
【学び・文化】 
 このカテゴリーでは、コーラスや陶芸などの公民館学級や歴史・郷土研究の寺子屋事業

などの文化に触れ、学ぶ場について紹介します。詳細については担当やリンク先等をご参

考ください。 

 

取り組み 

事 業 名 内    容 担当及び連絡先 リンク先等 

公 民 館 学

級・公民館教

室 

市民の学びと交流の場として、「植

物観察会教室」「コーラス」などの公

民館学級・教室を開催しています。 

公民館学級には、現在３８の学級が

あり６００名近い皆さんが色々な学

習に取り組んでいます。 

公民館教室は、参加者の希望等によ

り長期間継続している教室もありま

す。 

都留市まちづくり 

交流センター 

☎0554-43-1321 

都留市ＨＰ 

はつらつ鶴

寿大学 

６０歳以上の方を対象に、「鶴寿」

（鶴のような長寿）を目指し、健康で

はつらつと暮らせる学びの場を提供

しています。 

この大学は 3 年制で、各学年が年

間 23コマの学習を行います。主な内

容として、スポーツや健康、環境や福

祉、市政や法律、防災、救急、趣味な

どの幅広い分野の講座があります。ま

た、市外への視察研修や各種イベント

への参加など、有意義な大学生活をエ

ンジョイしています。 

都留市まちづくり 

交流センター 

☎0554-43-1321 

都留市ＨＰ 

ふれあい講

座 

市の職員が仕事のことについて皆

さんの要請に応じ、出前講座を行いま

す。 

講座を希望されるグループ・団体

（概ね 10 名以上）は、「ふれあい講

座申込書」に必要事項をご記入の上、

教育委員会生涯学習課まで申請して

ください。 

生涯学習課 

☎0554-43-1111 

都留市ＨＰ 

ミュージア

ム寺子屋講

座 

都留市博物館「ミュージアム都留」

と都留市郷土研究会が、古文書教室・

歴史教室・民俗教室を開催します。 

ミュージアム都留 

☎0554-45-8008 

都留市ＨＰ 

 

やまなしまなびネ

ット 

http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=37964
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=37964
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=3136
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=5990
http://www.manabi.pref.yamanashi.jp/index.jsp?mode=sea&key=%93s%97%AF%8Es
http://www.manabi.pref.yamanashi.jp/index.jsp?mode=sea&key=%93s%97%AF%8Es


ふれあい全

国俳句大会 

全国の俳句愛好家との交流を目的

に都留市ふれあい全国俳句大会を開

催しています。 

芭蕉と深いかかわりを持つ本市は、

全国俳句愛好家諸氏にとって芭蕉の

心にふれると共に、俳句を通じてお互

いの心の交流の場となることを念願

し、都留市ふれあい全国俳句大会を開

催しています。そのなかで、本大会が

幅広い年齢層のふれあいの場となる

ことを目的として、「一般部門」のほ

か、高校生（高専生含む）・大学生（大

学院生含む）・短大生による「高校生・

大学生部門」を設けています。 

生涯学習課 

（都留市ふれあい全

国俳句大会事務局） 

☎0554-43-1111 

都留市ＨＰ 

 

 

 

主な施設 

施 設 名 内    容 担当及び連絡先 リンク先等 

都留市まち

づくり交流

センター 

〒402-0052 

都留市中央 3

丁目 8 番 1 号 

 

まちづくり交流センターには、中央

公民館、市立図書館、市民活動支援セ

ンターのほか、都留市社会福祉協議会

のファミリーサポートセンター、都留

文科大学地域交流研究センターサテ

ライト(分室)の５部署が入っていま

す。 

大ホールや会議室のほか、親子・高

齢者などさまざまな方が自由に利用

できる「交流室」もあり、「学び ・ 交

流 ・まちづくり」の拠点として多く

の皆様のご利用をお待ちしています。 

都留市まちづくり 

交流センター 

☎0554-43-1321 

都留市ＨＰ 

市立図書館 

〒402-0052 

都留市中央 3

丁目 8 番 1 号 

 

図書等の貸出や講座の開催、資料展

示などを行っています。 

●開館日  

金・土・日曜日 

 午前 9時 30分～午後 5時 15分 

火・水・木曜日 

 午前 9時 30分～午後 7時 

●休館日 

毎週月曜日・祝日・月末館内整理日 

年末年始（12月29日～1月3日） 

市立図書館 

☎0554-43-1324 

市立図書館ＨＰ 

 

都留文科大学附属

図書館ＨＰ 

http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=35409
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=14853
http://www.lib.city.tsuru.yamanashi.jp/index.html
https://www.tsuru.ac.jp/facility/library/
https://www.tsuru.ac.jp/facility/library/


都の杜うぐ

いすホール 

〒402-0053 

都 留 市 上 谷

1888-1 

 

「木」の温もりを生かして徹底的に

音にこだわったホールです。 

オーケストラピットとなる昇降式

の前列席やシューボックス型の客席

など、舞台側と客席側全ての人に最高

の環境を提供します。 

施設には大ホール、小ホール、練習

室があります。 

●休館日 

毎週火曜日(休日の場合は翌日) 

12月 29 日～1月 3日 

都の杜うぐいすホー

ル 

☎0554-43-1515 

都の杜うぐいすホ

ールＨＰ 

ふるさと会

館 

〒402-0052 

都 留 市 中 央

3-9-3 

※現在１階

部分のリニ

ューアルを

予定してい

ます。 

都留市の文化芸術・交流活動の拠点

として、多くの市民団体の活動の場と

なっています。 

２階には多目的に使用できる展示

ホール、３階には会議室があり、また

敷地内には別棟の茶室（「桃林軒」）も

あります。 

●開館時間 

午前 9時～午後 5時 

（夜間利用がある場合は午後１０

時まで） 

●休館日 

毎週月曜日・国民の祝日（月曜日の

場合はその翌日）・年末年始（12月

29日～1月 3日） 

ふるさと会館 

☎0554-45-4111 

 

※展示ホール・会議室

のご予約は⇒都留市

まちづくり交流セン

ター 

☎0554-43-1321 

都留市ＨＰ 

ミュージア

ム都留 

〒402-0053 

都 留 市 上 谷

1-5-1 

 

かつて城下町として栄えた都留市

の歴史めぐりができる博物館です。館

内では、江戸時代から続く八朔祭りで

曳き出される屋台と、江戸の浮世絵師

葛飾北斎によってデザインされた飾

り幕を常設展示しています。また、江

戸時代に都留市でさかんであった郡

内縞（ぐんないじま）をはじめとする

絹織物のことや、松尾芭蕉が谷村（都

留市の中心地）に約半年間滞在して句

を残したことなども映像などで分か

りやすく解説しています。 

ミュージアム都留 

☎0554-45-8008  

都留市ＨＰ 

 

ミュージアム甲斐

ネットワークＨＰ 

http://uguisu.city.tsuru.yamanashi.jp/index.php
http://uguisu.city.tsuru.yamanashi.jp/index.php
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=14854
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=5976
http://www.museum-kai.net/museum_home/100
http://www.museum-kai.net/museum_home/100


山梨県立男

女共同参画 

推進センタ

ー（ぴゅあ富

士） 

〒402-0052 

都 留 市 中 央

3-9-3 

 

山梨県立男女共同参画推進センタ

ーは、男女共同参画に関する学習の機

会と交流の場を提供するとともに、団

体、グループ等の活動に施設を貸し出

し、県民の社会参画を支援していま

す。 

●開館時間 

午前 9時から午後 5時 

（夜間利用のある場合は、午後 9 

時まで） 

●休館日 

毎月第 2、4月曜日 

（この日が祝日である場合はその

翌日） 

12月29日から翌年1月3日まで 

山梨県立男女共同参

画推進センター(ぴゅ

あ富士) 

☎0554-45-1666 

やまなし女性の応

援サイト 

 

https://www.pref.yamanashi.jp/challenge/center.php
https://www.pref.yamanashi.jp/challenge/center.php

