病院入口

常永小学校西
学校給食
センター前

常永小

釜無工業
団地入口

BOULANGERIE
 SORITA

田辺眼科
医療法人　アウゲン

〒400-0117 山梨県甲斐市西八幡693-1
TEL（055）278-0001
FAX（055）278-0002



♪
白い仔馬ギター教室

久保田 昭次

楽しいギター教室
まずはお問い合わせ下さい
※お子さんもOKです（小学生以上）

山梨県北杜市小淵沢町 10089-4 ペンション白い仔馬
0551(36)4150    090-5413-1213

♪♪♫
♫

厚生労働大臣認定一級技能士

〒409-3244　山梨県西八代郡市川三郷町岩間 4650

（代） イ イ ハンコ

片 田 大 診

一級印章技能士の確かな 技 が光ります

実印・認印・ゴム印
会社印・銀行印・表札など

!"#$%&'() *+*,*

TEL０５５３-４４-３３５８

み し なてんぷら
とんかつ

笛吹市一宮町坪井 204
TEL 0553-47-3074

野外教育事務所　ハレノタグ

山、川、海、風、
心動かす特別な日

代表　市川雄一
〒401-0302
山梨県南都留郡富士河口湖町小立 5421-5-B101
  mail: ichikawa@harenotag.com

自然体験活動，企業研修，
ご相談に応じて野外活動の企画運営いたします！

野外教育事務所　ハレノタグ

☎（0556）32-3117
FAX（0556）32-3137 0120-32-1185

新車・中古車販売・車検・レッカー
フィルム加工・ポリマー

各種パーツ、ナビ、オーディオ、ETC取付
保険代理店

山梨ダイハツ販売 協力工場　認証工場8-1387
〒400-0845
山梨県甲府市上今井町2498
TEL 055-241-4199
FAX 055-241-4140

URL. http://www.auto-nichiei.com/
E-mail. pycrc281@ybb.ne.jp

鈑金塗装 株式会社 日栄自動車

New&Used Cars/Car Inspection/Repair&Maintenance/Wrecker

代表取締役社長 岩沢  貴美雄
Kimio Iwasawa

-./012)3456
789:;<=> ?56@A"B

56CDECFGCHIJKLMN-./0OPQ
RS56CTUVWC?XYCZ[UVWC'\]1T^_`a

南アルプス市西野 2084-5　（徳洲会病院北隣）
11：00～・17：30～　平日夜の部は予約制。土日祝祭日、GW、お盆、年末は昼夜営業
火曜日・第 3月曜日

4/22（土）玄そば祭り&bcdのイベント開催します

TEL&FAX：055-284-5741　ホームページ：http://gensoba.main.jp
営
休

hare no !ag

hare no !ag


