
無料味覚体験あり

涼感満点 山梨の旅！涼感満点 山梨の旅！
涼風そよぐ清流渓流、マイナスイオンあふれる大自然、
3000m級の山々が育む名水、野菜やフルーツ・グルメ特
産品、夜ごと繰り広げられる盛大な花火大会エトセトラ。
バラエティ豊かなバカンスは、今年もやっぱり山梨！

富士五湖の花火大会
5日間にわたり盛大に夜空を彩る花火大会。趣向を凝
らし、景観の美しさをダイナミックに演出します。

山中湖報湖祭 8月1日（火） ◆山中湖村
山中湖畔　 富士急行線富士吉田駅→バス30分/山

中湖I.C.→5分　 山中湖観光協会 0555-62-3100
西湖竜宮祭　8月2日（水） ◆富士河口湖町
竜宮神社、西湖畔　 富士急行線河口湖駅→レトロ

バス50分/河口湖I.C.→20分　 足和田出張所 0555-
82-2311
本栖湖神湖祭 8月3日（木） ◆富士河口湖町
本栖湖畔　 富士急行線河口湖駅→バス50分/河口

湖I.C.→25分　 本栖湖観光協会 0555-87-2518
精進湖涼湖祭 8月4日（金） ◆富士河口湖町
精進湖畔　 富士急行線河口湖駅→バス35分/河口

湖I.C.→20分　 精進湖観光協会 0555-87-2311
河口湖湖上祭 8月4日（金）・5日（土）◆富士河口湖町
河口湖畔船津浜　 富士急行線河口湖駅→徒歩10分

/河口湖I.C.→10分　 河口湖観光協会 0555-72-
2460 8/5交通規制有。

富士山・河口湖山開きまつり花火大会
7月1日（土） ◆富士河口湖町
山開きと夏の訪れを祝う花火大会。
河口湖畔　 富士急行線河口湖駅→徒歩10分/河口

湖I.C.→10分　 河口湖観光協会 0555-72-2460

石和温泉連夜花火
7月17日（祝）～8月20日（日） ◆笛吹市
毎夜8時50分～9時に打ち上げます。
石和温泉　 JR中央線石和温泉駅→徒歩10分／一宮

御坂I.C.→15分　 笛吹市観光商工課 055-262-
4111

名水と国蝶オオムラサキの里まつり
7月23日（日） ◆北杜市
大花火大会に80余のブースが建ち並びます。
北杜市長坂総合スポーツ公園　 JR中央線長坂駅→

車5分/長坂I.C.→5分　 北杜市長坂総合支所 0551-
42-1451

第48回笛吹川県下納涼花火大会
7月28日（金）（予定） ◆山梨市
3000発が光・色・音で大競演、5号玉早打ちが迫力満点。
万力公園　 JR中央線山梨市駅→徒歩5分/勝沼I.C.

→20分　 花火大会実行委員会（山梨市商工会館内）
0553-22-0806

山中湖報湖祭前夜祭
7月31日（月） ◆山中湖村
特設ステージで郷土太鼓の演奏や歌謡ショーを開催。
山中湖畔　 富士急行線富士吉田駅→バス30分/山

中湖I.C.→5分　 山中湖観光協会 0555-62-3100

神明の花火大会
8月7日（月）◆市川三郷町
日本三大花火産地。特大スターマインや2尺玉が炸裂。
笛吹川河畔　 JR身延線市川大門駅→徒歩10分/甲

府南I.C.→30分　 ふるさと夏祭り実行委員会 055-
272-1101

忍野八海祭 8月8日（火） ◆忍野村
国の天然記念物・全国名水百選の地の幽玄な花火大会。
忍野村内　 富士急行線富士吉田駅→バス15分/河

口湖I.C.→10分　 忍野村地域振興課 0555-84-
7794

夏の武田の里まつり
「武田戦没将士供養会・花火大会」

8月16日（水） ◆韮崎市
南アルプスを背景に大型スターマインなど5000発の華。
釜無川河川公園　 JR中央線韮崎駅→徒歩15分/韮

崎I.C.→5分　 韮崎市観光協会 0551-22-1111

笛吹市石和温泉まつり
8月19日（土）～21日(月) ◆笛吹市
9000発が夏の花火を締めくくる、花火の傘に入ったよ
うな迫力満点の花火大会です。
石和温泉　 JR中央線石和温泉駅→徒歩15分/一宮

御坂I.C.→15分　 笛吹市観光商工課 055-262-
4111
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花火の産地でも有名な山梨。霊峰富士をはじめとする雄大な
山容に百花繚乱、色とりどりの華が描かれます。

涼やかな夏のトレッキングには、
渓流散策がおすすめ。遊歩道やハ
イキングコースを辿って、名勝を
満喫できます。

燦々と降り注ぐ太陽のもと、甘さと香りがよ
りいっそう増した野菜＆フルーツ。採れたて
が数多く揃うイベントなどが目白押しです。

奇岩奇勝を展望
昇仙峡・仙蛾滝
◆甲府市
落差30mの仙蛾滝や、180mの
高さに聳える覚円峰など巨岩奇
岩が連なります。遊歩道のほか
昇仙峡ロープウエイもあります。
JR中央線・身延線甲府駅→バス30

分/甲府昭和I.C.→30分　 甲府市観
光開発課 055-237-5702
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日本名水百選指定
白州・尾白川渓谷 ◆北杜市

吊橋を渡り川岸の遊歩道で渓谷散策へ。三段階に落下する神
蛇滝、不動の滝、千ヶ淵、百合ヶ淵など絶景が続きます。
JR中央線韮崎駅→バス40分/小淵沢I.C.、須玉I.C.→各25分　
北杜市観光課 0551-42-1351問

交

ホタルまつり ◆北杜市　6月上旬

名水と国蝶オオムラサキの里として知られる北杜市長坂町
の初夏の風物詩は、光の乱舞。うちわのサービスもあります。
北杜市長坂町秋葉公園　 JR中央線長坂駅→車5分/長坂I.C.→5分
北杜市長坂総合支所 0551-42-1451

万葉うたまつりとホタル観賞会
◆山梨市　6 月12日（月）～18日（日）
風情あふれる、万葉風衣裳での万葉歌朗唱や琴・尺八の演
奏。夜は薄明の中、ホタルが楽しめます。
万力公園（万葉の森) JR中央線山梨市駅→徒歩10 分/勝沼I.C.→

20分　 山梨市観光課 0553-39-2121

小田川ホタルまつり ◆韮崎市　6月17日（土）

川面を舞う源氏ボタル鑑賞のほか、蛍籠手作り教室や出店
も。環境省「ふるさといきものの里」指定地域です。
柳原神社　 JR中央線韮崎駅→バス20分/韮崎I.C.→20分　
小田川ホタル祭り実行委員会 0551-25-5602

下部温泉ゲンジボタル観賞
◆身延町　6月上旬～7月上旬

東日本有数の自然発生のゲンジボタルです。一色地区とホタ
ル公園に乱舞します。シャトルバスの運行もあります。（有料）
下部温泉郷　 JR身延線下部温泉駅→車10分／南アルプスI.C.→40

分　 下部観光協会　0556-20-3001

西桂町ほたる祭り★七夕の集い　
◆西桂町　7月8日（土）
三ツ峠への玄関口は、ホタルのおすすめスポット。広大な
自然の中を飛び交う、野生のホタルが幻想的です。
三ツ峠グリーンセンター・大沢公園　 富士急行線三つ峠駅→徒歩

15分／都留I.C→20分　 西桂町企画振興課 0555-25-2121

ホタル祭り ◆道志村　7月8日（土）

静かな山村で、飛び交うホタルを鑑賞してください。螢籠
づくりも開催されます。
観光農園　 相模湖I.C.→50分/都留I.C.→30分　 道志村観光協会

0554-52-2353 
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水と戯れる爽やかな夏

エメラルドの淵
西沢渓谷 ◆山梨市

花崗岩の岩床を清流が流れ、
三重の滝や七ツ釜五段の滝な
ど迫力ある滝や瀞の連続。両
岸に往復遊歩道があります。
JR中央線山梨市駅→バス60分/

勝沼I.C.→40分　 山梨市観光課
0553-39-2121
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大輪の花火に惚れる夏

高糖度のコーン
甘々娘収穫祭
◆市川三郷町　6月17日（土）

収獲後も高い糖度が保たれる
甘々娘。テレビ「どっちの料
理ショー」の特選素材にも選
ばれました。
町内　 JR身延線甲斐上野駅→

車10分/甲府南I.C.→20分　 みた
まの湯フロント 055-272-2641
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「道の駅」の朝市で
新鮮野菜をゲット！
素材にこだわるグルメの間で密かなブー
ムとなっているのが、道の駅めぐり。県
内にある15の道の駅では随時、収獲した
ばかりの地元農家こだわり野菜が、さま
ざまに揃います。新鮮な特産野菜をゲッ
トした後は、名物料理に舌鼓を打ったり、
物産コーナーでのお買い物も楽しみです。

味覚もいろいろ
ぶどう狩り
日本のぶどう発祥地といわれ、
生産量も日本一。巨峰、甲斐
路、ピオーネなど種類も豊富で、
初冬まで楽しめます。

生産量日本一
桃狩り
さまざまな種類が
揃い、白桃、白鳳
など高い糖度が特
長です。

ひと味違う夏いちご狩り
初夏もいちご狩りができるのは、フルーツ王
国山梨ならでは。真っ赤に熟した実は甘みた
っぷり、冬物とはまた異なるおいしさです。

所在地 収穫時期 問い合わせ先

甲府市 7月中旬～11月中旬
甲府市観光開発課
055-237-1161

甲州市 7月下旬～11月下旬
甲州市観光商工課
0553-32-2111

山梨市 7月中旬～10月下旬
山梨市観光課
0553-39-2121

笛吹市 7月上旬～11月上旬
笛吹市観光商工課
055-262-4111

韮崎市 8月上旬～10月中旬
JA梨北穂坂支店
0551-22-2151

所在地 収穫時期 問い合わせ先

山梨市 7月上旬～8月下旬
山梨市観光課
0553-39-2121

南アルプス市 7月上旬～8月初旬
JAこま野観光センター
055-280-2100

笛吹市 7月上旬～8月下旬
笛吹市観光商工課
055-262-4111

所在地 収穫時期 問い合わせ先

北杜市 7月上旬～11月上旬
北杜市観光課
0551-42-1351

富士河口湖町 7月～10月
富士河口湖町農林課
0555-72-1115

6月10・11・17・18日、7月22・23日、8月12・13日に、くだ
ものがテーマの各種イベントを開催。園内では山梨特産のくだ
ものが生育する様子が見られ、ガラスドームの「トロピカル温
室」では、熱帯・亜熱帯のフルーツが栽培されています。
笛吹川フルーツ公園　 JR中央線山梨市駅→車7分/一宮御坂I.C.→30分
笛吹川フルーツ公園管理事務所 0553-23-4101問
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ぶどう狩り情報

桃狩り情報

いちご狩り情報

フルーツ

高原野菜

笛吹川フルーツ公園で味覚体験
「サマーフルーツフェスティバル」

新鮮に感動の夏清流に恵まれたホタル群生地で繰り
広げられる、光のショー。初夏の訪
れを、幻想的な光の舞で魅せます。

その場でジャム作り
ブルーベリー狩り
眼に作用すると評判のアントシアニンたっぷ
りのブルーベリーが、食べ放題。ジャム作り
体験などお楽しみもいっぱいです。

所在地 収穫時期 問い合わせ先

北杜市 6月中旬～7月下旬
JA梨北明野支店
0551-25-2035

北杜市 6月下旬～8月上旬
長坂ブルーベリー組合
0551-32-4567

富士河口湖町7月上旬～8月上旬
富士河口湖町農林課
0555-72-1115

鳴沢村 7月上旬～8月中旬
鳴沢村ブルーベリー生産組合
090-5565-0074

ブルーベリー狩り情報

収獲体験も楽しみ
2006風土記の丘
もろこしフェアー
◆甲府市　6月11日（日）

県下一の生産量を誇る甲府の
とうもろこし。強い甘みが特
徴の「きみひめ」など、朝採
りの新鮮なとうもろこしを格
安で販売。畑で収穫体験もで
きます。
風土記の丘農産物直売所　 JR

中央線・身延線甲府駅→車20分/甲
府南I.C.→1分　 中道農産物加工
直売組合055-266-3858
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スイートコーン収穫祭
◆中央市　6月上旬

「新鮮朝採りスイートコーン」の試食や販
売の他、もぎとり体験も。与一工房では、
地元産のハムやもろこしソフトも販売。
道の駅とよとみ　 JR身延線東花輪駅→車10

分/甲府南I.C.→10分　 道の駅とよとみ 055-
269-2411
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多彩なイベント
農業祭り ◆北杜市 7月29日（土）

マスのつかみ取りや流しソーメン、特産野
菜直売など、盛りだくさん。
スパティオ小淵沢　 JR中央線・小海線小淵沢

駅→徒歩20分/小淵沢I.C.→5分　 北杜市小淵沢
総合支所 0551-42-1119
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道志渓谷もろこし祭り
◆道志村　

7月29日（土）・30日（日）

特産とうもろこしを格安で
販売。生産量日本一を誇る
「道志クレソン」で作ったク
レソンカレーもあります。
道の駅どうし　 都留I.C.→

30分、相模湖I.C.→50分　 道
の駅どうし 0554-52-1811
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無料味覚体験あり

summer harvest festival 
なるさわ収穫祭
◆鳴沢村　
7月29日･30日･8月5日･6日･19日･20日
（土・日）

村内で採れた新鮮なとうもろこし・ジャ
ガイモ・キャベツ・トマト・きゅうり・
ブルーベリーなどを無料で食べられるほ
か、直売コーナーも。
道の駅なるさわ　 富士急行線河口湖駅→バ

ス25分/河口湖I.C.→10分　 鳴沢村企画課
0555-85-2311
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名物カレーも人気名物カレーも人気

河口湖湖上祭水中雀花火
（富士河口湖町）

神明の花火大会2尺玉花火
（市川三郷町）

みずみずしい甘さが自慢
さくらんぼ狩り
さくらんぼ栽培の日本列島南限の山梨のさ
くらんぼは「佐藤錦」「高砂」「ナポレオ
ン」など豊富な品種が揃っています。

所在地 収穫時期 問い合わせ先

北杜市 ～7月
JA梨北明野支店
0551-25-2035
JA梨北高根支店
0551-47-3011

山梨市 ～7月
山梨市観光課
0553-39-2121

甲州市 ～7月
甲州市観光商工課
0553-32-2111

南アルプス市 ～6月下旬
JAこま野観光センター
055-280-2100

富士河口湖町 ～7月
富士河口湖町農林課
0555-72-1115

さくらんぼ狩り情報

多種の高原野菜多種の高原野菜
新鮮！野菜狩り
◆鳴沢村　7月下旬～10月下旬

高原のフレッシュな野菜が勢ぞろい。キャベツ
やとうもろこし、じゃがいも、大根など、野菜
の収穫体験をお楽しみください。
道の駅なるさわ　 富士急行線河口湖駅→バス25分/

河口湖I.C.→10分　 鳴沢村農業協同組合 0555-85-
3366

問
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便利なレトロバスで、日本の美しい原風景へ「西湖いやしの里　根
ねん

場
ば

」7月15日第1期オープン
日本の原風景が今甦る！　富士山と青木ヶ原樹海、西湖を一望し、体験工房などを備えた茅葺き集落がオープン。

2日間乗降自由のフリークーポンがおトクな「レトロバス」が運行します。 富士河口湖町観光課 0555-72-3168問
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…花のイベント

…ふるさとのイベント

…アウトドア＆スポーツイベント

…伝統の祭り＆行事

…体験イベント

…その他のユニークなイベント

マークのあるイベントは「やまなし感動再
発見」に選ばれたものです。web「富士の国
やまなし観光ネット」でご紹介しています。

山梨の最新観光情報発信中！
QR対応機種の方はこちらへ　→

または、http://www.yamanashi-kankou.or.jp/へ今すぐアクセス！

明野のひまわり畑（北杜市）
※関連イベント「明野サンフラワーフェス」（Ｐ5）

月見ヶ池弁財天祭り（上野原市）

第59回清里高原つつじ祭り
［北杜市］ 花

「清里ウォーク」「無料サービスコーナー」
など。真紅に燃える美し森のつつじは、
夜間ライトアップされます。
美し森　 JR小海線清里駅→車5分/長坂I.C.

→20分　 北杜市高根総合支所 0551-42-
1441

問

交所

● 3日（土）～11日（日）

JU
N

E 6

櫛形山アヤメ祭り
［南アルプス市］ 花

南伊奈ヶ湖から出発し、約3000万本が咲き
誇る東洋一の群生地のアヤメを眺めなが
らの登山。無料で参加できます。
南伊奈ヶ湖・櫛形山アヤメ平周辺　 JR中央

線・身延線甲府駅→バス40分→車15分/南アル
プスI.C.→20分　 南アルプス市観光商工課
055-282-6294

問

交所

● 上旬～中旬

平野天満宮祭
［山中湖村］ 伝

信玄公が戦勝祈願したと伝わる神社の例
祭で、江戸時代から伝承される「天岩戸神
楽」を奉納。珍しい雌獅子神楽は必見です。
平野天満宮　 富士急行線富士吉田駅→バス

35分→徒歩15分/山中湖I.C.→10分　 山中湖
村観光課 0555-62-9977

問

交所

● 14日（金）～16日（日）

三窪高原ウォーク
［甲州市］ ア

三窪高原は関東の富士見100景のひとつ。
天然記念物のれんげつつじが咲き誇る中
にコースを設定します。
三窪高原　 柳沢峠市営駐車場より遊歩道50

分　 甲州市塩山地域総合局 0553-32-2111問

交所

● 18日（日）

お山開き富士登山
［富士吉田市］ 体

古の富士登山を再現。御師の家を拠点に、
早朝から山頂を目指します。参加費は
18,000円、お申込は6／26まで。
北口本宮冨士浅間神社　 富士急行線富士吉田

駅→バス10分／河口湖I.C.→10分　 富士吉田
市富士山課「歩こっ！富士山」実行委員会 0555-
22-1111

問

交所

● 30日（金）～7月2日（日）

富士山開山前夜祭
［富士吉田市］ 伝

夏山登山の安全を祈願する富士山の山開
き。古式ゆかしい神事や富士講パレード、
富士登山門のお道開きなどが行われます。
北口本宮冨士浅間神社　 富士急行線富士吉田

駅→バス10分/河口湖I.C→10分　 富士吉田市
観光協会 0555-21-1000

問

交所

● 30日（金）

JU
LY 7

光の花園-アルムの星に愛を語る-
［北杜市］ 花

花と星のテーマビレッジの夏休み夜間イベ
ント。涼しい「謎の雲海」をくぐり、夏の
星空やイルミネーションが楽しめます。
県立フラワーセンター　ハイジの村　 JR中

央線韮崎駅→バス30分/須玉I.C.→10分　 県立
フラワーセンター　ハイジの村 0551-25-
4700

問

交所

● 21日（金）～8月31日（木）

夏まつり丹波
［丹波山村］ ふ

花火大会、歌謡ショー、子ども広場ファフ
ァや電気自動車のほか、カヌー体験、木
工・竹細工など体験プログラムも多彩です。
村交流促進センター　 JR青梅線奥多摩駅→

バス50分/上野原I.C.→55分　 丹波山村総務観
光課 0428-88-0211

問

交所

● 30日（日）

南アルプス開山祭
［南アルプス市］ ふ

登山者の安全を祈願し、先駆者の偉業に感
謝する祭。1世紀前の扮装をした案内人に
よる蔓払いや夜叉神太鼓も演奏されます。
広河原　 JR甲府駅→季節運行バス2時間、

芦安駐車場→季節運行バス１時間※交通規制あり
（P7をご覧ください） 南アルプス市観光商工
課 055-282-6294

問

交所

● 1日（土）

カサブランカフェスタ
［北杜市］ 花

7,000球のカサブランカ、ヒマワリ、アメ
リカンフヨウなどが高原の夏を演出して
くれます。その他にはカブトムシ取り体
験、製作体験イベントもあります。
フィオーレ小淵沢　 JR中央線・小海線小淵

沢駅→徒歩20分/小淵沢I.C.→5分　 フィオー
レ小淵沢 0551-36-6611

問

交所

● 29日（土）～8月6日（日）

庭石祭り
［甲州市］ 伝

庭園材として有名な特産の甲州鞍馬石の
恒例イベント。芸術価値も高い灯篭や水
鉢、沓脱石、飛石などを展示即売します。
大和小学校校庭　 JR中央線甲斐大和駅→徒

歩4分/勝沼I.C.→10分　 甲州市大和地域総合
局 0553-48-2111

問

交所

● 5日（土）・6日（日）

A
U

G
U

ST
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CHECK!

あじさいの美しい季節、県内随
所のおすすめスポットも、ピン
クや水色、薄紫色に色づきまも
なく満開の時期を迎えます。
「あじさい寺」の愛称もある小
室山妙法寺は境内一面をおおい
つくすほどの2万株が開花。祭
り期間中は、写真撮影会なども

催されます。空と樹々を背景に
浮かび上がるような真紅の橋を
臨む猿橋公園では、あじさいを
眺めながら歩ける遊歩道がおす
すめ。色鮮やかにまざまな種類
が揃います。盛大なお祭りも開
催しています。南部あじさいま
つりのメイン会場となるうつぶ
な公園には、70種約2万5千株が
咲き誇り、あじさいが咲く中を
散策できます。

小室山妙法寺あじさい祭り（増穂町）
小室山妙法寺穂積出張所
0556-22-0710

第6回あじさい祭り（大月市）
名勝猿橋の会
0554-23-1234

南部あじさいまつり（南部町）
南部町産業振興課
0556-64-3111

河口湖天上山あじさい（富士河口湖町）
富士河口湖町農林課
0555-72-1115

問

問

問

問

山梨のあじさいおすすめスポット
～花の散策やイベントも多彩

小室山妙法寺あじさい祭り（増穂町）

祇園祭
［市川三郷町］ 伝

「祇園さん」の愛称で親しまれる例祭。本
神輿、樽神輿、大門睦の三神輿が練り歩
き、400mにわたり屋台が並びます。
町内　 JR身延線市川大門駅→徒歩5分/甲府

南I.C.→15分　 市川三郷町観光振興課 055-
240-4157

問

交所

● 8日（土）

若宮八幡宮例祭みこしまつりinにらさき
［韮崎市］ 伝

韮崎市の前身である河原部村氏神の伝統
行事「茅の輪くぐり」や、大和神楽、神
輿の渡御など。多くの出店で賑わいます。
若宮八幡宮　 JR中央線韮崎駅→徒歩15分/

韮崎I.C→5分　 韮崎市商工会 0551-22-
2204

問

交所

● 30日（日）・31日（月）

ホースショー イン こぶちさわ
［北杜市］ 他

カウボーイ姿や日本古来の衣裳をつけたパ
レードや各種イベントを開催。夜は迫力あ
るホースショーと花火大会を楽しめます。
山梨県馬術競技場　 JR中央線・小海線小淵

沢駅→車7分/小淵沢I.C.→5分　 北杜市小淵沢
総合支所 0551-42-1119

問

交所

● 29日（土）

明野サンフラワーフェス
［北杜市］ 花

37万余本のひまわりが咲くなか、花にま
つわるバラエティ豊かなイベントを開催。
野菜の直売や出店などがあります。
明野ふるさと太陽館周辺　 JR中央線韮崎駅

→バス20分/韮崎I.C.、須玉I.C.→15分　 北杜
市観光課 0551-42-1351

問

交所

● 25日（火）～8月31日（木）

森の癒し体験 乾徳山トレッキング
［山梨市］ ア

山梨百名山の乾徳山（標高2,031m）の夏山
を楽しみませんか。やまなし「山の日」
10周年記念事業の一貫です。
乾徳山公園（集合） JR中央線山梨市駅、

塩山駅→バス40分・タクシー30分　 山梨市観
光課 0553-39-2121

問

交所

● 22日（土）
第23回岩殿山かがり火祭り

［大月市］ ふ

城主・小山田氏を偲ぶ、岩殿山のかがり火。
武将軍団や阿波踊り、郷土芸能、神輿、
花火、キャラクターショーも行われます。
JR大月駅周辺　 JR中央線大月駅→徒歩5分

/大月I.C.→10分　 大月市産業観光課 0554-
22-2111

問

交所

● 5日（土）

水族館写生大会
［忍野村］ 他

● 1日（火）・31日（木）

富士山の清冽な湧水が育む淡水魚専門の
水族館で、水生生物やさかな公園の風景
などを描き、生態や自然を観察します。
富士湧水の里水族館　 富士急行線富士吉田駅

→バス15分/山中湖I.C.→5分　 富士湧水の里
水族館 0555-20-5135

問

交所

2006“夏”こども祭りinむかわ
［北杜市］ 体

● 16日（日）

木工教室や魚のつかみ取り、キャラクタ
ーショー、露店など、親子で楽しめる夏
休みイベントです。
フレンドパークむかわ　 JR中央線日野春駅

→車15分/須玉I.C.→15分　 北杜市地域創造課
0551-42-1111

問

交所

夏休み酪農体験ひろば
［北杜市］ 体

人気ソフトクリームの材料であるジャージ
ー牛の搾乳やヘイライド、バター作りなど、
酪農を通して楽しい体験ができます。
ファームショップ前広場　 JR小海線清里駅

→徒歩15分/長坂I.C.→20分　 キープ協会企画
室 0551-48-2169

問

交所

● 21日（金）～9月3日（日）

笛吹川石和鵜飼（笛吹市）

笛吹川石和鵜飼
［笛吹市］ 他

全国でも珍しい古式ゆたかな漁法。鵜匠
が直接川に入って鵜を手繰る「徒

か

歩
ち

鵜
う

」
を体験参加（要予約）できます。
市役所前笛吹川河畔　 JR中央線石和温泉駅

→車5分/一宮御坂I.C→10分　 笛吹市観光商工
課 055-262-4111

問

交所

● 17日（月）～8月19日（土）（水・木・土・日のみ）

ホースショー イン こぶちさわ（北杜市）

ドギーパーク　サマーフェスティバル
［富士河口湖町］ 他

● 15日（土）～8月31日（木）

愛犬と一緒に遊べる種々の施設が充実し
た約10万m2の広大な園内で、かぶと虫狩
りや屋台、パフォーマンスなどを開催。
富士スバルランドドギーパーク　 富士急行線河

口湖駅→無料送迎バス15分/河口湖I.C.→5分　 富
士スバルランドドギーパーク 0555-72-2239

問

交所

清里フィールドバレエ17th.
［北杜市］ 他

「おやゆび姫」「くるみ割り人形」「天上の
歌」を上演。世界に1台のモーツアルトバ
レルオルガンとバレエの共演もあります。
萌木の村　 JR小海線清里駅→徒歩10分/長

坂I.C.→20分　 萌木の村 0551-48-3522問

交所

● 27日（木）～8月9日（水）※8/2（水）休演日

清里フィールドバレエ（北杜市）

サマーフェスティバルinわかくさ（南アルプス市）

サマーフェスティバルinわかくさ
［南アルプス市］ ふ

「夏の夜の十日市」として親しまれ、商工
会の「にぎわいまつり」と共に開催。花
火大会や遠光太鼓の演奏もあります。
遊・湯ふれあい公園　 JR中央線・身延線甲

府駅→バス30分→徒歩20分/南アルプスI.C.→
10分　 南アルプス市観光商工課 055-282-
6294

問

交所

● 5日（土）

カサブランカフェスタ（北杜市）

ドギーパーク　サマーフェスティバル（富士河口湖町）

月見ヶ池弁財天祭り
［上野原市］ 伝

上野原の安泰を祈願して1921年、江の島神
社の月見ヶ池に建立された弁財天の例祭。
花火大会や灯篭流しで賑わいます。
月見ヶ池　 JR中央線上野原駅→バス10分/

上野原I.C.→7分　 上野原市役所 0554-62-
3111

問

交所

● 22日（土）
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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うえ、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ヵ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ヵ所を組み合わせて応募するか、県内観光施設2ヵ
所分で応募してください。また応募はおひとり様ハガキ1
枚とし、1プレゼントに限らせていただきます。発送をも
って発表にかえさせていただきます。
■送り先　〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県大型観光キャンペーン推進協議会
「富士の国やまなし宝めぐりプレゼント」係
■応募締切　平成18年9月1日〈金〉（必着）

のみ7月31日〈月〉（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。

高級ぶどう 甲府市
（3kg） 5名様

ご応募方法

1

フルーツ

お楽しみ

※本誌のデータは平成18年5月末日現在のものです。
ご利用の際は各観光施設等へ最新案内をご確認ください。

「富士スバルライン」マイカー規制にご協力ください

実施期間：8月5日(土) 0:00～14日(月)24:00 
富士山の自然環境保護と交通渋滞解消のため、今年も富士スバルラインのマイカー規制を
実施します。マイカー（二輪車も含む）でお越しの方は、係員が誘導する料金所周辺の無料
駐車場に駐車をお願いします。シャトルバス（有料）が五合目まで運行します。
問●富士山有料道路管理事務所 0555-72-5244 問●（財）日本道路交通情報センター 055-232-5000

03 「林道南アルプス線」「県道南アルプス公園線」
マイカー規制にご協力ください

実施期間：7月1日(土)～10月31日(火)
県営林道南アルプス線と、県道37号線南アルプス公園線では、南アルプスの自然環境の保
全を図るためマイカー規制を実施します。マイカーでお越しの方は、芦安（600台）、奈良田
（200台）の無料駐車場に駐車し、広河原へは路線バス、タクシーをご利用ください。
問●山梨県観光資源課055-223-1521 問●（財）日本道路交通情報センター 055-232-5000

富士急ハイランドにまたもギネス級のアトラクション
7月19日、富士急ハイランドに超大型コースター「ええじゃな
いか」が誕生します。数々のギネス世界記録を打ち立てた
「フジヤマ」や「ドドンパ」に次ぐ、迫力満点の絶叫マシーン
です。もちろん、目下ギネス世界記録にも申請中。
問●富士急ハイランド 0555-23-2111
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やまなしMAP

平成18年5月末日現在の地図です。

03

富士の国やまなし
宝めぐりプレゼント

甲斐路ならではの
素敵なプレゼントが届きます。
今すぐ、山梨へ。

富士の国やまなし
宝めぐりプレゼント

04 超大型コースター「ええじゃないか」誕生！04

シンボル展　葛飾北斎「冨嶽三十六景」
世界で最も親しまれている富士の絵画「冨嶽三十六景」。
季節、場所、時間によって様々に姿を変える富士が、北
斎の鋭い観察眼と大胆な発想で、豊かに表現されていま
す。6月13日から7月9日まで、シリーズ全作品46点を一挙に展示します。
企画展「やまなしはじめて物語」
山梨ではじまったもの。はじめて山梨であったこと。「はじめて」を生み出した歴史的背景
や風土、人物について考えるきっかけを紹介します。7月25日から8月20日まで。
問●山梨県立博物館　055-261-2631

01 「山梨県立博物館」企画展01

特産美味

超大型コースター「ええじゃないか」

釜無川イカダ下り（南アルプス市）

甲斐いちのみや大文字焼（笛吹市）

西洋なし 増穂町
（3kg） 5名様

2

特産品ジャムセット 南アルプス市
（サクランボ・桃・プルーン各175g1本） 5名様

3

やはたいも 甲斐市
（2kg） 10名様

4

小梅ワイン 甲斐市
（2本） 10名様

5

つくたべかんのしそジュース 鰍沢町
（1本） 10名様

6

「富士山のうまい水」 西桂町
（500ml・24本） 5名様

7

身延山「久遠茶」 身延町
（7.5g・30袋） 5名様

8

きゃら蕗・みそ・小梅漬けセット
身延町
5名様

9

生クレソン 道志村
（10束） 5名様10

忍野八海名水そば 忍野村
（1kg） 10名様

11

秀麗富嶽12景ポストカードセット 大月市
（3枚組） 10名様

12

「芭蕉月待ちの湯」利用券 都留市
（ペア） 10名様

13

穂坂果実郷ぶどう狩り招待券 韮崎市
（ペア） 5名様

14

「つむぎの湯」入浴券 市川三郷町
（ペア） 5名様

15

「みたまの湯」入浴券 市川三郷町
（ペア） 5名様

16

「紅富士の湯」「石割の湯」共通入浴券 山中湖村
（ペア） 5名様

17

水源の森国際音楽祭
［道志村］ ふ

郷土芸能の東富士七里太鼓をはじめ、世
界の音楽が集結。海外アーティスト、各
国の楽器の演奏や踊りと競演します。
水源の森　 都留I.C.→30分、相模湖I.C.→

50分　 七里太鼓保存会 0554-52-2111問

交所

● 5日（土）

火祭りロードレース
［富士吉田市］ ア

雄大な富士山を眺めながら、緑豊かな大
自然のなかを走るレース。5・10・20kmの
3種が揃い、親子3代で参加できます。
富士北麓公園　 富士急行線富士吉田駅→送迎

バス10分/富士吉田I.C.→10分　 火祭りロード
レース事務局 0555-22-1111

問

交所

● 27日（日）

第13回平成かかしカーニバル
［韮崎市］ ふ

● 下旬～9月中旬

200体もの世相を反映したユニークなかか
しを展示。特産品販売、フリーマーケットも
出店し、9月上旬の大祭典日に表彰します。
かかしの里、JA梨北円野共選場　 JR中央線

韮崎駅→バス20分/韮崎I.C.→20分　 平成かか
しカーニバル実行委員会 0551-27-2140

問

交所

甲斐いちのみや大文字焼
［笛吹市］ 伝

江戸時代から続く盆の送り火で、桃やぶど
うの豊作も祈願。大久保山中腹に組み上げ
た井桁に、「大」の字が燃え上がります。
桃の里スポーツ公園　 JR中央線石和温泉駅

→車15分/一宮御坂I.C.→5分　 笛吹市一宮支
所住民課 0553-47-1111

問

交所

● 16日（水）

釜無川イカダ下り
［南アルプス市］ 体

● 中旬

手作りのイカダで釜無川を下るレース。
魚のつかみ取り、子供縁日、歌謡ショー
もあります。
双田橋周辺　 JR中央線・身延線甲府駅→バ

ス30分→徒歩20分/白根I.C.→10分　 南アル
プス市観光商工課 055-282-6294

問

交所

CHECK!

先祖の御霊の供養や邪気
を祓うなど、古くからそ
の力を崇められてきた
「火」。霊峰富士に抱かれ
た山梨には、さまざまな
火にまつわる伝統行事が
あります。なかでも奇祭
として全国でも有名なの
が「南部の火祭り」と
「吉田の火祭り・すすき祭

り」。江戸時代から続く南部の火祭りは、灯籠流
しや投げ松明で、まるで川が真っ赤に燃えるよ

う。その上空で、盛大な花火が打ち上げられま
す。日本三奇祭のひとつである吉田の火祭り・
すすき祭りは、夏の終わ
りの風物詩でもある北口
本宮富士浅間神社と諏訪
神社の祭り。1日目は、大
たいまつと井桁たいまつ
が燃え盛り、町中が火の
海になったよう。続く2日
目には、すすきを持った
参詣者と神輿が境内を廻
ります。

南部の火祭り（南部町）8月15日（火） 南部町産業振興課 0556-64-3111
吉田の火祭り・すすき祭り（富士吉田市）8月25日（金）・26日（土） 富士吉田市観光協会 0555-22-1111問

問

町が川が真っ赤に彩られる！　古代より続く伝統ある火の奇祭

南部の火祭り2尺玉
（南部町）

富士吉田梅若薪能
［富士吉田市］ 伝

樹齢千年超の杉に囲まれた神楽殿で能と狂
言を奉納。真夏の夜に鼓の音が響き、森閑
とした境内。炎に浮かぶ幽玄な世界です。
北口本宮冨士浅間神社　 富士急行線富士吉田

駅→車10分/富士吉田I.C.→10分　 梅若薪能実
行委員会 0555-23-3100

問

交所

● 6日（日）

甲府大好きまつり
［甲府市］ ふ

ビートtoビートや甲府大好き音頭、祭りパレード
など踊りの輪が甲府の街中に広がります。クラ
イマックスは大輪の花火。祭り屋台も登場します。
中央商店街・舞鶴城公園　 JR中央線・身延

線甲府駅下車／甲府南I.C.→10分　 甲府大好き
まつり実行委員会 055-237-5702

問

交所

● 19日（土）

「南きよさと」「どうし」「とよとみ」「はく
しゅう」「なるさわ」「花かげの郷まきおか」
…。実はこれ、オリジナルソフトクリーム
が食べられる道の駅。それぞれの特産物を
活かした、個性的でおいしい味が勢ぞろい。
信玄ソフトやフジザクラソフト、クレソン
アイス、巨峰サンデーなど、ユニークな味
をぜひ召し上がれ。

おいしいからつい、はしご!?
山梨ならではのオリジナル!!
人気ソフトクリームはいかが？

冨嶽三十六景　凱風快晴

平成かかしカーニバル（韮崎市）

下部ヤマメまつり
［身延町］ 体

県下一長いつり橋が架かる下部川。河川
敷の公園でヤマメ釣りやつかみ取りを楽
しみ、とれたてを塩焼きで味わいます。
リバーサイドパーク　 JR身延線下部温泉駅

→徒歩3分/南アルプスI.C.→40分　 身延町役
場下部支所 0556-36-0011

問

交所

● 6日（日）

下部ヤマメまつり（身延町）

中央市とよとみシルクの里納涼の夕べ06
［中央市］ ふ

帰省客と地元住民との交流の機会を目的に
開催。与一太鼓やバンド演奏、民謡やお楽
しみ抽選会、打上花火などイベントは多彩。
中央市豊富町農村広場　 JR身延線東花輪駅

→車10分／甲府南I.C.→10分　 中央市観光振
興課 055-279-8582

問

交所

● 14日（月）

道の駅花かげの郷
まきおか「巨峰サンデー」

道の駅どうし
「クレソンアイス」

道の駅南きよさと
「信玄ソフト」

道の駅なるさわ
「フジザクラソフト」

吉田の火祭り（富士吉田市）

増富ラジウム温泉郷温泉祭り
［北杜市］ 他

信玄公のかくし湯でも有名な温泉郷の夏
祭り。伝統ある甲斐源氏太鼓の演奏やビ
ンゴゲーム大会などで盛り上がります。
増富温泉郷　 JR中央線韮崎駅→バス70分/

須玉I.C.→50分　 増富ラジウム温泉郷観光案内
所0551-45-0600

問

交所

● 5日（土）・6日（日）（予定）

18

19

なりきり古
いにしえ

「登山セット」 富士吉田市
（菅笠etc1万円相当）（締切7/31） 1名様

富士山レーダードームストラップ 富士吉田市
5名様

12


