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特集1

特集2 花と楽しむ
　戦国絵巻

2012 2.1(wed) ▼ 5.31(thu)

花と新緑を楽しむ
ウォーキング・ハイキング
おすすめスポット！

やまなし

〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-8-17
山梨県庁西別館１階　☎055-231-2722
http://www.yamanashi-kankou.jp/

お得なクーポンプレゼント！！山梨おもてなし推進週間キャンペーン山梨おもてなし推進週間キャンペーン
検　索富士の国やまなし観光ネット●キャンペーン期間

　平成24年2月1日(水)～2月29日(水)
●詳しくはウェブサイトから
　http://www.yamanashi-kankou.jp/

携帯電話からはQRコードから→
※特典を受ける際には、クーポンを取得して御提示ください。

※特典を受ける際には、クーポンを印刷して御提示ください。



●韮崎市神山町北宮地624　●JR中央本線韮崎駅からタクシー約10分
●中央自動車道韮崎ICから車約15分
●韮崎市観光協会　0551-22-1991　FAX0551-23-1215

わに塚のサクラは、のどかな田園風景のなかに、悠々と立つ孤高のエ
ドヒガンザクラ。推定樹齢320年。晴れた日には、八ヶ岳や茅ヶ岳を望
むこともできます。

わに塚のサクラ

●甲府市古府中町2611　●JR中央本線甲府駅北口から徒歩約30分・バス約10分
●中央自動車道甲府昭和ICから車約20分　●武田神社　055-252-2609

武田神社は、信虎、信玄、勝頼の三代にわたる武田氏の居館跡。桜の木が数多く植えられた
境内には、武田氏ゆかりの貴重な品々が展示された宝物館もあり、多くの参拝客で賑わい
ます。さらに、信玄公墓所をはじめ、甲府五山や二十四将の館跡など、武田氏にまつわる名
所・旧跡が数多く残る周辺地域一帯は、桜の名所としても有名。甲府駅から武田神社へと続
く参道（武田通り）の両側にも桜並木が続くなど、気持ちの良い散策が楽しめます。

武田神社

●中部横断自動車道南アルプスICから【県民の森】まで車約30分　【見晴らし台】まで車約45分
●JR中央本線甲府駅から【県民の森】までタクシー約1時間
●南アルプス市観光商工課　055-282-6294
●南アルプス市観光協会　055-284-4204

標高2052ｍ。山梨百名山のひとつ櫛形山は、和櫛を伏せた
ような、きれいな半月形の山。メインの眺望スポットとなる
「見晴らし台（標高1320ｍ）」まで車で行けることもあり、気軽
に山歩きを楽しめます。人気の秘密は、なんといっても花！ア
ヤメ平や裸山には、シモツケソウやテガタチドリ、キンバイソ
ウ、ヤナギラン、レンゲショウマなどなど、数限りない可憐な
花々や貴重な植物たちとの出会いが待っています。さらに、
カラマツ、コメツガ、シラビソなどの原生林が織り成す深山幽
谷の世界もまた魅力です。

“新・花の百名山”櫛形山は、花々の楽園！
●中央自動車道甲府南ICから車約1時間　増穂ICから車約45分
●JR身延線下部温泉駅からタクシー約20分
●早川町役場振興課 0556-45-2511

南アルプスの山懐に抱かれた、小さな山間の町「早川町」にある
「赤沢宿」は、日蓮宗の総本山 身延山久遠寺と、身延山を守る霊峰 
七面山とを結ぶ「身延往還」の宿場町。かつて、七面山へ続く唯一
の道として多くの参詣客が訪れたこの町には、今も、江戸後期～
明治初期の旅籠が軒を連ね、江戸情緒漂う美しい町並みを創り上
げています。連綿と受け継がれてきた素朴な暮らしぶりに、心も温
まる道行に彩りを添える季節の花々。とりわけ、2月中旬～3月上
旬に花開く黄色い福寿草と真っ白な節分草は見事です。

福寿草が彩る歴史の街　早川町赤沢宿

南アルプス鳳凰三山の前衛にある甘利山。6月中～下旬、富士山や
秩父山塊など名だたる山々を見渡せるなだらかな山頂一帯を、レン
ゲツツジが真っ赤に染め、訪れる人を魅了します。
●JR中央本線韮崎駅から【甘利山広河原駐車場】までタクシー約50分
●中央自動車道韮崎ICから【甘利山広河原駐車場】まで車約60分
※平成23年12月1日～4月末は、甘利山への林道「県道甘利山公園線（県
道613号線）」が冬季閉鎖になります。詳しくは山梨県道路交通規制情報を
チェックしてください。
http://www.pref.yamanashi.jp/douro.shtml

甘利山
見どころ満載の春の笛吹市。中央自動車道釈迦堂PAパーキングエリア
から専用道路で行ける釈迦堂博物館や、気軽なハイキングを楽しめる
蜂城山から、まるでピンクのじゅうたんを敷き詰めたような桃源郷の春
を満喫できます。また、2,572㎡の広さを誇る「みさかの湯」のローズ
ガーデンでは、数えきれないほどのバラが咲き乱れ、気高き香りととも
に、訪れる人を魅了します。さらに、古民家集落や石垣の段々畑…今も
日本の原風景が残る山間の小さな集落、芦川町でも、日本随一の群生
地のすずらんが可憐な花を咲かせ、すずらんの里祭りも開催されます。

●笛吹市一宮町千米寺764
●中央自動車道釈迦堂PAより専用道路を通って徒歩約２分
　勝沼ICから車約10分
●JR中央本線勝沼ぶどう郷駅からタクシー約15分
●釈迦堂遺跡博物館　0553-47-3333

釈迦堂からの桃の風景

芳しき桃源郷の春と芦川のすずらん

笛吹川の源流であり、国立公園の原生林のなかにある、自然が創出した芸術作
品とも言うべき西沢渓谷。1周4時間ほどで歩けるハイキングコースでは、日本
の滝100選にも選ばれた七ツ釜五段の滝をはじめとする神秘的な滝や淵など、
幻想的な風景を楽しむことが出来ます。とりわけ、エメラルドの水色が深まる新
緑の季節やシャクナゲの咲き乱れる初夏、マイナスイオンに包まれてのハイキ
ングは最高の気分！森林セラピー基地にも認定されており、セラピーガイドによ
るセラピープログラムも体験できます。（要予約）セラピー体験は1周約6時間。

西沢渓谷でマイナスイオンとシャクナゲに癒される

すずらん群生地
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赤沢宿赤沢宿 福寿草福寿草

●中央自動車道一宮・御坂ICから車約30分
●JR中央本線石和温泉駅からバス約40分
●笛吹市役所芦川支所　055-298-2111

みさかの湯
●中央自動車道一宮・御坂ICから
　車約10分
●みさかの湯　055-261-6166

●中央自動車道勝沼ICから車約60分
●JR中央本線山梨市駅から【西沢渓谷入口バス停】までバス約60分
●山梨市観光課　0553-22-1111
　山梨市森林セラピー推進協議会　0553-22-1111

なだらかな斜面にゆったりとぶどう棚が広がり、ヨーロッパの田園風景を彷彿とさせる勝
沼。日本のワイン醸造発祥の地であり、現在も数々のワイナリーが点在するこの町には、
美しい景観や貴重な伝統的建造物、隠れた名所を楽しみながら、自分のペースで散策で
きる気軽なコースが用意されています。立ち寄ったワイナリーや「ぶどうの丘」で、ワイン
が嗜めるのも勝沼ならでは。勝沼ぶどう郷駅の周辺では、中央線沿線に植えられた約
600本の甚六桜（じんろくざくら）が出迎えます。

勝沼ぶどう郷で出会う、甚六ザクラと葡萄棚の新緑

●中央自動車道勝沼ICから車約10分　●JR中央本線勝沼ぶどう郷駅
●甲州市観光交流課　0553-32-2111（代）

甚六桜甚六桜

勝沼ぶどう郷駅勝沼ぶどう郷駅

さあ、行こう！そしてもっと好きになろう！
富士山と富士五湖を、歩いて楽しむ8コース
さあ、行こう！そしてもっと好きになろう！
富士山と富士五湖を、歩いて楽しむ8コース

各駅停車で行く！
八駅八山八富士トレッキング

　山梨県東部に位置するJR中央本線の各駅を起点にした、トレッキングコース。スタート地
点となる、上野原、四方津、梁川、鳥沢、猿橋、大月、初狩、笹子の８駅は、甲州街道の面影を残
す地域で、どのコースにも、「観光施設」「富士山の見える山」「おみやげ品や郷土料理のお
店」が含まれています。※各駅に置いてあるパンフレットもご覧ください。

富士山・富士五湖観光圏整備推進協議会
☎0555-21-1000

検　索ふじごっこ

●詳しくはウェブサイトから　http://www.fujigoko-net.jp/
検　索八駅八山八富士

●詳しくはウェブサイトから
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/kanko/kentouhatiekitorekking.html

　日本一の霊峰 富士山と、周辺に広がる五つの湖（河口湖・山中湖・精進湖・西湖・本
栖湖）を、ゆっくりまわる富士五湖ウォーキング。東海自然歩道を始め、山中湖ぐるり
んコース、忍野八海コース、樹海の森コースなど、8つの散策コースがmapと写真付
きで詳しく解説されている、「ふじごっこ！富士五湖ウォーキングガイド」ができました。

【富士吉田市】富士講の歴史をたどる
吉田口馬返コース

【富士河口湖町】水辺の公園をゆっくり散策
河口湖ウォーキングトレイルコース

【山梨市】　春の花茶会
:山梨県笛吹川フルーツ公園
;JR中央本線山梨市駅からタクシー約7分
;中央自動車道勝沼IC若しくは一宮・　御坂ICから車約30分
<山梨県笛吹川フルーツ公園　10553-23-4101

4/7土・8日

【山梨市】　菜の花と山菜まつり
:オーチャードヴィレッジ・フフ　;JR中央本線山梨市駅からタクシー約
20分　;中央自動車道勝沼ICから山梨市牧丘方面へ車約30分
<山梨市役所観光課　10553-22-1111

4/22日 【富士河口湖町】
河口湖富士桜・ミツバツツジまつり
:河口湖創造の森　;富士急行線河口湖駅から会場行き臨時バス約15分
（運行予定）　;中央自動車道河口湖ICから車約10分
<富士河口湖町農林課　10555-72-1115

4/29日～5/6日

【南アルプス市】 アヤメ鑑賞会
:滝沢川河川公園　;JR身延線東花輪駅からタクシー約20分
;中部横断自動車道白根ICまたは南アルプスICから車約10分
<南アルプス市役所観光商工課　1055-282-6294

5月上旬

【笛吹市】 すずらんの里祭り
:笛吹市芦川町すずらん群生地　;JR中央本線石和温泉駅からバス約
50分　;中央自動車道一宮・御坂ICから車約30分
<笛吹市芦川町すずらんの里祭り実行委員会　1055-298-2111

6/1金～3日

【中央市】　中央市レンゲまつり’１２
:中央市玉穂ふるさとふれあい広場　;JR身延線東花輪駅からシャト
ルバス約10分　;中央自動車道甲府南ICから車約10分
<中央市役所商工観光課　1055-274-8582

4/29日

【市川三郷町】
市川三郷町ふるさと春まつり ぼたんの花まつり
:市川三郷町歌舞伎文化公園　;JR身延線甲斐上野駅から徒歩約10分
;中央自動車道甲府南ICから車約20分
<市川三郷町役場産業振興課　1055-240-4157

4月下旬

【北杜市】　ハイジの村チューリップ祭り
:ハイジの村
;ＪＲ中央本線韮崎駅から芽ケ岳田園バス約30分（季節運転4/4～11/24）
;中央自動車道須玉ＩＣから車約10分、または韮崎ＩＣから車約15分
<ハイジの村　10551-25-4700

4/14土～5/6日

やまなし「花のイベント情報」やまなし「花のイベント情報」
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【富士河口湖町】　西湖樹氷まつり
高さが約１０ｍにもなる樹氷は迫力満点。また、ライトアップされた氷のオブ
ジェは幻想的。凛と澄んだ大気の中で大自然が生んだ芸術を堪能できる。
:西湖野鳥の森公園　;富士急行線河口湖駅から西湖民宿行きバス又
はレトロバス　;中央自動車道河口湖ICから車約25分
<西湖野鳥の森公園　10555-82-2160

1/28土～2/5日

【甲府市】　ミレー作《古い塀》とレルミット作
《洗濯をする女たち》を初公開
《古い塀》は当館所蔵のミレーの作品のなかでは､はじめての収蔵となる
風景画の大作であり、コレクション充実に於いて大きな役割を果たす作品
と言えます。一方、レオン＝オー
ギュスタン・レルミット作の《洗濯
をする女たち》も、ミレー以降の
農民画の系譜をたどる上で重要
な足がかりとなる作品です。
:山梨県立美術館
常設展示室Ⅰ　「ミレー館」
;JR中央本線甲府駅から県立美
術館行きの路線バス約15分
;中央自動車道甲府昭和ICか
ら車約15分
<山梨県立美術館
1055-228-3322

1/21土～

【富士河口湖町】　富士山・河口湖映画祭
富士山麓を舞台としたシナリオ作品を募集し、最優秀作品を映画化。映画
作品の上映などを行う。
:勝山ふれあいセンター「さくやホール」　;富士急行線河口湖駅から
タクシー約10分　;中央自動車道河口湖ICから車約15分
<富士河口湖町教育委員会文化振興局（河口湖ステラシアター）
10555-72-5588

18土・19日

【山梨市】
フルーツ公園のひな祭り＆いちごの日
季節の行事「桃の節句」をフルーツ公園ならではの内容で開催する。また、
いちごの生産期を迎え、多くの来園者の皆様は笛吹川フルーツ公園内で
果物を味わうことを期待している。こうした公園利用者のニーズに応える
ため、地域特産果実の味覚体験を取り入れたイベントを開催する。
:山梨県笛吹川フルーツ公園　;JR中央本線山梨市駅からタクシー約7分
;中央自動車道勝沼IC若しくは一宮・御坂ICから車約30分
<山梨県笛吹川フルーツ公園　10553-23-4101

25土

【富士河口湖町】　冬花火・湖上の舞、富士山の
日記念花火大会
澄み切った冬の夜空を彩る打ち上げ花火。その名のとおり、華麗な花火が
湖の上空に咲き、湖面もきらびやかに輝く。
:河口湖畔大池公園　;富士急行線河口湖駅からタクシー約5分
;中央自動車道河口湖ICから車約10分
<富士河口湖町観光課　10555-72-3168

2月の土・日（25土・26日を除く）と23木 
午後8時～20分間

【山中湖村】　山中湖DIAMOND FUJI 
WEEKS＆アイスキャンドルフェスティバル
この時期に湖畔から富士山頂に夕日が重なる「ダイヤモンド富士」をみる
ことができます。ダイヤモンド富士と夕闇にシルエットで浮かぶ富士を背
景に幻想的な数千個のアイスキャンドルを湖畔で楽しめます。（湖増水の
ため会場が変更・中止になる場合もあります。）
:2/4長池親水公園、2/11平野ちびっこ広場、2/18山中湖交流プラザ
きらら　;富士急行線富士山駅からバス約35分　;東富士五湖道路
山中湖ICから車約10分　<山中湖観光協会　10555-62-3100

1水～22水

【身延町】　身延山節分会
祖師堂前の特設舞台から、荒行修法師はじめタレント、関取などが豆まき
を行う。境内では、商売繁盛や家内安全を願う善男善女で賑わいます。
:身延山久遠寺境内　;ＪＲ身延線身延駅から身延山行きバス約10分終
点下車し、徒歩約15分またはタクシー約10分　;中部横断自動車道増
穂ＩＣから車約50分　<身延町役場観光課　10556-62-1116

3金

【山中湖村】　山中湖フォトグランプリ
作品は、山中湖村内で撮影されたもの、及び山中湖に係るものを題材とし
ます。山中湖は、富士山と湖をはじめ、ネイチャーフォトの被写体にも恵ま
れ、ベテランから初心者の方まで、大いに楽しむことが出来ます。多くの皆
様からの作品をお待ちしております。
:山中湖村内　<山中湖観光協会　10555-62-3100

1水～11/30金

【甲府市】　大神宮祭
春の訪れを告げるおまつりとして、古くから「大神（だいじん）さん」と呼
ばれ親しまれている節分会。沿道には、切ざんしょう、がらがら、飴などを
売るお店が並び、商売繁盛、家内安全を願うたくさんの人々でにぎわい
ます。このお祭りだけに売り出されるお菓子「がらがら」が人気です。
:横近習町大神宮、柳町大神宮　;JR中央本線甲府駅から徒歩約15分
;中央自動車道甲府南ICから車約20分
<（株）吉字屋本店　1055-232-3111

3金

【道志村】　春の渓流祭り
伝統ある雛人形の展示、ヤマメの塩焼き販売、道志ポークの串焼き販
売、豚汁販売等。
:道の駅どうし　;中央自動車道都留ICから車約30分　;相模湖IC・
河口湖ICから車約50分　<道の駅どうし　10554-52-1811

3土

【市川三郷町】　御幸祭
「神輿の川渡り」として有名な御幸祭。三珠地区の表門神社から出発し、
芦川を渡り、市川大門地区の御崎神社を往復する。川渡りの場面には多
くの観客が訪れる。
:表門神社（うわとじんじゃ）及び芦川橋付近　;JR身延線芦川駅から徒
歩約3分　;中央自動車道甲府南ICから車約20分
<市川三郷町役場産業振興課　1055-240-4157

1日

【笛吹市】　笛吹おもてなし観光バス
旬の魅力をその都度巡るバスツアー。その時期しか楽しめない花や果
実を盛り込んだコースを用意。3時間ほどの行程なので、気軽に楽しむ
ことができます。おもてなし案内人（コースによって同行しないものもあ
りますが）が、皆様をご案内いたします。（要予約）
:乗車場所は「石和源泉足湯ひろば」と「石和温泉駅前」の2箇所
;ＪＲ中央本線石和温泉駅下車、「石和源泉足湯ひろば」の乗車場所は石
和温泉駅から車約3分　;中央自動車道一宮・御坂ＩＣから車約15分
<一般社団法人笛吹市観光物産連盟　1055-261-2829

1日～9/30日の間の土・日・祝日限定

【笛吹市】　熱気球搭乗体験
桃の花が一面に広がる4月、空から桃源郷を眺めてみませんか。搭乗時
間は、6：00～9：00の間で、1回の搭乗時間は5分程度です。（保留方式）
気流が安定しないなど、天候によって中止することがあります。（有料）
:笛吹市役所前笛吹川河川敷　;ＪＲ中央本線石和温泉駅から徒歩約
20分　;中央自動車道一宮・御坂ＩＣから車約15分　<一般社団法人笛
吹市観光物産連盟　1055-261-2829

1日～12木

【笛吹市】　第8回笛吹市桃の里マラソン大会
桃の花が咲き乱れる中を走り抜けるマラソン大会。ハーフマラソン・10
㎞コース・親子・ファミリーの部（3.5km）の3コース、9種目で競う。会場
では、笛吹市の特産品でもあるワインの試飲や豚汁サービスがある他、
足湯が設置されるので、疲れた体を、味覚と足湯で癒してください。
:笛吹市いちのみや桃の里スポーツ公園　;JR中央本線石和温泉駅又
は山梨市駅から無料シャトルバスを運行 　;中央自動車道一宮・御坂ＩＣ
から車約5分　<笛吹市いちのみや桃の里マラソン大会実行委員会　
1055-261-3338

8日

【甲府市】　天津司の舞
小瀬町にある天津司神社に古くから伝わる日本最古の人形芝居とも言
われる伝統芸能で、国の重要無形民俗文化財に指定されています。小瀬
町の天津司神社から隣町の下鍛冶屋町の諏訪神社まで、ご神体である9
体の人形がおみゆきし、舞が行われます。
:天津司神社～諏訪神社　;JR中央本線甲府駅からバス約20分
;中央自動車道甲府南ICから車約10分
<甲府市観光課　1055-237-5702

8日

【甲府市】　武田24将騎馬行列
信玄公の命日に行われるこのお祭りは、武田神社の例大祭と併せ、一般
参加者による武田24将騎馬行列を中心に、みこし、白丁などが武田神社
を出発し、市内一円をパレードします。
:武田神社、甲府市中心街　;JR中央本線甲府駅からタクシー約5分
;中央自動車道甲府昭和ICから車約20分
<甲府市観光課　1055-237-5702

12木

【山中湖村】　信玄公遺徳顕彰祭
信玄公の命日に「遺徳顕彰祭」を行い、信玄公の人徳や功績をたたえ、広
く世間に伝えています。
:海雲山寿徳寺　;富士急行線富士山駅からバス約35分平野バス停下
車～徒歩約5分　;東富士五湖道路山中湖ICから車約10分
<海雲山寿徳寺　10555-65-8209

12木

【笛吹市】　川中島合戦戦国絵巻
約900名の一般参加者が実際に甲冑を身に付け、武田軍・上杉軍に分か
れ、合戦を繰り広げる桃の花まつりのメインイベント。米沢藩稲富流砲
術隊による本格的な火縄銃の発砲や信玄公・謙信公の一騎打ちなど見
所の他、今年は450周年記念の特別企画を用意しております。
:笛吹市役所前笛吹川河川敷　;JR中央本線石和温泉駅から徒歩約
20分　;中央自動車道一宮・御坂ＩＣから車約15分
<一般社団法人笛吹市観光物産連盟　1055-261-2829

15日

【甲斐市】　おみゆきさん
「おみゆきさん」は、甲府盆地の水防祈願を起源としたお祭りです。神輿
の担ぎ手は、紅おしろいに長じゅばん、花笠、たすきがけ、白い足袋とい
う女性の格好をし、独特の「ソコダイ・ソコダイ」の掛け声とともに信玄堤
を踏み固める動作で練り歩きます。
:信玄堤公園周辺　;JR中央本線竜王駅からタクシー約10分　;中央
自動車道双葉スマートICから車約15分
<甲斐市商工観光課　1055-278-1708

15日

【身延町】　よってけし ほほえみの里 山菜まつり
町内で採れた山菜の販売と特産品の特価販売。
:道の駅しもべ　;ＪＲ身延線下部温泉駅からタクシー約10分
;中部横断自動車道増穂ＩＣから車約50分
<道の駅しもべ　10556-20-4141

4月中旬

【韮崎市】　第３１回深田祭
「日本百名山」の著者であり、日本の山岳界に大きな足跡を残した登山
家、深田久弥氏は、芽ケ岳登山中に亡くなりました。深田祭では氏の遺徳
を偲んで碑前祭や記念登山が行われます。
:芽ケ岳・深田記念公園　;JR中央本線韮崎駅からタクシー約30分
;中央自動車道韮崎ICから車約20分
<深田祭実行委員会（韮崎市商工観光課内）　10551-22-1991

22日

【富士河口湖町】　河口浅間神社例大祭
彦火火出見尊と皇后豊玉姫命を祀る。御二人の間に御子鸕鸂草葺不合
尊が御生まれになられたので、これを姑神の浅間様が御見舞に御神幸
されるという祭儀。俗に「孫見祭」とも言い伝えられている。御神輿には
御神霊と共に産衣、お産の用具が奉遷られている。県指定無形文化財
「稚児の舞」が奉納される。
:河口浅間神社　;富士急行線河口湖駅から富士急山梨バス甲府駅行
「河口局前」下車　;中央自動車道河口湖ICから車約15分
<河口浅間神社　10555-76-7186（土・日のみ）

25水

【富士河口湖町】
富士スバルランドドギーパーク春まつり
GW恒例の「春まつり」。子供たちに人気のキャラクターショーやドッグ
ショー、縁日など楽しいイベントを予定しております。
:富士スバルランドドギーパーク　;富士急行線河口湖駅から無料送迎
バス約15分　;中央自動車道河口湖ICから車約5分
<富士スバルランドドギーパーク　10555-72-2239

28土～5/6日

【富士河口湖町】　甲斐の勝山 やぶさめ祭り
戦国時代の勇壮な伝統を今に伝える900年以上の歴史を有する古式ゆ
かしい武田流流鏑馬神事。
:冨士御室浅間神社・勝山シッコゴ公園　;富士急行線河口湖駅からレ
トロバス約10分「冨士御室浅間神社」下車　;中央自動車道河口湖ICか
ら車約12分　<甲斐の勝山やぶさめ祭り実行委員会　10555-83-2111

29日

【甲斐市】 甲州小梅もぎ取り体験
「甲州小梅もぎ取り体験」は、甲斐敷島梅の里で、毎年５月中旬になると
行うことができます。また、期間中には、甲斐敷島梅の里クラインガルテ
ンクラブハウスを主会場に、「梅の里ふれあいまつり」も開催されます。
:敷島総合公園北側矢木羽湖周辺　;JR中央本線竜王駅からタクシー
約20分　;中央自動車道双葉スマートICから車約20分
<農事組合法人ゆうのう敷島　1055-267-0831

5月中旬

【富士河口湖町】 富士山ご来光号バスツアー
「神が宿る聖地」とされ、特別な力が備わった山と崇められている富士山
の五合目から、麓では感じることの出来ないご来光と早朝の富士山を体
験していただく企画。お茶のサービスと遥拝証明書つき。
:富士山五合目　;温泉旅館協同組合加盟宿泊施設からご来光専用バ
ス利用　<河口湖温泉旅館協同組合事務局　10555-72-0346

5月初旬～11月中旬（毎翌朝運行）

【富士河口湖町】 本栖公家行列
武田時代に駿河国境の警護を担当していた渡辺因獄佑（わたなべ　ひ
とやのすけ）が、地域の若者たちの士気を高めようと始めた行事といわ
れ、約300年の伝統を誇る。先頭のやっこが掛け声とともに毛槍を操る
姿は、見ごたえがある。
:本栖山神社よりスタート　;富士急行線河口湖駅から路線バス約45分
;中央自動車道河口湖ICから車約35分
<本栖湖観光協会　10555-87-2518

17木

【身延町】　大聖寺不動尊祭典と八日市まつり
山梨では珍しい柴燈護摩（さいとうごま）を見ることが出来ます。当日
は、参道で農産物の販売や田舎の味を提供する店などがある「八日市ま
つり」も併せて開催されます。
:八日市場　大聖寺境内　;ＪＲ身延線下部温泉駅からタクシー約10分
;中部横断自動車道増穂ＩＣから車約20分
<大聖寺　10556-42-2815

29日

【北杜市】　観光農園あまわらび穫り
入園料：３０分・大人５００円（中学生以上）、つみ穫り量400g。小人３００円
（小学生以下）、つみ穫り量200g。入園時間：午前１０時～午後４時まで。
:北杜市明野町浅尾原　あまわらび園　;JR中央本線韮崎駅から芽ケ
岳・みずがき田園バス約25分（季節運転4/7～11/23）　;中央自動車
道韮崎ＩＣから車約15分または須玉ＩＣから車約15分
<JA梨北明野支所　10551-25-2035または
農園直通　1080-6624-5263

28土予定～7/1日

【甲府市】　正ノ木稲荷祭り
「正ノ木さん」の名で親しみられているこのお祭りは、「大神さん」、「厄地
蔵さん」に並ぶ甲府３大まつりの一つです。江戸時代から続いている農
業の神のお祭りですが、最近では、植木や花が中心の植木市などが出店
し、多くの人でにぎわいます。
:稲積神社・遊亀公園　;JR中央本線甲府駅からバス約15分　;中央
自動車道甲府南ICから車約15分　<稲積神社　1055-233-5573

2水～5土

【早川町】　南アルプス早川山菜まつり
山間の春の味覚、山菜を楽しめる祭り。他にも特産品の直売や魚のつか
み取り、歌謡ショーなどが行われ、毎年多くの観光客で賑わいます。
:早川町民グラウンド　;JR身延線身延駅からバスまたはタクシー約
30分　;中央自動車道甲府南ICから車約1時間、中部横断自動車道増
穂ICから車約45分　<早川町役場振興課　10556-45-2511（代）

3木

【小菅村】　長作観音堂縁日
国の重要文化財に指定されている、厨子の御開帳がされる日。この観音
堂は、古来の伝説より、安産祈願の名所として知られており、縁日では、
安産祈願のお礼の販売も行われる。また、周辺には、様々な見どころが
あり、お祭りを味わいながら散策も楽しむことができる。
:小菅村長作地内観音堂　;電車でお越しの際は、お問合せください。
;中央自動車道上野原ICから車約40分
<小菅村源流振興課　10428-87-0111

3木

【小菅村】　第２５回多摩源流まつり
多摩川源流に位置する小菅村で、最大の規模を誇るイベントが「多摩源
流まつり」。人口800人の村民が一丸となり作り上げるこのお祭りには、
毎年１万人以上の方が訪れます。会場では、多摩川流域の味や文化に触
れることができ、夜には「日本一のお松」に火が灯り、祭りはクライマック
スを迎えます。ゴールデンウィークには是非、ご家族おそろいでお越しく
ださい。
:小菅村第一スポーツ広場　;JR青梅線奥多摩駅から西東京バス小菅
行き「池の尻」下車徒歩約２分　;中央自動車道上野原ICから車約50分
<小菅村源流振興課　10428-87-0111

4金

【身延町】　沢奥（さおき）のおまつり
県指定無形文化財の西嶋神楽を奉納している。
:西嶋沢奥地内　弓道場付近臨時舞台　;ＪＲ身延線甲斐岩間駅からタ
クシー約5分　;中部横断自動車道増穂ＩＣから車約15分
<若宮八幡神社社務所　10556-42-3884

5土

【身延町】　親子ふれあいまつり
公園内に約100匹の鯉のぼりが泳ぐ中、陶芸、ガラス、和紙、ウッドバー
ニング、印刻等の割引創作体験や押し花教室等を開催。その他、屋台
コーナーや集まれチビッコ大会等々、親子で楽しめる催し物もあり、内容
盛りだくさんのイベントです。
:道の駅富士川ふるさと工芸館（富士川クラフトパーク）　;ＪＲ身延線
下部温泉駅からタクシー約10分　;中部横断自動車道増穂ＩＣから車約
30分　<道の駅富士川ふるさと工芸館　10556-62-5424

3木～5土
【身延町】　しもべおんせんまつり
例年5月中旬に行われる下部地区最大の祭り。特に松葉杖供養祭は日本
三大奇祭といわれています。また、翌日には町指定の無形文化財である
太々神楽の奉納など見どころいっぱいです。
:湯町（湯之奥金山博物館、熊野権現神社ほか）　;ＪＲ身延線下部温泉
駅から徒歩約5分　;中部横断自動車道増穂ＩＣから車約40分
<しもべおんせんまつり実行委員会　10556-20-3001

5月中旬

【小菅村】　小永田 浅間神社祭典
小菅村の伝承芸能で唯一、村の無形文化財に指定されている、「神楽」が
奉納されるお祭り。この地区では、毎年、5月と9月に祭典が開かれます。
演目に使用する「面」は、室町時代に作られた物とされており、非常に価
値のあるものです。神楽は、ストーリー性があるものですので、見ている
人も楽しめるお祭りです。
:小菅村小永田地内浅間神社　;電車でお越しの際は、お問合せくださ
い。　;中央自動車道上野原ICから車約45分　<小菅村源流振興課　
10428-87-0111

5土

【北杜市】　長沢鯉のぼり祭り
毎年開催される長沢鯉のぼり祭り。約５００匹の鯉のぼりが泳ぐ姿は圧巻
です。イベント当日は、どろんこ障害物競走やどろんこカヌー競争、鯉の
つかみ取りなどさまざまなイベントが開催されます。
:道の駅きよさと　;ＪＲ小海線清里駅からタクシー約20分、ＪＲ中央本
線長坂駅からタクシー約20分　;中央自動車道須玉ＩＣまたは長坂ＩＣか
ら車約10分　<長沢鯉のぼり祭り実行委員会　10551-47-2303

5土

【山梨市】
グリーンフェスタ＆こどもまつり in フルーツ公園
県の内外から多くの観光客が来園する大型連休期間中、新緑も鮮やか
なフルーツ公園を会場として、飲食店や金魚すくい等、幅広い年齢層を
対象としたイベントを開催する。
:山梨県笛吹川フルーツ公園　;JR中央本線山梨市駅からタクシー約
7分　;中央自動車道勝沼IC若しくは一宮・御坂ICから車約30分
<山梨県笛吹川フルーツ公園　10553-23-4101

3木・4金

【山梨市】　西沢渓谷山開き
全国に名立たる渓谷美を誇り、「森林セラピー」基地®にも認定される西
沢渓谷。これから本格的な山のシーズンを迎えるにあたり、事故なく無
事に登山・ハイキング出来るよう祈念して山開きの神事を執り行いま
す。当日、甘酒のおもてなしなどもあります。
:西沢渓谷入り口広場　;JR中央本線山梨市駅から市営バス約60分
;中央自動車道勝沼ICから国道140号線を秩父方面へ車約60分
<山梨市役所観光課　10553-22-1111

29日
【韮崎市】　春の武田の里まつり「新府藤武神社祭典」
武田勝頼公の新府城本丸跡地に祀られている藤武神社の春のお祭り。
“おしんぷさん”として親しまれ、神楽奉納や民謡、出店などで賑わいます。
祭りのハイライトで249段の石段を一気に駆け上がる神輿渡御は圧巻。
:新府藤武神社　;JR中央本線新府駅から徒歩約15分
;中央自動車道韮崎ICから車約20分　<武田の里まつり実行委員会
（韮崎市商工観光課内）　10551-22-1991

15日

【山中湖村】　石割神社祭
主祭神は「天手力男命（アマノタヂカラオノミコト）」で、開運・武運・厄除・
追儺・疫病抜・医薬長寿息災・産業等のご利益のある神として、あがめら
れています。
:石割神社　;富士急行線富士山駅からバス約35分平野バス停下車～
徒歩約110分　;東富士五湖道路山中湖ICから車約15分～徒歩約110分
<山中湖村観光課　10555-62-9977

8日・9月

【甲府市】
第17回中小企業組合組合まつり
当日は、先着2012名様への来場者プレゼントをはじめ、ご当地グルメフェ
ア、やまなし産業物産フェアや山梨クィーンビーズとのフリースロー対決
など、イベントも盛りだくさんです。ぜひ、ご家族そろってお越しください。
:アイメッセ山梨　;JR中央本線甲府駅から車約15分または甲府駅か
らアイメッセ行きの路線バス約25分　;中央自動車道甲府南ICから車
約5分　<山梨県中小企業団体中央会観光課　1055-237-3215

4日

【富士河口湖町】　A．K．B．ほうとう８
～あなたと河口湖でB級グルメ～
冬の富士河口湖町を楽しんでいただくために本年より開催する「富士河
口湖町冬物語」。その一環として開催されるイベント。味の異なる8種類
の「ほうとう」を一箇所で楽しめ、ほうとう以外の出店も行われる。
:河口湖畔大池公園　;富士急行線河口湖駅からレトロバス「河口湖
ハーブ館」下車　;中央自動車道河口湖Iから車約10分
<富士河口湖町観光課　10555-72-3168

4土・5日

【市川三郷町】　一之酉祭典（いちのとりさいてん）
千年余りの歴史を誇る祭典であり、甲府盆地に春を告げるお祭。太々神
楽の奉納を行う。
:表門神社（うわとじんじゃ）　;JR身延線芦川駅から徒歩約3分
;中央自動車道甲府南ICから車約20分
<市川三郷町役場生涯生活課　1055-272-6094

5日
【南部町】　第25回たけのこ祭り（仮）
生たけのこの販売をはじめ、たけのこごはんの販売、各種模擬店、地元
の方たちによる郷土芸能、キャラクターショー、竹の展示など、各種イベ
ント等。
:南部町役場本庁舎前広場（仮）　;ＪＲ身延線井出駅から徒歩だと時間
がかかるのでタクシーを利用するとよい　;中央自動車道甲府南ＩＣから
国道140号経由し、国道52号を南下し、南部方面へ　<南部町役場産業
振興課内たけのこまつり実行委員会　10556-64-3111

4月下旬

【身延町】　竹炭まつり
竹炭製品の大安売りや地元の特産品の販売、広大な裏山を使った森林
浴と宝探し、ステージイベントなど。
:和田峠　身延竹炭企業組合　;ＪＲ身延線身延駅からタクシー約3分
;中部横断自動車道増穂ＩＣから車約40分
<身延竹炭企業組合　10556-62-3611

4月下旬

2 February

3 March

4 April

5 May

【甲府市】　厄除け地蔵尊祭り
塩澤寺のお地蔵さんの耳がこのときだけよく聞こえるといわれ、願いを
聞いてもらおうと厄除けや願かけに、また、ご利益にあやかろうと、たく
さんの参拝客が全国から訪れます。願いを聞いてくれるお地蔵さんは、
全国でも珍しい石心木仏でうるし塗り、金箔押しで、県の指定文化財に
も指定されています。
:塩澤寺　;JR中央本線甲府駅からバス約20分　;中央自動車道甲
府昭和ICから車約20分　<塩澤寺　1055-252-8556

13月・14火

西湖樹氷まつり西湖樹氷まつり

身延山節分会身延山節分会 冬花火・湖上の舞、富士山の日記念花火大会冬花火・湖上の舞、富士山の日記念花火大会 川中島合戦戦国絵巻川中島合戦戦国絵巻 大聖寺不動尊祭典と八日市まつり大聖寺不動尊祭典と八日市まつり グリーンフェスタ＆こどもまつり in フルーツ公園グリーンフェスタ＆こどもまつり in フルーツ公園

熱気球搭乗体験熱気球搭乗体験 春の武田の里まつり「新府藤武神社祭典」春の武田の里まつり「新府藤武神社祭典」 深田祭深田祭 西沢渓谷山開き西沢渓谷山開き

たけのこ祭りたけのこ祭り

多摩源流まつり多摩源流まつり

長沢鯉のぼり祭り長沢鯉のぼり祭り

ジャン=フランソワ・ミレー《古い塀》
油彩・麻布 1862年頃 50.8cm×61.6cm



満開の桜の下、街中を練り歩く
日本最大級の武者行列

梅、桜、桃と、花々が咲き競う春の山梨。武田信玄公の遺徳を偲ぶ多彩なイベントが、
県内各地で催され、中でも県内最大となる祭りが信玄公まつりです。
梅、桜、桃と、花々が咲き競う春の山梨。武田信玄公の遺徳を偲ぶ多彩なイベントが、
県内各地で催され、中でも県内最大となる祭りが信玄公まつりです。

甲府市中心部を舞台に繰り広げられる、県内最大の祭り。市内
各地で、パフォーマンスイベントやグルメ横丁、協賛セールな
ど、多彩な催しが行われます。クライマックスは、甲州軍団出
陣。武田24将が率いる、騎馬30頭以上、武者約1,500名の甲
州軍団が市街地を練り歩き、信玄公の指揮のもと、川中島へ
向けて出陣する勇壮華麗な姿を再現します。

花と楽しむ戦国絵巻第41回

信玄公
まつり

週末は山梨にいます。

抽選で、山梨ならではの素敵なプレゼントが届きます。
宝めぐりプレゼント

春プレゼント ご応募締切／平成24年5月31日（木）

【ご応募方法】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ヵ所分で応募して下さい。（スタンプの切貼りは無効）。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。賞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： 〈春プレゼント〉平成24年5月31日（木）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直ちに消去いたしますので
当機構までご連絡ください。

1富士吉田市
2山梨市
3南アルプス市
4上野原市
5中央市

　　　　　　　　　　　　1セット
strawberry＆gingerジャム　150ｇ
キウイワイン（甘口）１本・フルーツジャム２個
秋山温泉招待券　ペア１０組
もろこし焼酎・もろこしワイン　セットで

5名様
10名様
5名様
20名様
5名様

Y AMANASH I  P I CK  U P  N EWS
1

2

3

　山梨県では、「おもてなしのやまなし観光振興条例」を制定し、県
民総参加によるおもてなしを展開していきます。また２月１日から７
日を「おもてなし推進週間」と定めました。
　この週間を含む２月の１ヶ月間、協賛いただいた県内の宿泊、観
光施設などで利用できる、お得なサービスや割引などの特典クー
ポンをご用意し、皆様を心からおもてなしさせていただきます。ぜ
ひ、ご活用ください。

●お問い合わせ先　山梨県観光部観光企画・ブランド推進課　☎055-223-1556

推進週間キャンペーン
山梨おもてなし

山梨県では富士山に対する理解と関心を深め、その恵みに感謝し、愛する心を育むと
ともに、その保護及び適正な利用を図り、その自然・景観・歴史及び文化を後世に引継
ぐことを期する日として「富士山の日」を制定いたしました。県、市町村を初めとして、制
定を記念した各種イベントを開催いたします。
詳しくはwebサイトからhttp://www.pref.yamanashi.jp/kankou-sgn/fujisannohi.html

●お問い合わせ先　山梨県観光部観光資源課　☎055-223-1521

2 月 23 日は「富士山の日」です

山梨県でも条例で2月23日を富士山の日と制定しました。富士山麓の観光施設として富士山の日を盛り上げるイベントを行います。
■イベント開催施設・内容　●2月19日～26日
【富士スバルランド ドギーパーク】入園料+レンタル犬+遊具券2枚　2名様で通常3,700円→2,230円
○フォトコンテスト作品展示イベントも。　http://www.doggypark.jp/
【中央自動車道谷村PA（下り）】223円以上お買い上げのお客様にお楽しみプチプレゼント、
赤富士ラーメン増量（もやし富士山盛り）
【シルバンズ】ふじさんランチセット　1名様　1,223円 　http://www.sylvans.jp/
●2月23日限定
【富士緑の休暇村】1泊朝食付き3,776円 ※2名様～（10部屋限定）
○富士の見えるお部屋○河口湖冬花火 送迎サービス 　http://www.kyukamura.jp/
【富士眺望の湯ゆらり】砂むし風呂　1回半額の525円　http://www.fuji-yurari.jp/
【ふじてんスノーリゾート】先着223名様　リフト1日券 半額の2,000円　http://fujiten.net

●お問い合わせ　富士観光開発株式会社　☎0555-72-1194

第二回 富士山の日特別記念イベント

4

　山梨県内の道の駅や県立の観光施設などに設
置されている観光情報端末（タッチパネル）でアン
ケートに答え、スタンプ画面を印刷。３施設分（３枚）
集めて指定施設へ持ち込むとプレゼント（１人につ
き１個）がもらえるキャンペーンを実施します。県内
を周遊して、お得なプレゼントをＧＥＴしよう！

●お問い合わせ　（社）やまなし観光推進機構　☎０５５-２31-2722

来て！見て！ふれて！！ 2012やまなし
春のタッチパネルキャンペーン

中央自動車道・中部横断自動車道・東富士五湖道路でのアクセス

JR中央本線・東海道新幹線・身延線でのアクセス

埼玉方面から 圏央鶴ヶ島IC 甲府昭和IC八王子JCT
圏央道 中央自動車道

約30分 約60分

静岡市方面 甲府昭和IC
中部横断自動車道・
中央自動車道国道52号線

約20分約1時間30分
増穂IC

御殿場市方面 甲府昭和IC
東富士五湖道路・

中央自動車道（大月JCT経由）国道138号線

約1時間約30分
須走IC

松本IC 甲府昭和IC
長野自動車道 中央自動車道

約15分 約60分
岡谷JCT長野方面から

高井戸IC 甲府昭和IC
中央自動車道

約1時間30分
東京方面から

名古屋IC 甲府昭和IC
中央自動車道

約3時間愛知方面から

静岡方面から

JR中央本線（特急）

約1時間30分
新　宿　駅 甲　府　駅

JR中央本線（特急）

約1時間10分
松　本　駅 甲　府　駅

JR身延線（特急）

約2時間10分

JR東海道新幹線

約1時間
名 古 屋 駅 甲　府　駅静岡駅

Yamanashi Map
週末は山梨にいます

山梨県

群馬県

埼玉県長野県

静岡県

中部横断
自動車道

甲府

小淵沢

大月

河口湖 富士山
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中央自動車道
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3/17（土）～
5/  7（月）

笛吹市／
山梨県立博物館

4/28（土）～
6/24（日）

甲府市／
山梨県立文学館

スキタイは紀元前7世紀に今日のウクライナに広が
った遊牧民です。彼らが残した古墳は「草原のピラ
ミッド」とも呼ばれ、独特の動物文様をもつ優美な
黄金製品でも知られています。本展では、門外不出
の国宝級資料によりスキタイ人の実像に迫るととも
に、時代・民族・文化ごとの特徴的な遺物から、東西
文化が交流したこの国の歴史や文化を紹介します。
▶山梨県立博物館企画展示室■JR石和温泉駅から
バスで約10分◆中央自動車道一宮・御坂ICから車
で約8分●山梨県立博物館　☎055-261-2631

ウクライナ独立20周年記念事業
日本・ウクライナ外交関係樹立20周年記念事業

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 6市川三郷町

7身延町
8西桂町
9忍野村
10山中湖村

オノオレカンバ（木製）印鑑（１２ｍｍ）　１本
身延町特産品詰合せセット
富士山のうまい水（500ml）　２４本入り
写真集「忍野」
山中湖ワイン　１本

2名様
5名様
5名様
5名様
3名様

I N F O R M A T I O N
春の特別展・企画展
好奇心を刺激する展示で山梨の春を楽しんで！

ウクライナの至宝
スキタイ黄金美術の煌めき

1/10（火）～
3/  4（日）

甲府市／
山梨県立美術館

モーリス・ドニは19世紀フランス、ナビ派を代表
する画家として知られています。優美な曲線と神
秘的な色彩によって、平和と幸福なイメージを身
近な光景のなかに描き込みました。本展では子ど
もや家族というテーマに沿ってドニの芸術と人間
像をたどります。世界初公開となる作品も展示さ
れます。
▶山梨県立美術館　特別展示室■JR中央線甲府駅より、甲府駅バスターミナル（南口）6番乗り場から発車するす
べてのバスで約15分、「県立美術館」下車◆中央自動車道甲府昭和ＩＣより、料金所を昇仙峡・湯村方面へ出て、
200ｍ先を左折、徳行立体南交差点左折、アルプス通りを約2ｋｍ直進、貢川交番前交差点を左折、国道52号を約
1ｋｍ左側●山梨県立美術館　☎055-228-3322
詳細は山梨県立美術館ホームページhttp://www.art-museum.pref.yamanashi.jpをご覧下さい。

モーリス・ドニ
いのちの輝き、子どものいる風景

4/28（土）～
7/  1（日）

甲府市／
山梨県立考古博物館

古墳時代中頃の５世紀は、新たに社会変革が進
んだ時代です。甲府盆地でも新興勢力が盛んに
古墳を造り、甲冑や馬具など新たな文化が登場し
ます。山梨の５世紀はどんな時代だったのか。古
墳時代中期に迫ります。▶山梨県立考古博物館■
JR中央線甲府駅南口山梨交通観光バス８番乗り
場　中道橋経由豊富行『県立考古博物館』下車※
市立甲府病院方面からもバスが出ています。◆中
央自動車道　甲府南ICから１分（すぐ前）●山梨
県立考古博物館　☎055-266-3881

山梨の５世紀の古墳
～古墳時代中期の山梨～（仮称）

石川　木 モーリス・ドニ《家族の肖像》1902年油彩

4/28（土）～
6/24（日）

甲府市／
山梨県立美術館

繊細で華やかな少女を描いたマリー・ローランサン
（1883-1956）と、誰でも親しめる洗練された女性像で
人気を博した東郷青児（1897-1978）。本展では、二人
が影響を受けた同時代の画家たち－ピカソ、モディリ
アニ、ユトリロ、ココ・シャネル、竹久夢二らの作品とと
もに、20世紀を駆け抜けた二人の作品を様々な視点か
ら展観し、自ら信じた「美」の本質を問いかけます。

マリー・ローランサンと
東郷青児展（仮称）

東郷青児《望郷》1959年馬具　かんかん塚（茶塚）古墳出土

本誌のデータは、平成24年2月1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。

お得なクーポンプレゼント！！ ■キャンペーン期間
平成２４年２月１日（水）～2月２９日（水）
詳しくはウェブ
サイトから http://www.yamanashi-kankou.jp/

※特典を受ける際には、クーポンを
　印刷して御提示ください。
携帯からはQRコードから
※特典を受ける際には、クーポンを
　取得してご提示下さい。

富士の国やまなし観光ネット 検索

重要文化財旧高野家住宅「甘草屋敷」をメイン会場に、江戸から昭和にかけての「ひな人形」と甲州
市の伝統や特色を活かした「つるし飾り」などを展示します。また、3月下旬から4月中旬にかけて、
サクラ・モモ・スモモなど彩り豊かな風景の中で花見を楽しむことができます。
:重要文化財　旧高野家住宅「甘草屋敷」ほか
;JR中央本線塩山駅から徒歩約1分　;中央自動車道勝沼ICから車約15分
<甲州市観光交流課　10553-32-2111（代）

■メイン会場　舞鶴城公園　●中央自動車道　甲府昭和ICから車約20分
●JR中央本線甲府駅から徒歩約5分　●信玄公祭り実行委員会　☎055-231-2722
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観光情報端末（タッチパネル）が設置されている場所を巡ってプレゼントをもらおう！！
●イベント実施期間：平成２4年3月１日から5月３1日まで　●プレゼ
ント配布施設：①山梨県地場産業センター（かいてらす：甲府市）②山
梨県富士川地域地場産業振興センター（身延町）③山梨県郡内地域
地場産業振興センター（富士吉田市）④道の駅南きよさと（北杜市）
以上４施設　●タッチパネル設置施設一覧（ＰＣでも閲覧可能）：

モバイルは
こちら

【甲州市】
甲州市えんざん桃源郷ひな飾りと桃の花まつり

2/11土～4/18水
2/14火～3月中旬

3/31土～4/8日

3月下旬～4月上旬

日本一早く桃のお花見が出来ます。ビニール
ハウス内なので、天候の心配をせず、いつで
も気軽に楽しめます。入園料500円、開園時
間は10：00～15：00で持込は自由です。
:石和町富士見地区のハウス桃園　;ＪＲ中央
本線石和温泉駅からタクシー約20分　;中央
自動車道一宮・御坂ＩＣから車約15分　<ＪＡふ
えふき富士見支所直売所　1055-262-2158
（開催前）/055-262-3853（開催中）

【笛吹市】
ハウス桃宴

日本武尊の王子が葬られたと伝えられる塚の
上に立つ、樹齢約320年のエドヒガンザクラ。
残雪の山々を背景に咲き誇る姿は、訪れる人々
を魅了します。見頃となる時期（４月上旬～中
旬）には、ライトアップされた姿が楽しめます。
:韮崎市神山町北宮地　;JR中央本線韮崎駅
からタクシー約10分　;中央自動車道韮崎IC
から車約15分　<韮崎市観光協会（韮崎市商
工観光課内）　10551-22-1991

【韮崎市】

わに塚のサクラ
ライトアップ

身延山を中心に町内各所でしだれ桜が見頃を
迎えます。
:身延山久遠寺周辺　;ＪＲ身延線身延駅から
身延山行きバス約10分終点下車し、徒歩約15
分またはタクシー約10分　;中部横断自動車
道増穂ＩＣから車約50分　<身延町役場観光課
10556-62-1116

【身延町】

しだれ桜見頃

※サクラの開花状況によって、前後することがあります。

3月下旬～4月中旬

4/1日～15日 4月中旬（14土予定）

岩殿山丸山公園・真木お伊勢山共に花見席。岩殿
山登山道では提灯を設置し、真木お伊勢山参道
の灯篭に灯りをともします。また、丸山公園周辺
のさくらをライトアップします。（丸山公園のみ）
:岩殿山・真木お伊勢山　;JR中央本線大月駅
から岩殿山は徒歩約20分、真木お伊勢山はバス
約20分　;中央自動車道大月ICから車約10分
<大月市観光協会　10554-22-2942

【大月市】

第２3回大月さくら祭り

桃の生産量日本一を誇る笛吹市では、桃の開
花に合わせ、市内各地で様々なイベントを開催
します。「甲斐一宮国分寺お花見会場」や「お花
見御坂散策コース」など桃の花を見ながら楽し
めるものから、「マラソン大会」、「川中島合戦戦
国絵巻」など参加型のものまで、多種多様。
:笛吹市内各所　;ＪＲ中央本線石和温泉駅か
ら車約5～20分（場所により異なる）　;中央
自動車道一宮・御坂ＩＣから車約15～20分（場
所により異なる）　<一般社団法人笛吹市観光
物産連盟　1055-261-2829

【笛吹市】

笛吹市桃の花まつり

青く澄み渡る空と南アルプスの白く輝く残雪が桃
のピンク色と鮮やかなコントラストをなす新府桃
源郷。この満開の桃の花のもと、地元特産品の販
売をはじめ、様々なイベントが行われます。
:新府共選場　;JR中央本線新府駅から徒歩
約10分　;中央自動車道韮崎ICから車約20分
<韮崎市観光協会（韮崎市商工観光課内）
10551-22-1991

【韮崎市】

新府 桃の花見会
4/15日

4月上旬～22日

4/15日～22日

樹齢2,000年といわれるエドヒガンザクラの古木・神代桜（じんだいざくら）の開花に合わせて開
催。桜の周辺に出店し、農産物等を販売する。神代桜の回りには、ソメイヨシノなどの大木があり、
何本もの桜の巨木が咲き誇る姿は壮観。桜の周囲には、数千本のスイセンもあり、残雪の南アルプ
スをバックにした満開の桜とスイセンが楽しめます。
:実相寺周辺　;ＪＲ中央本線韮崎駅から清流と甲斐駒ケ岳周遊バス約３０分（期間運行）
;中央自動車道韮崎ＩＣから車約20分・小淵沢ＩＣから車約30分
<北杜市役所武川総合支所　10551-42-1118

【北杜市】

神代桜まつり

河口湖北岸のウォーキングトレイル沿い約1.0km
に植樹された約300本の桜と芝桜、富士の観賞。
ウォーキングトレイル沿いには「黄金の七福神」も
設置され、富士山と湖、さくらだけでなくパワース
ポットを巡る散策もお楽しみいただけます。
:河口湖円形ホール付近ウォーキングトレイル
沿い　;富士急行線河口湖駅からレトロバス河
口湖周遊線「猿まわし劇場」下車 
;中央自動車道河口湖ICから車約15分
<富士河口湖町観光課　10555-72-3168

【富士河口湖町】

富士・河口湖さくら祭り

古くから地域に親しまれている長坂湖畔の桜
並木をライトアップし、その素晴らしさを改め
て発信します。市内酒造メーカー８社の試飲
販売会、また、地元の特産品、旨いものコー
ナーも充実し、夜桜を愛で、地元特産品を味
わう交流イベントです。
:長坂湖畔　メイン会場　（株）キッツ社員寮
駐車場　;ＪＲ中央本線長坂駅から徒歩約10
分;中央自動車道長坂ＩＣから車約5分　<エ
ジソンの会　10551-32-5210

【北杜市】

第３回長坂夜桜まつり

百
花
繚
乱

桜・桃
め
ぐ
り

二千本の桜が咲き誇る、日本さくら名所百選の
地、大法師公園。小高い山の中腹に広がるこの
桜の里からは、富士山や八ヶ岳が一望でき、ま
た、夜には幻想的な桜のライトアップを楽しめま
す。桜の見頃に合わせて開催される「さくら祭り」
では、約10日間の日程で様々なイベントが繰り
広げられ、町を挙げて春の訪れを祝います。
:大法師公園
;ＪＲ身延線鰍沢口駅からタクシー約10分
;中部横断自動車道増穂ＩＣから車約10分
<富士川町役場商工観光課
10556-22-7202

【富士川町】

富士川町
大法師さくら祭り

3月下旬～4月上旬

4/6金
8日▲

富士山を世界文化遺産に

平成23年9月  台風の影響による身延線の運転状況について 
平成23年9月の台風15号の影響により、身延線では一部列車の運休や一部区間でバス代行輸送 を実施して
おりますので、ご利用の際はご注意ください。また、特急〔（ワイドビュー）ふじかわ〕は 全列車運休となっておりま
す（12月1日現在）。最新の情報については、JR東海ホームページ （http://jr-central.co.jp）をご覧ください。 

企画展「石川啄木」（仮称）
1886(明治19)年に岩手県に生まれ育ち、1912（明
治45)年、27年の短い生涯を終えた石川啄木は、
厳しい現実生活の苦しみや哀感を親しみやすい
口語の調べにのせて、独自の詩情にあふれる作
品を残しました。歿後100年を迎える今年、その生
涯を振り返る展覧会です。▶山梨県立文学館企画
展示室■JR中央線甲府駅より、南口バスターミナ
ル6番乗り場から約15分、「県立文学館東」「県立
美術館」下車◆中央自動車道甲府昭和ICより、料
金所を昇仙峡・湯村方面へ出て、200ｍ先を左折、
徳行立体南交差点左折、アルプス通りを約2km直
進、貢川交番前交差点を左折、国道52号を約1km
左側●山梨県立文学館　☎055-235-8080(代表）

http://www.yamanashi-kankou.jp/mobile/2012s-tpcp.html
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山梨での楽しい旅をお手伝い ですです
山梨のお土産は
山交百貨店で
どうぞ！

近・現代の著名画家たちが描いた“富士山”の美術館近・現代の著名画家たちが描いた“富士山”の美術館 富士山の眺望を満喫できる純和風天然温泉施設富士山の眺望を満喫できる純和風天然温泉施設

TEL：0555 -22- 8223  h t tp ://www.fuj iyama-museum.com TEL：0555 -22-1126  h t tp ://www.fuj iyamaonsen .jp/

富士急ハイランド、
中央道・河口湖I.C.に隣接
新宿駅、東京駅より

高速バス

の高速バス

●ご予約・お問合せ先 1/10～3/29間、京都・大阪線平日割引実施中

甲府～新宿 / 身延～新宿線 / 北杜～新宿線 TEL 055-237-0135
京都・大阪 /名古屋 /成田空港 /羽田空港線 TEL 055-223-5711

観
光
に
も

ビ
ジ
ネ
ス
に
も

湯村温泉
甲府富士屋ホテル
☎055-253-8111

http://www.yamako-dept.jp

055-237-0111

甲府 ⇔ 新宿線
身延･南アルプス ⇔ 新宿線

甲府 ⇔ 京都･大阪線
竜王･甲府 ⇔ 名古屋線
竜王･甲府 ⇔ 成田空港線
竜王･甲府 ⇔ 羽田空港線

北杜･白州 ⇔ 新宿線

1994年ギネスブック認定世界唯一の影絵原画美術館

日本初！ハローキティ展日本初！ハローキティ展
～全国47都道府県の旅～

Tel.055-287-2511
http://www.kageenomori.jp/
協賛：講談社
ⓒ1976,2011SANRIO CO,LTD APPROVAL NOS513611

開催中！！開催中！！

昇仙峡

同時開催！
藤城清治影絵展
「裸の大将」
山下清展

開館時間／9：30～17：30（最終入館は17：00）　休館日／水曜日（祝日の場合は翌日）
入館料／一般700円　小中学生300円　団体割引（20名以上）／一般600円 小中学生250円

知られざるポーランド文化・美しき切り絵展

住　所／山梨県南都留郡富士河口湖町船津6713
交　通／［車］中央道・河口湖ICより10分
営　業／3～10月 9時～17時半、
　　　　11月～2月 9時半～17時
定休日／毎週水曜（祝日、GW・7・8月、年始は開館）
料　金／大人600円、小中学生300円

希少な宝石を楽しむ、煌めく小宇宙空間の旅
山梨宝石博物館
宝石貴金属加工が盛んな山梨県に創設された国内唯一の宝石専門博物館。希少な
宝石500種およそ3,000点を世界中から収集。原石からカット石、ジュエリー製品な
ど宝石の魅力や原石の持つパワーに圧倒！特設ステージに展示された1,270kgの原
石を始めとする巨大水晶群は圧巻だ。

右/外観も美しい佇まいの博物館
左/ここでしか見られない巨大水晶

☎0555－73－3246
http://www.gemmuseum.jp/

3月24日（土）～6月24日（日）

身延町下山1597 富士川クラフトパーク内　☎0556-62-4500　http://www.kirienomori.jp/




