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いつでも着地型ツアーが見られる
〒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/



国文祭に
行こう！

やまなし国文祭

第28回国民文化祭・やまなし2013
会期／平成25年1月12日土

▲

11月10日日
文化の風とあそぶ～みつめる・こえる・つなげるテーマ

のステージ開催！（4月～6月）

特集2
国文祭に

行こう

春
※イベントによって有料の場合があります。
　また、事前に予約や入場整理券の申し込みが必要なイベントがあります。

【お問い合わせ】　第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局／055-223-1846

詳しくは公式HPで
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甲州軍団出陣による勇壮な戦国絵巻4/6土
　 大フットパス祭り出発式
■場所／舞鶴城公園特設ステージ　■時間／9:30～10:15
○国民文化祭春のステージオープニングイベント第１部

　 輝きの祭典「大宝飾展」
■場所／アイメッセ山梨　■時間／10:00～16:30
○県内宝飾業者による展示販売会ほか催し多数

　 スーパー風林火山 パフォーマンスコンテスト
■場所／舞鶴城公園特設ステージ　■時間／10:30～16:30
○武田節や風林火山などを題材にしたパフォーマンスを競う

　 戦勝祈願式
■場所／武田神社　■時間／14:40～15:00
○武田信玄公と信玄公本陣隊、山本勘助と山本勘助隊が
　甲州軍団の戦勝と祭りの成功を祈願

　 陣屋の開設
■場所／甲府駅前、市内中心部など　■時間／15:10～16:40
○出陣鎧武者との交流、ふれあいの場

　 春のパフォーマンス・国文祭記念パレード　
■場所／県庁南側特設ステージ及び平和通り
■時間／14:00～17:15
○国民文化祭春のステージオープニングイベント第２部

　 「風・林・火・山」総踊り
■場所／城東通り　■時間／17:00～18:30
○真島茂樹さんが振り付けた「甲斐の風」などにより、約1,000名が舞い、踊る

■時間／17：10～20：10
○17:10～17:55
　軍団集結：各陣屋→仮集結→駅前へ全軍集結。街中が鎧武者で埋まる
○17:25～18:30
　出陣式典：甲府駅前にて、巫女の舞い、信玄公（松平健氏）、山本勘助（真砂皓太氏）によ
る一味同心の儀、三献の儀、出陣の下知など
○18:30～19:50
　甲州軍団出陣：駅前→平和通り→城東通り→舞鶴城公園へと出陣する
○19:50～20:10
　帰陣式：舞鶴城公園特設ステージにて鎮魂の儀、勝ち鬨の儀、祝杯などを行う

賑わいづくり4/5金～7日
　 賑わい城下町
○県産品展示即売や各種飲食コーナー（甲斐自慢よろず市）など
■場所／舞鶴城公園他
■時間／［５日］17:00～20:30 ［６日］10:00～20:30 ［７日］10:00～16:00　

　 信玄グルメ横丁
○ご当地グルメが大集合
■場所／中心商店街（かすがもーる）
■時間／［６日］ 10:00～20:00　［７日］10:00～16:00

信玄公祭り42回記念関連イベントやその他

　 水の国やまなし―信玄堤と甲斐の人々―
3月30日～5月27日　県立博物館

　 地元商店街・大型店協賛大イベントセール
４月上中旬　大型店・中心商店街

　 武田２４将騎馬行列
４月１２日（金）　武田神社～平和通り～遊亀公園～武田神社

 甲州軍団出陣

※開催時間が変更になる場合がありますのでご注意願います。

武田神社

武田信玄公像武田信玄公像

信玄公を祭神とし、武田信虎•信玄•
勝頼の三代が住んだ「躑躅ヶ崎館」
跡に建つ。信玄公命日4月12日の春
例大祭の頃には、甲府駅から神社ま
での武田通り沿いから神社を巡らす
お堀一帯まで満開の桜並木となる。
;JR中央本線甲府駅からバス約8分
;中央自動車道甲府昭和ICから車
約30分
<武田神社　1055-252-2609
<甲府市観光課
1055-237-5702

第42回信玄公祭り
4月5日（金）～7日（日）
甲斐の国がほこる名将•武田信玄公の命日4月12日を中心に山梨県内各地で盛大に開催。圧巻は命日
前の土曜の夜、甲府駅前を中心に繰り広げられる「甲州軍団出陣」。燃え盛るかがり火のもと、信玄公と武
田二十四将の騎馬隊の大軍勢が集結し、川中島への出陣を再現。その規模は日本最大級。「風林火山」
旗めく一大戦国絵巻がよみがえる。
:JR中央本線甲府駅前・舞鶴城公園他　;中央自動車道甲府昭和ICから車約20分
<やまなし観光推進機構（信玄公祭り実行委員会）
1055-231-2722

舞鶴城公園
正式名称は甲府城跡。 武田氏滅亡後、豊
臣秀吉の命により築城。かつて20haほどの
広大な城郭があった。現在は当時の石垣跡
や復元した城門などが見られ、春は桜の名所
に。甲府駅にも近く、信玄公祭りではメインス
テージの一つとなる。
;JR中央本線甲府駅から徒歩約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

武田の杜薪能
新緑まぶしい季節、武田神社境内の美しい能舞台『甲陽武能殿』で開催。夜、数百種の
樹木からなる鎮守の杜が幻想的にライトアップされ、野外の素晴らしい借景のなか舞囃
子・狂言・能などが上演奉納される。
:武田神社境内の能舞台『甲陽武能殿」
;JR中央本線甲府駅からバス約8分
;中央自動車道甲府昭和ICから車約30分

御岳昇仙峡
甲府市街地から車で30分ほど足を伸ばせ
ば、日本屈指の渓谷美をほこる国指定の名
勝•昇仙峡が待っている。白く輝く花崗岩の
迫力の断崖を、芽吹きの緑と平成の名水百
選の清冽な流れが彩る。
;JR中央本線甲府駅からバス約50分
;中央自動車道甲府昭和ICから車約40分
<昇仙峡観光協会　1090-8648-0243
　　　　　　　　　1055-287-2158
<甲府市観光課　1055-237-5702

春のステージ

オープニングイベント
4月6日（土）／第1部：午前9時30分～午前10時15分
　　　　　　 第2部：午後2時～午後5時15分
舞鶴城公園特設ステージ、山梨県庁南側特設ステージ及び平和通り（甲府市丸の内）

■第１部／大フットパス祭り出発式
■第２部／春のパフォーマンス、国文祭記念パレード

無料（ただしフットパスの参加は有料で事前
　　  申込みが必要です。） 

観　覧

無料。当日受付あり。（先着100名）観　覧

無料シャトルバス、ツアーバス（有料）を
甲府駅北口から運行します。（詳細はHPをご覧ください。）

参　加

観　覧 無料。観覧者募集中。（詳細はHPをご覧ください。）

あなたもフットパスに参加し
ませんか？

２時間程度の歴史巡り歩き。

ガイドの説明もあります。

オススメ!

■第１部／「歴ドル」トークショー
■第２部／基調講演、パネルディスカッション

京都大会の様子

やまなし発見フォーラム
戦国文化を探る～甲斐の国に見る武田氏の功績～
4月14日（日）／午後1時～午後5時
東京エレクトロン韮崎文化ホール（韮崎市藤井町坂井205）

春の山梨を彩る花や花祭

り会場などを巡るツアーを

行います。 オススメ!

１０メートルの大作をご鑑賞ください！オススメ!

ゲストとして
菊川 怜さんが
出演します。

オススメ!

大学生チームが好きな武将への

思いを熱く語ります！若者の歴史

トークをお楽しみに！

オススメ!

やまなし春の花フェスティバル
4月6日（土）～14日（日）
甲府市歴史公園（メイン会場）、県内各地の花の名所及び花まつり会場

4月13日（土）／午後1時～午後4時
山梨県立文学館（甲府市貢川1-5-35）

■トーク合戦テーマ：「戦国武将の生き様」など
■おもてなし武将隊によるパフォーマンス
■歴ドル（美甘子、小日向えり）のトークショー

●電車／JR甲府駅南口から徒歩約5分　●ご来場の際には公共交通機関をご利用ください。

●電車／JR甲府駅北口徒歩1分
●自家用車／中央自動車道甲府南I.Cから国道358号線（平和通り）を
　　　　　　甲府駅に向け北進
●駐車場／各施設周辺の有料駐車場をご利用ください。

●路線バス／JR韮崎駅から約5分（文化ホール入口下車）徒歩6分
●自家用車／中央自動車道韮崎I.Cから約10分　●駐車場／350台

入館無料鑑　賞

シンボル幕絵　片岡鶴太郎氏作
『山梨四季彩歌』展示
４月３日（水）～５月６日（月・祝）／山梨県立図書館

●電車／JR甲府駅北口徒歩約3分
●自家用車／中央自動車道甲府南I.Cから国道358号線（平和通り）を甲府駅に向け北進
●駐車場／各施設周辺の有料駐車場をご利用ください。

●電車／JR甲府駅北口徒歩約3分
●自家用車／中央自動車道甲府南I.Cから国道358号線（平和通り）を甲府駅に向け北進
●駐車場／付属駐車場153台　図書館利用者は1時間無料

●路線バス／甲府駅南口6番線より約12分（山梨県立美術館前下車）
●自家用車／中央自動車道甲府昭和I.Cから約10分　●駐車場／345台

ウェルカムイベント
４月７日（日）～１４日（日）
甲府駅北口よっちゃばれ広場（甲府市北口）

■内容／ステージパフォーマンス、
　　　　国文祭期間限定アイドルユニットＹＫＢ３０３ステージ、
　　　　やまなし「食」のテント村

無料（飲食は有料となります。）観　覧

見てよし！食べてよし！気軽に
山梨を楽しめます！

（詳細はHPをご覧ください
。）

オススメ!

戦国武将N0.1トーク合戦
バ ト ル
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笛吹旬の魅力体験バス バスルート
1 まだ見られる桃の花探し 4月27日～29日

午前出発　足湯広場【10:20】→→→JR石和温泉駅【10:30】→→→30分→→→（みさか路さくら公園）30分
【休憩】→→→30分→→→散策（八代ふるさと公園）20分→→→20分→→→休憩（御坂農園グレープハウス）
30分→→→15分→→→13:30頃着

午後出発　足湯広場【14:00】→→→JR石和温泉駅【14:10】→→→30分→→→みさか路さくら公園（自由散
策）30分【休憩】→→→30分→→→散策（八代ふるさと公園）20分→→→20分→→→休憩（御坂農園グレー
プハウス）30分【16：20～16：50】→→→15分→→→17:05頃着

2 笛吹バラめぐり 5月25日・26日
午前出発　足湯広場【10:20】→→→JR石和温泉駅【10:30】→→→15分→→→バラ観賞（みさかの湯）30分
→→→15分→→→お菓子の美術館・工場（桔梗屋）30分→→→20分→→→バラ観賞（コマツガーデン）40分
→→→10分→→→13:10頃着

午後出発　足湯広場【14:00】→→→JR石和温泉駅【14:10】→→→15分→→→バラ観賞（みさかの湯）30分
→→→15分→→→桔梗屋（買い物）30分→→→20分→→→バラ観賞（コマツガーデン）40分→→→10分
→→→16:50頃着

3 とうもろこしの味覚体験 6月8日・9日
午前出発　足湯広場【10:20】→→→JR石和温泉駅【10:30】→→→20分→→→市内農産物直売所（もろこ
し味覚体験）40分→→→20分→→→桔梗屋（お菓子の美術館見学・買い物）40分【11：50～12：30】→→→
15分→→→12:45頃着

午後出発　足湯広場【14:00】→→→JR石和温泉駅【14:10】→→→20分→→→市内農産物直売所（もろこ
し味覚体験）40分→→→20分→→→お菓子の美術館・工場見学・買い物（桔梗屋）40分→→→15分→→→
16:25頃着

川中島合戦戦国絵巻 4月21日（日）
春、桃源郷に抱かれる笛吹川河川敷で開催。戦国史に残る武田信玄公と上杉謙信公の
信州川中島での合戦を史実に基づいて再現。一般参加者ら900名が鎧兜を身につけ戦
う様子は迫力満点で、有名な「信玄公•謙信公の一騎打ち」や米沢藩稲富流砲術隊によ
る「火縄銃発砲」も見どころ。
: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5分
<笛吹市観光物産連盟　1055-261-2829

第9回 笛吹市桃の里
マラソン大会 4月14日（日）
可憐なピンク色の花が一斉にほころぶ頃、桃畑のなかを全
国から集まった数千人の老若男女のランナーたちが疾走す
る。毎年「笛吹市桃の花まつり」の一環として開催。
:一宮町桃の里スポーツ公園
;JR中央本線石和温泉駅からシャトルバス運行
;中央自動車道一宮御坂ICから車約5分
<笛吹市教育委員会生涯学習課　1055-262-4111（代）

恵林寺信玄公忌
恵林寺は信玄公の菩提寺。国指定の名
勝で、庭園は夢窓国師の代表作として有
名。信玄公の命日、本堂裏手の墓所前に
て供養が行われ、桜咲く境内は稚児行列
等でにぎわう。
:恵林寺　;JR中央本線塩山駅からバ
ス約15分　;中央自動車道勝沼ICから
車約20
<甲州市観光交流課　10553-32-2111（291）

慈雲寺しだれ桜
暦応年間に夢窓国師が開いた禅寺。 寺を覆わんば
かりの荘厳華麗なシダレの巨木は樹齢300年以上、
その枝を垂らす様から糸桜とも呼ばれる。薄紅色の
花の満開時に根元から見上げると桜の天蓋のように
見える。
:慈雲寺　;JR中央本線塩山駅からバス約20分
;中央自動車道勝沼ICから車約20分
<甲州市観光交流課　10553-32-2111（291）

桜・桃の花見バス 4月6日（土）～19日（金）
笛吹 旬の魅力体験バス

花まつり期間中、石和駅を出発し桃の花まつり会場を中
心に観光名所と桜や桃の花を楽しめるお手軽お花見バス
ツアー。半日コースや一日コースなど有。事前予約制。
:JR中央本線石和温泉駅・桃の花まつり各会場・観光施設
;JR中央本線石和温泉駅おりてすぐ
;中央自動車道一宮御坂ICから車約10分
■ツアー代金
大人（1,000円～1,500円）•小学生以下（500円～1,000円）
<笛吹市観光物産連盟　1055-261-2829
<日之出観光自動車（株）　1055-262-4771

すずらんの里祭り
6月1日（土）・2日（日）

第48回 甲州市ふるさと
武田勝頼公まつり 4月28日（日）
武田勝頼公の菩提寺•景徳院があり武田家
に縁深い甲州市にて開催。勝頼公一族の
遺徳を偲び、勝頼公軍団の出陣パレードや、
地元生徒らによる巫女の舞、甲斐天目山勝
頼公太鼓の奉納などが行われる。
:甲州市大和中学校校庭　;JR中央本線
甲斐大和駅から徒歩約2分　;中央自動車
道勝沼ICから車約10分
<甲州市観光交流課　10553-32-2111（291）

笛吹市 桃の花まつり ４月1日（月）～21日（日）
「まるでピンクの絨毯を敷きつめた」と例えられる桃源郷の風景は、桃の生産量日本一を誇る笛
吹市を春の象徴。目にも鮮やかな桃色が、なだらかな斜面に沿って彩りを移していく様子は自然
の大パノラマ。この桃の開花時期に合わせ市内各地で春の一大イベントが盛大に催される。
:笛吹市内各地　;JR中央本線石和温泉駅から車約10～30分　;中央自動車道一宮御
坂ICから車約5～15分　<笛吹市観光物産連盟　1055-261-2829
<笛吹市観光商工課　1055-262-4111

笛吹市芦川町では日本随一といわれる「にほんす
ずらん」の希少な群生地を大切に保護し、開花期
に里祭りを開催。芦川の特産品やそば•ほうとう打
ちも楽しめる。
:すずらんの里祭り会場
;JR中央本線石和温泉駅～石和温泉駅前バス
停より富士急行「芦川町鶯宿行」に乗車～上芦川
バス停下車→シャトルバスで会場へ
旬の魅力体験バスの運行有。
;中央自動車道一宮御坂ICから車約30分
<笛吹市役所芦川支所地域振興課
1055-298-2111（代）

第28回国民文化祭甲府市実行委員会事務局（甲府市教育委員会国民文化祭課内）
055-223-7332
kokubunsai@city.kofu.lg.jp
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/kokubun/

問
TEL

HP
Mail

山梨県立図書館（甲府市北口2-8-1）
藤村記念館（甲府市北口2-2-1）
甲府駅北口ペデストリアンデッキ

4月6日（土）、7日（日）
10:00～15:00

第28回国民文化祭甲府市実行委員会事務局（甲府市教育委員会国民文化祭課内）
055-223-7332　　kokubunsai@city.kofu.lg.jp　　http://www.city.kofu.yamanashi.jp/kokubun/

問
TEL HPMail

なごやかな時が重なるこの一碗で

上野原市文化ホールほか（上野原市役所敷地内）

【春】 4月14日（日）／10:30～21:00
【秋】 10月27日（日）／10:30～21:00

硯匠庵とその周辺／ヘルシー美里とその周辺

4月13日（土）～6月9日（日）
※計10回開催 

地球の鼓動と地域の美意識を全国へ

息づく文化 今をいける

第28回国民文化祭早川町実行委員会事務局
（早川町教育委員会教育課内）
0556-45-2547　　kyouiku@town.hayakawa.lg.jp
http://www.town.hayakawa.yamanashi.jp/

問

TEL
HP

Mail

第28回国民文化祭上野原市実行委員会事務局
（上野原市教育委員会教育学習課内）
0554-62-3409
shakaikyoiku@city.uenohara.lg.jp
http://www.city.uenohara.yamanashi.jp

問

TEL

HP
Mail

全国に発信！華麗な踊りと素敵な音色●電車／ＪＲ中央本線甲府駅から徒歩約1分

●電車／ＪＲ中央本線甲府駅から徒歩約10分

●電車／ＪＲ中央本線甲府駅から徒歩約１分

●自家用車／中央自動車道上野原ICから約10分
●自家用車／中部横断自動車道増穂ＩＣから約90分

岡島百貨店大催場（甲府市丸の内1-21-15）
10月24日（木）～29日（火）10:00～19：00
秋／いけばな室内展

各市町村を舞台に
様々なジャンルの文化イベントを展開

分野別
フェスティバル

第２８回国民文化祭甲州市実行委員会事務局（甲州市産業振興課内）　　０５５３-３２-５０９２問 TEL

２月～１１月の毎月第１日曜日
フットパス・朝市とワイナリーめぐり 甲州市

第２８回国民文化祭大月市実行委員会事務局（大月市教育委員会社会教育課内）　　０５５４-２３-８０５０問 TEL

ワークショップ／５月１８日（土）、１９日（日）
写真展／６月１６日（日）～３０日（日）

秀麗富嶽十二景写真フェスティバル 大月市

冬 期 か ら の 継 続 事 業
甲府市

甲府市

上野原市

早川町

第２８回国民文化祭北杜市実行委員会事務局（北杜市教育委員会生涯学習課内）　　０５５１-４２-１３７３問 TEL

４月２０日（土）津金三代校舎と鏝絵の里
５月１２日（日）第８回北の杜ふるさとウォーキングin白州
６月１５日（土）縄文の里と武田家のふるさと

北杜２４景フットパス 北杜市
こて

甲府市歴史公園

4月5日（金）～10日（水）
10:00～17：00

春／いけばな野外展
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真原の桜
南アルプスの麓の隠れ里、武川町真原（さねはら）
地区にある桜並木。周囲はのどかな牧草地で約
200本ものソメイヨシノが750mに渡るみごとな桜
のトンネルを作る。すぐ後ろには雄大な甲斐駒ヶ岳
がそびえる。
:北杜市武川町真原周辺
;JR中央本線韮崎駅から周遊バス約40分
;中央自動車道須玉ICから車約20分
<北杜市観光・商工課　10551-42-1351

富士川舟下り
江戸時代から昭和初期まで、300年以上続いた富士川の舟運が、「富士川下り」として復活。雄大に流れ
る富士川の魅力を大型の和船でお楽しみください。
:富士川鹿島橋左岸（南巨摩郡富士川町鹿島102-2）　;JR身延線鰍沢口駅からタクシー約7分
;中央自動車道甲府南ICから車約20分　;中部横断自動車道増穂ICから車約10分
<富士川舟運株式会社　10556-27-0194

身延山久遠寺 3月下旬～4月上旬
身延山麓に荘厳な佇まいを見せる日蓮宗総本山•久遠寺周辺は、日本さくらの名所100選の桜の名所。中でも久
遠寺境内内の2本のしだれ桜は樹齢400年で全国しだれ桜10選のひとつ。地面近くまで垂れ下がる姿が圧巻。
:身延山久遠寺　;JR身延線身延駅からタクシー約10分　;中部横断自動車道増穂ICから車約40分
<身延町観光課　10556-62-1116

大法師さくら祭り 3月下旬～4月上旬
「日本さくら名所100選」に選ばれる桜の名所で、全山2,000本の桜が咲き競い、小高い山頂が淡いピンク
色に染められる。富士山などの眺望も良い山頂の園内は様 な々模擬店や催しで賑わう。
:大法師公園　;JR身延線鰍沢駅口からタクシー約10分　;中部横断自動車道増穂ICから車約10分
<富士川町大法師さくら祭り実行委員会（富士川町商工観光課内）　10556-22-7202

春の武田の里まつり 4月14日（日）
武田家最後の城「新府城」跡地に建つ藤武神社の
春のお祭りで、地元で「おしんぷさん」と親しまれてい
る。神楽や民謡、出店などで賑わい、中でも249段の
石段を一気に駆け上がる神輿渡御は圧巻。周辺は
桃源郷の春一色。
:新府藤武神社（新府城跡：韮崎市中田町中條）
;JR中央本線新府駅から徒歩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

甘利山レンゲツツジ ６月中旬～下旬
標高1,731mの甘利山は山梨百名山の一つ。６月中～下旬には、
約15万株のレンゲツツジの大群落が山頂一面を深紅に染めること
で有名。 武田の里を眼下に遠く富士山、八ヶ岳、鳳凰三山の大パノ
ラマ。山頂下の駐車場からは徒歩30分ほど。
;JR中央本線韮崎駅からタクシー約40分　;中央自動車道韮崎
ICから車約50分　<韮崎市観光協会　10551-22-1991

神代桜まつり 4月1日（月）～4月25日（木）
日本最古•最大級の樹齢2,000年とも言われるエドヒガンザクラで日本三代桜の一つ。開花に合
わせ桜のある実相寺周辺に出店し、農産物等を販売する。神代桜の周りにソメイヨシノの大木
や数千本のスイセンも一斉に咲き誇り、その風景は壮観。
:実相寺周辺（北杜市武川町山高2763）　;JR中央本線韮崎駅から周遊バス約30分　;
中央自動車道韮崎ICから車約30分　;中央自動車道須玉ICから車約15分　<北杜市役
所武川総合支所　10551-42-1118

わに塚のサクラ
残雪の南アルプス・八ヶ岳を背に、さえぎるも
のない田園の丘にそびえる一本の桜の巨木。
郵政省のポスターやドラマの舞台などにも採
用され全国的にも有名な春の風景となった。
推定樹齢320年、幹周り3.6m、樹高17mの
エドヒガンザクラ。圧倒的な存在感で郷の春を
みおろしている。
;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（韮崎市役所商工観光
課内）　10551-22-1991

北杜市棒道を巡る
棒道とは武田信玄公が北信濃攻略のために造っ
た軍用道路。八ヶ岳山麓の林の中を真っすぐ貫く
古道は、今は野鳥や野の花に出会える爽やかな自
然散策路。「美しい日本の歩きたくなる道500選」

にも選定され、路傍に往
時の石仏なども見られる。

:北杜市
;JR小海線甲斐小泉駅
から徒歩約20分
;中央自動車道小淵沢
ICから車約15分
<北杜市観光・商工課
10551-42-1351

ライトアップ　4月5日（金）～14日（日）（予定）

フジエポックホール（道の駅なるさわ なるさわ富士山博物館内）
南都留郡鳴沢村8532-63

5月4日（土）、5日（日）／13:00～15:00

富士川町内 旧国道52号
4月21日（日） ／9:30～16:00
伝統文化の継承 山車巡行

八ヶ岳ロイヤルホテルほか（北杜市大泉町西井出8240-1039）

5月25日（土）／13:00～20:30
　  26日（日）／9:00～17:00都の杜 うぐいすホール（都留市上谷1888-1）

5月25日（土）
10:00～17:00

蕉風の源流　芭蕉のさと都留

北杜市内の水田
5月下旬から10月上旬
田んぼキャンバスに稲絵を描こう！

小菅村池の尻スポーツ広場（北都留郡小菅村4299）

5月4日（土）／11:00～13:00、19:00～19:30
多摩源流の地に集う 郷土芸能

第28回国民文化祭富士川町実行委員会事務局
（富士川町国民文化祭推進室内）
0556-22-5361　　kyouiku@town.fujikawa.lg.jp
http://www.town.fujikawa.yamanashi.jp/

問

TEL
HP

Mail

だだだ ししし じゅんじゅんじゅん こうこうこう

第28回国民文化祭北杜市実行委員会
（北杜市教育委員会生涯学習課内）
0551-42-1373
shougaig＠city.hokuto.yamanashi.jp
http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/

問

TEL

HP
Mail

いな え

10:30～17:30（昼の部）／18:00～20:00（夜の部）
同日開催となる第26回多摩源流まつりは

第28回国民文化祭小菅村実行委員会事務局（小菅村教育委員会内）
0428-87-0111　　yosuke-funaki@vill.kosuge.yamanashi.jp
http://www.vill.kosuge.yamanashi.jp/

問
TEL
HP

Mail

第28回国民文化祭鳴沢村実行委員会事務局（鳴沢村教育委員会内）
0555-85-2606　　kyouiku@vill.narusawa.lg.jp
http://www.vill.narusawa.yamanashi.jp/forms/top/top.aspx

問
TEL
HP

Mail

第28回国民文化祭都留市実行委員会事務局（「ミュージアム都留」内）
0554-45-8008　　kokubunsai@city.tsuru.lg.jp
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=26113

問
TEL
HP

Mail

第28回国民文化祭北杜市実行委員会（北杜市教育委員会生涯学習課内）
0551-42-1373　　shougaig＠city.hokuto.yamanashi.jp
http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/

問
TEL
HP

Mail

●電車／ＪＲ身延線鰍沢口駅からタクシー約5分
●自家用車／中部横断自動車道増穂ＩＣから約5分

●西東京バス（小菅行き）／JR青梅線奥多摩駅から会場まで
●自家用車／中央自動車道上野原ICから約45分

●電車／富士急行線河口湖駅からタクシー約15分
●自家用車／中央自動車道河口湖ICから約15分

●電車／ＪＲ小海線甲斐大泉駅から徒歩約15分（タクシー約3分）
●自家用車／中央自動車道長坂ＩＣから約20分

●電車／富士急行線都留文科大学前駅から徒歩約18分
●シャトルバス／富士急行線都留文科大学前駅
　　　　　　　 ⇔うぐいすホール
●自家用車／中央自動車道都留ICから約11分

富士川町

北杜市

小菅村

鳴沢村

都留市

北杜市

富士の春を告げるピンク色の幻想的な景色

囲碁文化の継承と普及を通じて地域の発展を目指す
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甲斐の勝山 やぶさめ祭り 4月29日（日・祝）
桜満開のなか900年以上の伝統を超え｢武田流やぶさめ｣が今に甦る。疾走する馬上から矢を放つ人馬
一体の妙技は勇壮にして華麗。会場は勝山地区の冨士御室浅間神社とシッコゴ公園で、流鏑馬太鼓
の演奏や野天茶屋などが賑やかに花を飾る。
:河口湖畔勝山シッコゴ公園　;富士急行線河口湖駅よりレトロバス西湖・青木ヶ原線で約15分
;中央自動車道河口湖ICから車約15分　<甲斐の勝山やぶさめ祭り実行委員会　10555-72-3168

富士芝桜まつり 4月20日（土）～6月2日（日）
本栖湖をとりまく約2.4haの大地を覆う芝桜のじゅうたん。雄大な富士山とのコントラストはまさに絶
景。 ピンク、白、赤など５種類のシバザクラ約80万株が描くのは本栖湖伝説の竜神。会場の富士本
栖湖リゾートでは「富士山うまいものフェスタ」も開催。
:富士本栖湖リゾート　;富士急行線河口湖駅からバス約35分(専用シャトルバスも運行)
;中央自動車道河口湖ICから車約25分　<富士芝桜まつり事務局　10555-89-3031

富士・河口湖さくら祭り 4月19日（金）～29日（月・祝）
富士山と湖と桜の名所である河口湖北岸エリア(河口湖円形ホール)を中心に開催。日本一といわ
れる桜の風景や湖畔緑地帯の芝桜を愛でながら、クラフト市や河口湖名物「黄金の七福神めぐり」
などが楽しめる。日没後のライトアップも実施。
:河口湖円形ホール付近　;富士急行線河口湖駅よりレトロバス河口湖畔線で約25分　;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

第24回 大月さくら祭り
3月下旬～4月上旬
関東三名城の「岩殿山」と桜三千本の「真木お伊勢
山」の桜開花期、登山道と参道に提灯や灯篭を灯し
花見席も設置。岩殿山ふれあい館周辺ではライトアッ
プによる夜桜鑑賞も。
:岩殿山、真木お伊勢山　;岩殿山：JR中央本線大
月駅から徒歩約30分　;真木お伊勢山：中央自動
車道大月ICから車約5分　<大月市観光協会　
10554-22-2942

上野原 坪山ヒカゲツツジ
4月上旬～５月上旬
ヒカゲツツジは透き通るような淡黄色の清楚な
ツツジで中腹から山頂にかけ群生。イワウチワ
の群生地としても有名。「花の坪山」と呼ばれ、
山頂からは360度の大パノラマが眺望できる。
:上野原市坪山　;JR中央本線上野原駅か
らバス約50分　;中央自動車道上野原ICか
ら車約35分　<上野原市役所経済課商工観
光担当　10554-62-3119

ふじざくら祭り 4月20日（土）～5月6日（月・祝）
富士山の吉田口登山道の中ノ茶屋から大石茶屋にか
けて県下最大規模、約２万本のフジザクラの群落が広が
る。富士山を背に別名“乙女ざくら”が可憐に咲きほこるな
か桜茶のサービス等もある。

:富士山吉田口登山道
中ノ茶屋エリア
;富士急行線富士山駅
からタクシー約15分
;中央自動車道河口湖
ICから車約20分
<ふじよしだ観光振興サービス
10555-21-1000

乙女高原レンゲツツジ
6月中旬～下旬
秩父山塊のふところ、標高約1,700mの
乙女高原の約20haのなだらかな斜面一
面に咲き競うレンゲツツジ。新緑の草原を
彩る赤い花は県下一の美しさとされ、周辺
には高山植物が咲き乱れる。
:乙女高原
;JR中央本線山梨市駅からタクシー約60分
;中央自動車道勝沼ICから車約60分　
<山梨市観光課　10553-22-1111

西沢渓谷シャクナゲ　5月中旬～下旬
秩父多摩甲斐国立公園に指定される日本屈指の渓谷美。春
には自生したアズマシャクナゲの大群生が新緑の木立の間か
ら濃いピンク色をのぞかせる。1周約9kmの散策路沿いに「七
ツ釜五段の滝」など大自然の造形を堪能。
:西沢渓谷
;JR中央本線山梨市駅からバ
ス約60分
;中央自動車道勝沼ICから車
約60分
<山梨市観光課
10553-22-1111

大月市民会館（大月市御太刀2-11-22）
6月23日（日）／10:00～15:00（全国からの公募団体による公演）

8月3日（土）／17:00～21:00（市内団体を中心とした公演）／大月駅周辺（国道20号）

街が鳴る 心が踊る

桃源文化会館（南アルプス市飯野2971）
6月8日（土）／13:00～17:30
～愛の風～フランスからの贈りもの

コラニー文化ホール（甲府市寿町26-1）

都の杜 うぐいすホール
（都留市上谷1888-1）

都留の杜 シニアが織りなす
歓喜の歌声

甲府市総合市民会館（甲府市青沼3-5-44）

6月8日（土）、9日（日）、
8月3日（土）、4日（日）、11月10日（日）

寄っちゃばれ！ 甲府の街に煌めく舞台

第28回国民文化祭南アルプス市実行委員会事務局
（南アルプス市教育委員会生涯学習課内）
055-282-7778　　kshogai@city.minami-alps.lg.jp
http://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/

問

TEL
HP

Mail

第28回国民文化祭甲府市実行委員会事務局（甲府市教育委員会国民文化祭課内）
055-223-7332　　kokubunsai@city.kofu.lg.jp
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/kokubun/

問
TEL
HP

Mail

万力公園万葉の森（山梨市万力1828）
6月8日（土）、9日（日）／10:00～21:00
ホタル舞う万葉の森のロマン

第28回国民文化祭山梨市実行委員会事務局（山梨市観光課内）
0553-22-1111（代表）　　kokubunsai@city.yamanashi.lg.jp
http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp

問
TEL
HP

Mail

第28回国民文化祭大月市実行委員会事務局（大月市教育委員会社会教育課内）
0554-23-8050　　skyouiku-19206@city.otsuki.lg.jp　　http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/

問
TEL HPMail

第28回国民文化祭都留市実行委員会事務局（「ミュージアム都留」内）
0554-45-8008　　kokubunsai@city.tsuru.lg.jp
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=26113

問
TEL
HP

Mail 第28回国民文化祭甲府市実行委員会事務局（甲府市教育委員会国民文化祭課内）
055-223-7332　　kokubunsai@city.kofu.lg.jp　　http://www.city.kofu.yamanashi.jp/kokubun/

問
TEL HPMail

●電車+路線バス／ＪＲ中央本線甲府駅南口バスターミナル5番線より
　　　　　　　　　平岡あやめヶ丘団地行き飯野下車徒歩約10分
●シャトルバス／甲府駅～桃源文化会館
　　　　　　　 ［運行日］6月8日11：00から19：00（約30分間隔）
●自家用車／双葉JCT～中部横断自動車道白根ＩＣより約5分

●電車／ＪＲ中央本線甲府駅から徒歩約30分（タクシー約10分）
●自家用車／中央自動車道甲府南ＩＣから約25分

●電車／ＪＲ中央本線大月駅から徒歩約10分（タクシー約2分）　●シャトルバス／大月駅～会場大月市民会館間　［運行日］6月23日
●自家用車／中央自動車道大月ＩＣから約5分

●電車／富士急行線都留文科大学前駅から徒歩約18分
●シャトルバス／富士急行線都留文科大学前駅⇔うぐいすホール
●自家用車／中央自動車道都留ICから約11分

●電車／ＪＲ中央本線甲府駅から徒歩約20分（タクシー約5分）
●シャトルバス／甲府駅より運行  ［運行日］6月30日（運行時間・運行間隔は調整中）
●自家用車／中央自動車道甲府昭和ＩＣから約10分

●電車／ＪＲ中央本線山梨市駅から徒歩約５分
●自家用車／中央自動車道勝沼ＩＣから約20分

南アルプス市

甲府市 大月市

甲府市

都留市

山梨市 6月29日（土）10:00～17:00 いいじゃん！
やまなし 富士晴れやかに花舞台
6月30日（日）／10:00～16:00

公演時間につきましては調整中。詳しくは、事務局までお問い合わせ下さい。
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やまなしフットパス
　普段の生活を営んでいる身近な場所にも、実は数多
くの知られざる歴史や伝承、文化的な遺産があります。
ありふれた地域に隠された歴史や文化、それらが醸し
出す魅力に触れることができる小さな旅が、やまなしフットパスです。み
なさんもフットパスコースなどを紹介したガイドブックを片手に、案内者
（コースコンシェルジュ等）の説明に耳を傾けながら気軽に歩いて楽しん
でみてはいかがですか。

まちなかステージ
　まちなかアーティストをはじめとするパ
フォーマーたちが、まちのいたるところで音楽
やダンスなどのパフォーマンスを披露し、国民
文化祭開催の気運を盛り上げます。まちなか
にあふれる“文化の風”をお楽しみください。

やまなし造形遊び
　国民文化祭会期中、身近な自然物や人工の材料
から発想し、想像力を働かせて制作した造形作品
をまちなかに展示したり、想像を超えた巨大な作

品やカラフルな作品をみんな
で協働して作ります。大人も子供も時間を忘れ
てついつい夢中になってしまう面白さです。普
段は芸術に関心がない方も、気軽に参加して楽
しんでみてはいかがですか。

やまなし食のカレンダー
　山梨には昔から伝わる伝承料理や県産食材を使った料
理が数多くあります。これら山梨ならではの料理や食べ方、
調理方法、国民文化祭を機に高校生とプロの調理人が協働
してつくり出す新メニューなどを、会期中、ホームページや
イベントを通じて紹介していきます。
　また、地域に伝わる料理や親子をつないでいく料理教室を実施するほか、山梨
の食や食文化に触れられる県内各地の認定食べ処もご期待ください。

やまなし国文祭参加希望の方、詳しく知りたい方は公式HPへ

8

～山梨の魅力に触れる参加型のイベント～通期事業 富士の国やまなし国文祭 提案事業（春期開催予定）
※内容は平成25年2月1日現在です。 開催日・会場等が変更になる場合があります。県民がプロデュースするユニークイベント！※内容は平成25年2月1日現在です。 開催日・会場等が変更になる場合があります。

「山梨のうた」をうたうコンサート

山梨県にちなんだ名曲を会場全体で
歌い山梨の魅力と文化を再評価、再
発見します。また作曲コンクールを開
き、山梨にちなんだ文学を元にした新
曲を公募。親しみやすい曲を審査、発
表します。

【問い合わせ先】合唱団コーラル21　平川／055-278-1241

平成25年4月7日（日）午後1時30分開演
甲府市総合市民会館芸術ホール／甲府市青沼3-5-44

日時

会場

下神内川角力（相撲）甚句復活祭

下神内川八幡大神社に、江戸時代より奉納
されていた角力（相撲）と相撲甚句のうち、
昭和初期に途絶えてしまった甚句を復活
させ、桃花と菜の花の時期に披露、神社祭
典時に奉納し、文化を伝承していきます。

【問い合わせ先】かのがわ古道の会　藤巻／090-3406-6259

①（春の陣）平成25年４月14日（日）午後1時開演
②（秋の陣）平成25年10月13日（日）午後2時開演
①かのがわ水車広場（山梨市下神内川地内）
②下神内川八幡大神社

日時

会場

甲府市 山梨市

交通 中央自動車道一宮御坂IC→約15分
JR中央本線山梨市駅→徒歩約10分

［　　 ］車
［　　 ］電車

交通 中央自動車道甲府南IC→約25分　　　　JR中央本線甲府駅→バス約11分［　　 ］車 ［　　 ］電車

山梨県マンドリン
フェスティバル

県内のマンドリンサークル9団
体が一体となった合同演奏会で
す。オリジナル曲を中心に迫力
ある演奏をオーケストラ編成で
演奏するほかプロ奏者「マリオ
ネット」との共演もあります。
入場料500円（中学生以下無料）

【問い合わせ先】山梨県マンドリン音楽連盟　遠山／055-228-0382　090-5554-2672

平成25年4月28日（日）午後2時開演
桃源文化会館 桃源ホール／南アルプス市飯野2971

日時

会場

君もパフォーマー！
大道芸ワークショップ

「山梨に大道芸を！」を想いに、日頃活躍する
大道芸人が、約半年、月2～3回のワーク
ショップを開催します。みんなの目標は、「国
文祭の会場を盛り上げること」ガンバります！

【問い合わせ先】アドブレーン・共立・NTT-F共同事業体（コラニー文化ホール）　加藤／055-228-9131

平成25年5月11日（土）～11月
練習時間、各回午後6時～午後9時30分
［ワークショップ会場］
 コラニー文化ホール／甲府市寿町26－1
［発表］国文祭会場（詳細は未定）

日時

会場

南アル
プス市

甲府市
ほか

交通 中部横断自動車道白根IC→約5分　　　　JR中央本線竜王駅→タクシー約20分［　　 ］車 ［　　 ］電車

交通 中央自動車道甲府南IC→約25分
JR中央本線甲府駅→バス約5分

［　　 ］車
［　　 ］電車

山梨フラメンコ2013

華やかなフラメンコ衣装で着飾った100
人もの踊り手が、春の花で満開のフルー
ツ公園をあでやかに舞い踊る、壮大なフ
ラメンコのお祭りです。

【問い合わせ先】山梨フラメンコ実行委員会　角田／0553-39-8850
　　　　　　　E-mail　info@yamanashiflamenco.com

平成25年5月4日（土・祝）
午前11時～午後3時30分

笛吹川フルーツ公園野外ステージ周辺
山梨市江曽原1488

日時

会場

邦楽と遊ぼう!～こどもと邦楽の出逢い～

和楽器オーケストラと子ども合唱
団、ジュニアバレエ団とのコラボ
レーション。子どもを対象としたワー
クショップ参加者の成果発表。子ど
も達に和楽器の音色や楽曲を遊び
感覚で親しむ機会を提供します。

【問い合わせ先】やまなし邦楽合奏団「響鳴」　中村／055-254-5617　

平成25年5月5日（日・祝）午後2時開演
コラニー文化ホール・小ホール／甲府市寿町26－1

日時

会場

山梨市 甲府市

交通 中央自動車道甲府南IC→約25分　　　　JR中央本線甲府駅→バス約5分［　　 ］車 ［　　 ］電車

交通 中央自動車道一宮御坂IC→約30分
JR中央本線山梨市駅→タクシー約7分

［　　 ］車
［　　 ］電車

富士の国やまなし国文祭

特集2
国文祭に

行こう 特集2
国文祭に

行こう

ライブをとおして地域の伝統文化・富士山を
中心とした自然のありがたさを感じる

地元に残る伝説を題材にしたオリジナル曲を、ゆかりの地で歌うライブです。

【問い合わせ先】富士五湖アコースティックギタークラブ　伊藤／090-1626-5002

①平成25年5月5日（日）　②平成25年8月14日(水)
①小室浅間神社（富士吉田市下吉田5521）　②道の駅 富士吉田（富士吉田市新屋1936-6）

日時

会場

富士吉田市

交通 中央自動車道河口湖I.C→約15分　　　　富士急行線下吉田駅徒歩約3分①［　　 ］車 ［　　 ］
［　　 ］
電車

中央自動車道河口湖I.C→約10分　　　　富士急行線富士山駅バス約10分②［　　 ］車 電車

手づくり甲冑教室開講事業

段ボールや厚紙を素材とした甲冑を制作する教室を開講します。

【問い合わせ先】武田勝頼・新府にらさきの会　高木／080-5014-7079

平成25年3月3日（日）～11月10(日)の間、月2回程度
韮崎市神山町鍋山公民館2号館ほか／韮崎市神山町鍋山2025ほか

日時

会場

韮崎市
ほか

交通 中央自動車道韮崎Ｉ.Ｃ→約13分　　　　ＪR中央本線韮崎駅タクシー約１０分［　　 ］車 ［　　 ］電車

冬期からの
継　続

冬期からの
継　続

山梨フラメンコ公式URL
http://www.yamanashiflamenco.com
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バラ展と各種講習会及び
花の寄せ植えコンテスト

会員が育てたバラを展示。またミニ庭園の
展示や病害虫の消毒等の相談・各種講習会
を開催します。この他、一般の皆さんを対象
に「花の寄せ植えコンテスト」を開催します。

【問い合わせ先】薔薇を愉しむ会・ムルティフローラ　功刀／055-222-5600

平成25年5月24日（金）～26日（日）
午前10時～午後6時（26日は午後５時）

甲府市中心街・銀座通り
（アーケード下）

日時

会場

寄っちゃばって聴いておくんねえ
「武田氏の伝説」

武田信玄公にまつわる伝説を甲州弁でお聞きくだ
さい。由緒あるゆかりの寺や古民家での語りの会
です。①と③は大人が対象です。②は小学生以下
が対象で、映像を用いて語ります。

【問い合わせ先】山梨むかしがたりの会・事務局／0553-33-4265

①平成25年6月22日（土）午後7時～午後8時30分
②平成25年8月7日（水）午後1時30分～午後2時30分
③平成25年10月19日（土）午後1時30分～午後3時
①甲府善光寺（甲府市）／甲府市善光寺3-36-1
②甘草屋敷（甲州市）／甲州市塩山上於曽1651
③恵林寺（甲州市）／甲州市塩山小屋敷2280

日時

会場

甲府市 甲州市
ほか

交通 中央自動車道甲府南IC→約25分
JR中央本線甲府駅→徒歩約10分

［　　 ］車
［　　 ］電車

企画展「シルクロードの饗宴
ー葡萄とワインの文化をめぐってー」

シルクロードを通じて広まった葡萄とワイ
ンにまつわる美術品、約100点を展示し、
山梨における葡萄栽培・ワイン造りと関連
付けながら、シルクロード由来の豊かな食
文化を紹介いたします。

【問い合わせ先】公益財団法人平山郁夫シルクロード美術館　松山／0551-32-0225

平成25年6月28日（金）
～11月11日（月）
平山郁夫シルクロード美術館
北杜市長坂町小荒間2000-6

日時

会場

西美会展
国文祭スペシャル

全国的にも希な、10代から80代ま
で幅広い年代で構成される西美会
展の事例を、シンポジウムを通し広
く社会へ発信します。また、会以外の
作家も含めた美術展等を行い、県全
体の美術界の振興に寄与します。

【問い合わせ先】西美会　雪江／055-251-8288

平成25年6月7日（金）～13日（木）
午前9時～午後5時（7日は午後1時～、13日は午後3時30分まで）

山梨県立美術館／甲府市貢川1-4-27

日時

会場

北杜市 甲府市

交通 中央自動車道小淵沢IC→約10分
JR小海線甲斐小泉駅下車すぐ

［　　 ］車
［　　 ］電車

交通 中央自動車道甲府昭和IC→約20分　　　　JR中央本線甲府駅→バス約15分［　　 ］車 ［　　 ］電車

カルチャーツーリズム
in身延山

「身延山宝物館・身延山大学図書館合同企
画展」や国文祭にあわせ特別公開した秘宝
拝観、宿坊宿泊など、身延山の仏教文化を
まるごと学ぶ事業。文化と観光を結びつけ
たカルチャーツーリズムを広めていきます。

【問い合わせ先】身延山大学生涯学習委員会　一之瀬／0556-62-0107

平成25年6月15日（土）～
11月15日（金）
身延山久遠寺、門前町、
身延山宝物館／身延町身延3567 ほか

日時

会場

やまなしの自然とオカリナの調べ
～みんなで奏でてみませんか～

国文祭を契機にオカリナを知ってもらう
ため、県内外のオカリナ愛好家を募集し
交流演奏会を実施。ステージ背景に山梨
の四季の写真を投影します。プロや初心
者223(ふじさん)人の演奏も行います。

【問い合わせ先】国文祭オカリナ実行委員会　木内／090-8688-5699

平成25年6月29日（土）午後1時開演
コラニー文化ホール・小ホール
甲府市寿町26－1

日時

会場

身延町 甲府市

交通 中部横断自動車道増穂IC→約1時間
JR身延線身延駅→バス約15分

［　　 ］車
［　　 ］電車

交通 中央自動車道甲府南IC→約25分
JR中央本線甲府駅→バス約5分

［　　 ］車
［　　 ］電車

春以降も、おもしろイベントを続々開催（夏のステージ開催予定）

2013オリオン・サマー・フェスタ
甲州七夕まつり
富士宴～火を祭る～
ワールドコップサッカー2013
第九演奏会
語りと音楽による創作劇 「甲州日記・娘道中」
秋の八ヶ岳 2013 オープンアトリエ
八ヶ岳トロンボーン・フェスタ2013
富士の国オペラコンサートinやまなし

平成２５年７月１日（月）～２１日（日）
平成２５年７月６日（土）～７日（日）
平成２５年８月
平成２５年８月１０日（土）～１１日（日）
平成２５年８月２５日（日）
平成２５年９月７日（土）～８日（日）
平成２５年９月１４日（土）～１６日（月・祝）
平成２５年９月１４日（土）～１６日（月・祝）
平成２５年９月22日（日）

PIC-UP情報

県在住及び出身音楽家を発起人
とし、インターネット等で募集し
た参加者で行う第九演奏会で
す。県内外の賛同者の自主運営
企画として演奏会を実施します。

第九演奏会
会場　コラニー文化ホール
日時　平成25年8月25日（日）

その他各地で開催

応援事業（春期開催予定）
事業名（参加料等）

パントマイム鑑賞例会「かかしになるために」
（有料／大人2000円　高校生以下1500円） 平成25年3月17日（日） 甲府市西公民館 ＮＰＯ法人　甲府子ども劇場

第6回飯田龍太を語る会 平成25年3月24日（日） 笛吹市境川総合会館 笛吹市、笛吹市教育委員会、
笛吹市立図書館

第20回山梨コミックチャレンジ
（有料／パンフレット購入制（全員）700円） 平成25年3月24日（日） アイメッセ山梨 アニメ倶楽部　甲府

やまなしジュニアオーケストラ第２回定期演奏会
（有料／500円） 平成25年3月30日（土） コラニー文化ホール　小ホール アドブレーン・共立・ＮＴＴ－Ｆ共同事業体

「ボブ・ロス画法」仲間作品展2013山梨 平成25年3月30日(土)から
平成25年3月31日(日)まで

NHK甲府放送局
ハートプラザギャラリー1F ボブ・ロス画法研究会　

テキスタイルｉｎ勝沼　11人の染めの形と仕事 平成25年3月30日（土）から
平成25年4月30日（火）まで

甲州市勝沼ぶどうの丘美術館 染色造形研究会　古屋真知子

ミュージック　ニューウェル　第19回ピアノ・うた発表会 平成25年3月31日(日) 南アルプス市
ふれあい情報館カナリアホール ミュージック　ニューウェル

押花で描く　武田信玄公ゆかりの地 平成25年4月3日(水)から
平成25年4月8日(月)まで

山交百貨店５F 山梨県押花倶楽部

山梨ひょうたん愛好会作品展 平成25年4月5日(金)から
平成25年4月8日(月)まで

甲府市総合市民会館　多目的室 山梨ひょうたん愛好会

第29回径美会かな書道展 平成25年4月9日(火)から
平成25年4月15日(月)まで

山交百貨店催事場 径美会　笠井径芳

ザ・サタデー・ナイツ　スプリングライブ６ｔｈ 平成25年4月20日（土） 都の杜うぐいすホール（大） ザ・サタデー・ナイツ

コミックチャレンジ・ミニｉｎ南アルプス・3
（有料／パンフレット購入制（全員）400円） 平成25年4月21日（日） 木の国サイト アニメ倶楽部　甲府

ＮＨＫ学園生涯学習フェスティバル笛吹市短歌大会・俳句大会
（有料　投稿料1600円　題詠「子」両方の場合2000円
 会場参加は無料(要整理券)）

平成25年4月24日(水)から
平成25年4月25日(木)まで

笛吹市スコレーセンター ＮＨＫ学園文芸センター

紗耶加人形作品展 平成25年4月27日(土)から
平成25年5月2日(木)まで

山梨県立美術館 志村 とみ

古楽フェスティヴァル<山梨>
(含む　第26回国際古楽コンクール<山梨>)
（チャージ料が必要な場合あり）

平成25年4月27日（土）から
平成25年4月29日（月・祝）まで

甲府商工会議所、甲府市社会教育センター、
Cotton Club、桜座　他

古楽フェスティヴァル<山梨>
実行委員会

第48回甲州市ふるさと武田勝頼公まつり 平成25年4月28日(日) 大和中学校校庭 甲州市ふるさと武田勝頼公まつり
実行委員会

山で感動
（有料／大人3000円、子ども1500円） 平成25年5月3日（金・祝） 甲州市一之瀬高橋637 

甲州市二之瀬集会場(春駒会場）
ー原始の力Ｌｉｆｅ発見所ー
ＧｅｎＴｅｎ

バラコンサート
（有料／2000円） 平成25年5月18日（土） 竹下庭園 竹下忠光

和の響き『富士ノ国・森の風コンサートwith藤原道山』 平成25年5月19日(日) なるさわ富士山博物館・フジエポックホール NPO法人邦楽指導者ネットワーク２１

第九回武田の杜　薪能
（有料／指定席 ＳＳ席7000円、Ｓ席5000円、
 　　　自由席 Ａ席3000円、学生席2000円）

平成25年5月19日(日) 武田神社　甲陽武能殿 武田の杜薪能実行委員会

生命の賛歌　日本自分史祭 平成25年5月25日（土）から
平成25年5月26日（日）まで

富士吉田市民会館 日本自分史学会、山梨自分史の会

第10回　Ｍｔ．富士ヒルクライム
（有料／出走　大人8000円、高校生以下6000円
  応援者、観客は無料）

平成25年6月1日（土）から
平成25年6月2日（日）まで

富士北麓公園 Ｍｔ．富士ヒルクライム大会実行委員会

フルート　トリオ　コンサート
（有料／前売券　大人1800円、高校生以下900円
　　　  当日券　大人2000円、高校生以下1000円）

平成25年6月2日（日） 山梨県立図書館多目的ホール フルートアンサンブルアウラ事務局
（宮川音楽教室内）

コミックチャレンジ・ミニｉｎ甲府駅前・2
（有料／パンフレット購入制（全員）500円） 平成25年6月23日（日） 山梨県立図書館 アニメ倶楽部　甲府

開催日 会　場 主催者

P
I
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-

U
P
情
報

｢古楽｣の分野で日本唯一のコンクールとして山梨県で第１回を開催し、今年で２６回目を迎える国
際音楽イベントです。
●第26回国際古楽コンクール〈山梨〉（４月27日～28日／甲府商工会議所、甲府社会教育センター）
●楽器展示会とデモンストレーション（４月28日／甲府商工会議所、甲府社会教育センター、桜座）
●記念コンサート（４月27日～29日　甲府商工会議所、Cotton Club他）

古楽フェスティバル〈山梨〉
会場　甲府商工会議所、甲府市社会教育センター、桜座、Cotton Club他
日時　平成２５年４月２７日（土）～２９日（月・祝）

特集2
国文祭に

行こう
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甲府市上下水道局では、普段は入場できない愛宕町にある
水道施設、「中区配水池」を桜の開花時期に合わせて１週間
程度開放します。100年の歴史を持つこの施設には、ソメイ
ヨシノをはじめとする桜の巨木が約70本植えられていま
す。（※会場に駐車場はありませんので、徒歩でお越しくだ
さい。※水道施設のため、ペットの同伴はお断りします。※
飲食は可能ですが、飲酒はご遠慮ください。また、ゴミは必
ずお持ち帰りください。※開放予定時間 9:30～16：00）
:甲府市上下水道局中区配水場（甲府市愛宕町372号）
;JR中央本線甲府駅北口から徒歩約20分
<甲府市上下水道局経営企画課企画係
1055-228-3319

中区配水場施設開放
３月下旬～４月上旬【甲府市】

2013.3 March

本企画展は子どもの健やかな成長を願って行われてきた桃
の節句や端午の節句行事を取り上げ、城下町都留にふさわし
い江戸時代から明治、大正、昭和と市内の旧家に伝わる「お雛
様」や市民手づくりの「つるし雛」などを展示し、これらを後世
に伝えていく事を目的として開催いたします。新しい季節に
ふさわしい煌びやかな展示をどうぞお楽しみください。
:ミュージアム都留;中央自動車道都留ICから車約5分
;富士急行線谷村町駅下車すぐ
<ミュージアム都留　10554-45-8008

企画展「城下町つるの雛祭り展」
3/23土～5/6㊗【都留市】

2013.4 April

2013.2 February

修復工事によって生まれ変わった薬師堂を記念して、市指
定文化財の宝鏡寺十二神将立像を特別公開します。
:大月市郷土資料館２F特別展示室
;中央自動車道大月ＩＣから車約15分
;ＪＲ中央本線猿橋駅から徒歩約15分
<大月市郷土資料館　10554-23-1511

特別展郷土の祈り宝鏡寺薬師堂
2/13水～11/10日【大月市】

旧妙善寺跡地にあるエドヒガン。樹齢は600年以上と推定
されています。県指定天然記念物。
:旧妙善寺跡地（南部町本郷3230）
;中央自動車道甲府南ＩＣ下車。国道52号を南進し南部方
面へ約1時間30分;新東名高速道路新清水ＩＣ下車、国道
52号を北進し南部方面へ約35分  
;ＪＲ身延線内船駅からタクシー約10分
<南部町産業振興課　10556-64-3111

千年ザクラ
3月下旬～4月上旬（見頃）【南部町】

大法師公園は、「日本さくら名所100選」にも選ばれている
桜の名所。全山2,000本の桜が咲き競い、小高い山頂が淡
いピンク色に染まります。また、多くの模擬店が出店し、
様々な催しも開催されます。毎年、県内外を問わず、多くの
観光客が訪れます。
:大法師公園
;中部横断自動車道増穂ＩＣから車約10分  
;ＪＲ身延線鰍沢口駅からタクシー約10分
<富士川町大法師さくら祭り実行委員会（富士川町商工
観光課内）　10556-22-7202

大法師さくら祭り
３月下旬～４月上旬【富士川町】

旧法眼寺境内の南側に町内一のイトザクラの巨木が佇ん
でいます。細い枝は地面に届くほど垂れ下がり、淡い紅色
の花を咲かせます。
:旧法眼寺境内南側（南部町本郷1547）
;中央自動車道甲府南ＩＣ下車。国道52号を南進し南部方
面へ約1時間30分;新東名高速道路新清水ＩＣ下車、国道
52号を北進し南部方面へ約35分 
;ＪＲ身延線内船駅からタクシー約10分
<南部町産業振興課　10556-64-3111

原間のイトザクラ
3月下旬～4月上旬（見頃）【南部町】

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
に昭和５１年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
人形が御神幸（おみゆき）し、神社では、御船という幕囲い
の中で神秘的で古式豊かな舞が奉納されます。
:天津司神社、諏訪神社　;中央自動車道甲府南ICから
車約15分　;JR中央本線甲府駅からバス約30分
<甲府市観光課　1055-237-5702

天津司の舞
4/7日【甲府市】

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。見頃となる時期には、
ライトアップされた姿を楽しめます。
※桜の開花状況によって前後することがあります。
:わに塚（韮崎市神山町北宮地624）
;中央自動車道韮崎ＩＣから車約15分
;ＪＲ中央本線韮崎駅からタクシー約１０分
<韮崎市観光協会（韮崎市役所商工観光課内）
10551-22-1991

わに塚のサクラ ライトアップ
４/5金～４/14日（予定）【韮崎市】

樹齢2,000年といわれてい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。神代桜の廻りにはソメイヨシ
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る。
:実相寺周辺（北杜市武川町山高2763）
;中央自動車道韮崎ＩＣから車約30分
;中央自動車道須玉ＩＣから車約15分
;ＪＲ中央本線韮崎駅から周遊バス約30分（期間運行4/21まで）
<北杜市役所武川総合支所　10551-42-1118

神代桜まつり
４/1月～４/25木【北杜市】

桃の生産量日本一の笛吹市内各地で、桃の開花に合わせ、
盛大に催される春の一大イベント。市内各地で様々なイベ
ントを展開します。ハイライト「川中島合戦戦国絵巻」は武
田信玄公と上杉謙信公の一騎打ちが、笛吹川河川敷に再
現されます。
:笛吹市内各地　　　　　
<笛吹市観光物産連盟　1055-261-2829
<笛吹市観光商工課　1055-262-4111（代）

笛吹市桃の花まつり
４/1月～４/21日【笛吹市】

第42回信玄公祭りに向けて行進を行います。笛吹市役所
前において、出発式を行い、笛吹市としての甲州軍団出陣
団体が石和町「市部本通り」を鎧をまとった姿で行進しま
す。出発式（笛吹市役所前）終了後～行進
:笛吹市役所前～市部本通り（石和八幡宮）
;中央自動車道一宮御坂ＩＣから車約10分
;ＪＲ中央本線石和温泉駅から徒歩約20分
<笛吹市観光商工課　1055-262-4111（代）

甲州軍団出陣 石和町内パレード
４/6土【笛吹市】 「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までを
往復する。川渡りの場面には多くの観客が訪れる。
:表門神社及び芦川橋付近;中央自動車道甲府南ＩＣか
ら車約20分;ＪＲ身延線芦川駅から徒歩約3分
<市川三郷町生涯学習課　1055-272-6094

御幸祭
4/7日【市川三郷町】

桜・桃の花見バス
JR石和温泉駅から桜・桃の花のスポットを中心に観光施設
などを巡るバスツアー。（事前予約制。）今年は3時間で巡る
半日便に加え、要望の多かった現地での滞在時間を増やし
た1日便を運行します。
:JR石和温泉駅・桃の花まつり各会場・観光施設
;中央自動車道一宮御坂ＩＣから車約10分;ＪＲ中央本線石和温
泉駅降りてすぐ<笛吹市観光物産連盟　1055-261-2829
<日之出観光自動車（株）　1055-262-4771

４/6土～4/19金【笛吹市】

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、地元特産品販売をはじめ、本年は「桃畑の中
心で妻に愛を叫ぶ」といった新たなイベントを開催します。
:新府共選場（韮崎市中田町中條）;中央自動車道韮崎
ＩＣから車約20分;ＪＲ中央本線新府駅から徒歩約１０分
<韮崎市観光協会（韮崎市役所商工観光課内）
10551-22-1991

新府 桃の花見会
４/14日【韮崎市】

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（新府城跡：韮崎市中田町中條）
;中央自動車道韮崎ＩＣから車約20分
;ＪＲ中央本線新府駅から徒歩約１5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

春の武田の里まつり「新府藤武神社祭典」
４/14日【韮崎市】

河口湖北岸から桜・富士山・河口湖の景色を楽しむイベン
ト。様々な出店やライトアップ、クラフト市も開催予定。
（開催時間：10：00～17：00）
:河口湖円形ホール付近
;中央自動車道河口湖ＩＣから車約15分
;富士急行線河口湖駅からレトロバス約25分
<富士河口湖町観光課　10555-72-3168

富士・河口湖さくら祭り
４/19金～4/29㊗【富士河口湖町】

北杜市内の神社で、伝統芸能である大和神楽の奉納が行
われます。市の無形文化財に指定されている大和神楽もあ
ります。:北杜市内各地
<北杜市教育委員会　学術課　10551-42-1375

大和神楽
４/14日【北杜市】

信玄公の命日に併せて行われるお祭り。一般参加者による
武田２４将騎馬行列を中心に神輿、白丁等が武田神社を出
発し、市内一円をパレードします。
:甲府市武田神社ほか
;中央自動車道甲府南ＩＣから車約25分
;ＪＲ中央本線甲府駅から徒歩約8分
<甲府市観光課　1055-237-5702

武田２４将騎馬行列
4/12金【甲府市】

「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、深田久弥氏は茅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。
:茅ケ岳・深田記念公園（韮崎市穂坂町柳平）;中央自動車道
韮崎ＩＣから車約20分;ＪＲ中央本線韮崎駅からタクシー
約30分<深田祭実行委員会（韮崎市商工観光課内）
10551-22-1991

第32回　深田祭
４/21日（予定）【韮崎市】

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
カー全社の試飲販売会、また地域の特産品旨いものコー
ナーも充実し、夜桜を愛で地元産品を味わうイベントです。
:長坂湖畔（牛池）：（北杜市長坂町）
;中央自動車道長坂ＩＣから車約5分
;ＪＲ中央本線長坂駅から徒歩約10分
<エジソンの会　10551-32-5210

長坂夜桜まつり
４/20土【北杜市】

全5回あった武田軍・上杉軍の合戦のうち、最も激しい戦い
と言われている1561年（永禄4年）の第4回目「川中島合
戦」を、一般参加者ら総勢900人が実際に鎧を身につけ、史
実に基づき現代に再現します。
:笛吹市役所前笛吹川河川敷
;中央自動車道一宮御坂ＩＣから車約5分
;ＪＲ中央本線石和温泉駅から徒歩約２０分 
<笛吹市観光物産連盟　1055-261-2829

川中島合戦戦国絵巻
４/21日【笛吹市】

関東の富士見百景に選定されている保健農園ホテル・フフ
山梨で、一面、菜の花で彩られる時期に合わせ開催される。
正面に富士山を眺める絶景の丘で、いただく山菜の天ぷら
の味は格別です。
:保健農園ホテル・フフ山梨
;中央自動車道勝沼ＩＣから山梨市牧丘方面へ約30分 
;ＪＲ中央本線山梨市駅からタクシー約25分
<山梨市役所観光課　10553-22-1111（内線2147～2149）

菜の花と山菜まつり
4/21日【山梨市】

桃の生産量日本一の笛吹市で桃の花が咲き誇る中を、全
国から参加するランナーが健脚を競います。コースはハー
フマラソン・10㎞・親子3.5㎞の3つです。
:一宮町　桃の里スポーツ公園
;中央自動車道一宮御坂ＩＣから車約5分
;ＪＲ中央本線石和温泉駅から会場へのシャトルバス有り。
<笛吹市教育委員会生涯学習課　1055-262-4111（代）

第9回笛吹市桃の里マラソン大会
４/14日【笛吹市】

「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
;中央自動車道双葉スマートＩ・Ｃから車約15分
;ＪＲ中央本線竜王駅からタクシー約10分
<甲斐市商工観光課　1055-278-1708

おみゆきさん
４/15月【甲斐市】

:甲府市歴史公園　　　　
<第２８回国民文化祭甲府市実行委員会事務局
　1０５５-２２３-７３３２

大華道展
４/5金～４/10水（国文祭 Ｐ6）【甲府市】

:山梨県立図書館ほか　　　
<第２８回国民文化祭甲府市実行委員会事務局
　1０５５-２２３-７３３２

大茶会
４/6土～４/7日（国文祭 Ｐ7）【甲府市】

:硯匠庵ほか　　　　
<第２８回国民文化祭早川町実行委員会事務局
　1０５５６-４５-２５４７

フォッサマグナの恵み体感ツアー
４/13土～6/9日（国文祭 Ｐ7）【早川町】

:上野原市文化ホールほか　　　　
<第２８回国民文化祭上野原市実行委員会事務局
　1０５５４-６２-３４０９

じょいそーらんフェスティバル
４/14日（国文祭 Ｐ7）【上野原市】

:舞鶴城公園ほか
:甲府市歴史公園ほか

:山梨県立文学館　
:東京エレクトロン韮崎文化ホール

春のステージオープニングウィークイベント
４/6土～４/14日（国文祭 Ｐ4～5）【甲府市ほか】

6土 オープニングイベント 
6土～14日 やまなし春の花フェスティバル
13土 戦国武将Ｎｏ.１トーク合戦
14日 やまなし発見フォーラム
<第２８回国民文化祭山梨県実行委員会事務局
　1０５５-２２３-1846
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農業の神のお祭り。５月３日は立春から数えて８８日目に当
たり、霜の心配がなくなるころで、かつて農家では一斉に種
まきや苗の植えつけが行われていました。今では植木や花
が中心の植木市となり、出店などもたくさん並び多くの人
で賑わいます。
:稲積神社・遊亀公園（甲府市太田町）
;中央自動車道甲府南ＩＣから車約20分
;JR中央本線甲府駅からバス約15分
<稲積神社　1055-233-5573

正の木稲荷祭り
5/2木～5/5日【甲府市】

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

グリーンフェスタ＆こどもの日
5/3金～5/4土【山梨市】

「甲州小梅もぎ取り体験」は、毎年５月中旬に甲斐敷島梅の
里で行われます。また、5/19（日）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。
:甲斐敷島梅の里（矢木羽湖周辺）
;中央自動車道双葉スマートＩ・Ｃから車約20分
;ＪＲ中央本線竜王駅からタクシー約20分
<農事組合法人ゆうのう敷島　1055-267-0831

甲州小梅もぎ取り体験
5/14火～5/26日【甲斐市】

四季折々に大菩薩が創りだす癒しの空間を観光ガイドと一
緒に歩き、大自然と一体となれる「日本百名山大菩薩トレッ
キング（新緑編）」を開催します。「大菩薩峠」・「石丸峠」・「丸
川峠」の３コースあります。
:受付及びスタート場所：上日川峠ロッヂ長兵衛前
;中央自動車道勝沼ＩＣから上日川峠まで車約４５分
;ＪＲ中央本線塩山駅北口から上日川峠までタクシー約４０分
<甲州市観光交流課　10553-32-2111（代表）

大菩薩トレッキング新緑編
5/15水【甲州市】

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。使わなくなった鯉のぼりを募集しています。長
沢の空に泳がせてみませんか？また、お子様やお孫様、会社
などの名前を入れた鯉のぼりも募集しています。（有料）
:道の駅南きよさと（北杜市高根町長沢760）
;中央自動車道須玉ICまたは長坂ＩＣから車約10分
;ＪＲ小海線清里駅またはＪＲ中央本線長坂駅からタクシー約20分
<長沢鯉のぼり祭り実行委員会　10551-47-2303

長沢鯉のぼり祭り
5/5日【北杜市】

採れたての新鮮なとうもろこし『きみひめ』が格安で販売さ
れるほか、畑で実際にもろこしやじゃがいもの収穫体験（要
予約）ができるなどイベント盛りだくさん！毎年多くの人が
訪れます。
:風土記の丘農産物直売所　
;中央自動車道甲府南ICから車約1分　
<風土記の丘農産物直売所　1055-266-3858

風土記の丘もろこしフェア
６月中旬【甲府市】

日本最古の歌集「万葉集」を歌う万葉歌朗唱や琴、尺八の演
奏が行われます。また、夜間はライトを消した園内で幻想的
なホタルと缶灯ろうの光の共演を楽しめます。
:万力公園・万葉の森
;中央自動車道勝沼ＩＣから車約20分
;ＪＲ中央本線山梨市駅から徒歩約5分
<山梨市役所観光課　10553-22-1111

第18回万葉うたまつりとホタル観賞会
6/7金～6/9日【山梨市】

大石公園にて、花を滝に見立てて配置した”花のナイアガ
ラ”を展示しております。富士山を眺めながら散策できる”
花街道”という装飾も同時に施しており、普段とは一風変
わった彩り溢れる景色を観覧することができるでしょう。
:大石公園
;中央自動車道河口湖ＩＣから車約25分
;富士急行線河口湖駅からレトロバス（河口湖線）に乗車、
河口湖自然生活館にて下車
<河口湖自然生活館　10555-76-8230

花のナイアガラ＆花街道と花小富士
6月上旬～10月上旬【富士河口湖町】

◆ラベンダー観賞 ： ハーブガーデンライトアップ（八木崎公
園、日没～22時）　◆ステージイベント（八木崎公園、土・日
のみ、大道芸を予定）　◆ビンゴ大会（6/23～7/16の11
時30分～）
:八木崎公園（メイン会場）、大石公園（サブ会場）
;中央自動車道河口湖ＩＣから車約10分（メイン会場）
;富士急行線河口湖駅からレトロバス（河口湖線）に乗車、
八木崎公園下車（メイン会場）
<富士河口湖町観光課　10555-72-3168

河口湖ハーブフェスティバル
6/21金～7/15㊗【富士河口湖町】

乙女湖は美しい山並みやダムならではの景観。近くの乙女
高原では、一面に咲き誇るレンゲツツジを観賞しながら散
策が出来ます。
:琴川ダム乙女湖湖岸広場
;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タクシー約50分
<山梨市役所観光課　10553-22-1111

乙女湖・高原つつじ祭り
6/23日【山梨市】

芦川の源流域には、全国的に珍しい「にほんすずらん」の群
生地があり、その広さは約2.6ｈａにもなります。新鮮な野菜
などの特産品の販売やそば打ち体験を行います。
:すずらんの里祭り会場
;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～石和温泉駅前バス停より富士
急行「芦川町鶯宿行」に乗車～上芦川バス停下車→シャト
ルバスで会場へ
<笛吹市役所芦川支所地域振興課　1055-298-2111（代）

すずらんの里祭り
6/1土・6/2日【笛吹市】

毎年6月に行われる「道の駅とよとみ」の大人気イベント。朝
採りスイートコーン（ゴールドラッシュ）の試食・販売の他、
畑でのスイートコーンのもぎとり体験も行っております。地
元で採れた新鮮野菜の販売や地元畜産農家が育てた優良
豚を素材にした手づくりハムやソーセージの試食販売もあ
りますので、みなさん是非お越しください。
:道の駅とよとみ（中央市浅利1010-1）
;中央自動車道甲府南ＩＣから車約10分
;ＪＲ身延線東花輪駅よりタクシー約5分
<道の駅とよとみ　1055-269-3424

スイートコーン収穫祭
６月初旬【中央市】

ご家族やグループで、つつじの植樹をしてみませんか？汗
をかいた後は、地元食材のランチをどうぞ！毎年恒例のつつ
じ祭り清里ウォークは健脚コースとファミリーコースの２
コース。ウォーキングしながら清里を楽しむ情報やお土産
をゲットしましょう！ご家族みんなでぜひ、ご参加ください。
（FAXまたはメールにて要申込）
:美し森（北杜市大泉町西井出）;中央自動車道長坂ＩＣ
から車約30分;ＪＲ小海線清里駅から清里ピクニックバス
約10分<清里観光振興会　10551-48-2200<ウォー
クについて：山日YBS営業推進局　1055-231-3121

清里高原つつじ祭り
6/9日（予定）【北杜市】

市川三郷町の特産品のスイートコーン「甘々娘」の収穫を
祝い開催するお祭りです。「甘々娘」の販売はもちろん、収
穫体験、試食コーナーなどで来場者をもてなします。
:市川三郷町歌舞伎文化公園
;中央自動車道甲府南ＩＣから車約20分
;ＪＲ身延線甲斐上野駅から徒歩約10分
<ＪＡ西八代　1055-230-3056

甘々娘収穫祭
6月中旬【市川三郷町】
かんかんむすめ

かんかんむすめ

かんかんむすめ

2013.4 April

入園料：３０分大人500円（中学生以上）・つみ獲り量400g、
小人300円（小学生以下）・つみ獲り量200g。入園時間は
AM10：00～PM4：00
:あまわらび園（北杜市明野町浅尾原）
;中央自動車道韮崎ＩＣから車約15分
;中央自動車道須玉から車約15分
;ＪＲ中央本線韮崎駅から茅ケ岳・みずがき田園バス約25
分「明野摘みとり園」下車
<JA梨北明野支店　10551-25-2035又は農園直通
080-6624-5263

観光農園あまわらび獲り
4月下旬～６月下旬【北杜市】

約100種2000本ほどのぼたんが植えてあり、色とりどりの
花が咲きます。さまざまなステージイベントも楽しめます。
:市川三郷町歌舞伎文化公園
;中央自動車道甲府南ＩＣから車約20分
;ＪＲ身延線甲斐上野駅から徒歩約10分
<市川三郷町ふるさと春まつり実行委員会
1055-240-4157

市川三郷町ふるさと春まつり 
ぼたんの花まつり

4月下旬【市川三郷町】

武田一族の遺徳を現代に伝えるため、勝頼公と嫡子信勝、
北条夫人を中心に「巫女の舞の奉納」「信勝環甲の礼」「出陣
の儀」など、勝頼公出陣絵巻が披露されます。また、甲斐天
目山勝頼公太鼓や歌謡ショーなども行われるほか、各種屋
台も出店されます。
:甲州市立大和中学校校庭;中央自動車道勝沼ＩＣから車
約10分;ＪＲ中央本線甲斐大和駅から徒歩約2分
<甲州市観光交流課　10553-32-2111

第４８回甲州市ふるさと武田勝頼公まつり
４/28日【甲州市】

薄桃色の可憐な花が恥じらいながら咲くように見えるところ
から別名「乙女桜」とも言われている富士桜。富士河口湖の春
の訪れを告げるイベントでは、富士桜やミツバツツジの群生
地の鑑賞はもちろんのこと、特産品の販売なども行われる。
:河口湖創造の森
;中央自動車道河口湖ＩＣから車約10分
;富士急行線河口湖駅から会場行き臨時バス約15分
<富士河口湖町農林課　10555-72-1115

河口湖富士桜・ミツバツツジまつり
４/28日～5/5日【富士河口湖町】

戦国時代の勇壮な伝統を今に伝える祭事。900年以上の
歴史に裏打ちされた武田流流鏑馬は必見。
:冨士御室浅間神社
;中央自動車道河口湖ＩＣから車約15分
;富士急行線河口湖駅からレトロバス「御室浅間神社前」下車
<甲斐の勝山やぶさめ祭り実行委員会　10555-72-3168

甲斐の勝山やぶさめ祭り
４/29㊗【富士河口湖町】

彦火火出見尊と皇后豊玉姫命の二神に間に鸕�草葺不合
尊が御生まれになったことを浅間様が御見舞なさるという
祭儀。県指定無形文化財である「稚児の舞」が奉納される。
:河口浅間神社;中央自動車道河口湖ＩＣから車約15分
;富士急行線河口湖駅から富士急山梨バス甲府行き「河
口局前」下車<河口浅間神社　10555-76-7186

河口湖浅間神社例大祭（稚児の舞）
４/25木【富士河口湖町】

便利な小型観光バスで巡る体験バスツアー。旅館の女将や
名物社員、ボランティアガイドが同行し、旬の魅力をご案内
します。（一部、便を除く）
※土・日中心に開催。開催日は要確認。
:笛吹市内各地;中央自動車道一宮御坂ＩＣから車約10分
;ＪＲ中央本線石和温泉駅降りてすぐ
<笛吹市観光物産連盟　1055-261-2829　　　　　　
<日之出観光自動車（株）　1055-262-4771

笛吹 旬の魅力体験バス
４/27土～10/27日【笛吹市】

:富士川町内　　
<第２８回国民文化祭富士川町実行委員会事務局
　1０５５６-２２-５３６１

山車巡行祭り
４/21日（国文祭 Ｐ8）【富士川町】

グリーンフェスタ＆こどもの日グリーンフェスタ＆こどもの日

大菩薩トレッキング新緑編大菩薩トレッキング新緑編長沢鯉のぼり祭り長沢鯉のぼり祭り

風土記の丘もろこしフェア風土記の丘もろこしフェア

第18回万葉うたまつりとホタル観賞会第18回万葉うたまつりとホタル観賞会

乙女湖・高原つつじ祭り乙女湖・高原つつじ祭り

甘々娘収穫祭甘々娘収穫祭

河口湖ハーブフェスティバル河口湖ハーブフェスティバル

スイートコーン収穫祭スイートコーン収穫祭

すずらんの里祭りすずらんの里祭り

清里高原つつじ祭り清里高原つつじ祭り正の木稲荷祭り正の木稲荷祭り 本栖公家行列本栖公家行列甲州小梅もぎ取り体験甲州小梅もぎ取り体験

町民が公家や家来に扮して、地区を練り歩く行事。武田時
代に駿河国境の警護を担当した渡辺因獄佑が地域の若者
の士気を高めようとしたのが始まりといわれている。
:本栖山神社よりスタート
;中央自動車道河口湖ＩＣから車約35分
;富士急行線河口湖駅からバス約45分
<本栖湖観光協会　10555-87-2518

本栖公家行列
5/17金【富士河口湖町】

:小菅村池の尻スポーツ広場　　
<第２８回国民文化祭小菅村実行委員会事務局
　1０４２８-８７-０１１１

郷土芸能フェスティバル
5/4土（国文祭 Ｐ8）【小菅村】 :都の杜うぐいすホール　

<第２８回国民文化祭都留市実行委員会事務局
　1０５５４-４５-８００８

都留市ふれあい全国俳句大会
5/25土（国文祭 Ｐ9）【都留市】

:フジエポックホール
<第２８回国民文化祭鳴沢村実行委員会事務局
　1０５５５-８５-２６０６

つつじフェスタ
5/4土～5/5日（国文祭 Ｐ9）【鳴沢村】

:八ヶ岳ロイヤルホテルほか
<第２８回国民文化祭北杜市実行委員会事務局
　1０５５１-４２-１３７３

囲碁サミット2013in北杜
5/25土～5/26日（国文祭 Ｐ9）【北杜市】

:桃源文化会館
<第２８回国民文化祭南アルプス市実行委員会事務局
　1０５５-２８２-７７７８

パイプオルガンフェスティバル
6/8土（国文祭 Ｐ10）【南アルプス市】

:大月市民会館
<第２８回国民文化祭大月市実行委員会事務局
　1０５５４-２３-８０５０

阿波踊りフェスティバル
6/23日（国文祭 Ｐ11）【大月市】

:都の杜うぐいすホール
<第２８回国民文化祭都留市実行委員会事務局
　1０５５４-４５-８００８

シニアコーラスの祭典
6/29土（国文祭 Ｐ11）【都留市】

:コラニー文化ホール
<第２８回国民文化祭甲府市実行委員会事務局
　1０５５-２２３-７３３２

民謡・民舞の祭典
6/30日（国文祭 Ｐ11）【甲府市】

:甲府市総合市民会館
<第２８回国民文化祭甲府市実行委員会事務局
　1０５５-２２３-７３３２

演劇の祭典
6/8土～6/9日（国文祭 Ｐ10）【甲府市】

:万力公園万葉の森
<第２８回国民文化祭山梨市実行委員会事務局
　1０５５３-２２-１１１１

万葉うたまつりとホタル観賞会
6/8土～6/9日（国文祭 Ｐ10）【山梨市】

れんげ畑に囲まれた会場で開催する中央市の春のイベン
ト。玉穂地区に縁のある虚無僧行列の再現や子どもみこ
し、各種ステージショー等催しを予定しております。地元商
工会や模擬店も充実していますので、みなさん是非お越し
ください。
:中央市玉穂ふるさとふれあい広場（中央市乙黒１－１）
;中央自動車道甲府南ＩＣから車約15分
;ＪＲ身延線東花輪駅よりシャトルバス約10分
<中央市役所商工観光課　1055-274-8582

中央市れんげまつり’１３
4/29㊗【中央市】

生たけのこの販売をはじめ、たけのこご飯の販売、各種模
擬店、地元の方による郷土芸能、キャラクターショーなどが
行われます。
:南部町役場本庁舎前広場
;中央自動車道甲府南ＩＣ下車。国道52号を南進し南部方
面へ約1時間30分;新東名高速道路新清水ＩＣ下車、国道
52号を北進し南部方面へ約20分   
;ＪＲ身延線井出駅から徒歩25分又はタクシーで5分
<たけのこまつり実行委員会（南部町産業振興課内）
10556-64-3111

第26回たけのこまつり
4月下旬【南部町】

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
;中央自動車道勝沼ＩＣから国道140号線を秩父方面へ約60分
;ＪＲ中央本線山梨市駅から市営バス約60分
<山梨市役所観光課　10553-22-1111
（内線2147～2149）

西沢渓谷山開き
4/29㊗【山梨市】

中央市れんげまつり’１３中央市れんげまつり’１３

たけのこ祭りたけのこ祭り

市川三郷町ふるさと春まつり
ぼたんの花まつり

市川三郷町ふるさと春まつり
ぼたんの花まつり

西沢渓谷山開き西沢渓谷山開き

観光農園あまわらび獲り観光農園あまわらび獲り笛吹 旬の魅力体験バス笛吹 旬の魅力体験バス

河口湖富士桜・ミツバツツジまつり河口湖富士桜・ミツバツツジまつり

河口湖浅間神社例大祭河口湖浅間神社例大祭

甲州市ふるさと
武田勝頼公まつり
甲州市ふるさと
武田勝頼公まつり

甲斐の勝山やぶさめ祭り甲斐の勝山やぶさめ祭り



博物館に行こう
国民文化祭記念事業（春期開催予定）

¡北杜市高根町村山東割2358-5　20551‐46‐2311　=9:00～17:00　?火曜（祝日の場合は翌日）・12月１日～３月19日は冬季営業（1名様から予
約開館）　http://mandala-museum.jp　;車：中央自動車道須玉IC約10分／電車：ＪＲ中央本線長坂駅タクシー約10分

3月20日（水・祝）～12月１日（日）
▶12年の歳月をかけて描いた安達原玄83才、渾身の作。希望があれば作品解説をいたします。浄土の世界をご堪能ください。

❷安達原玄仏画美術館
浄土曼荼羅完成・特別展

¡北杜市白州町鳥原2913-71　20551-35-0088　=10:00～17:00（入館は16:00まで）　?水曜、ただし8月は無休　http://yabuuchi-art.main.jp
;車：中央自動車道小淵沢IC約15分／電車：JR中央本線小淵沢駅タクシー約10分

3月23日（土）～7月16日（火）［前期］、7月20日（土）～11月30日（土）［後期］
▶日本で唯一の動物画専門の美術館として、１万点以上の収蔵作品から選りすぐりの作品を展示いたします。

❸薮内正幸美術館
動物の顔［前期］、薮内正幸 動物画の世界［後期］

¡富士河口湖町小立923 八木崎公園内 　20555‐72‐5258　=9:00～17:00　?木曜・年末・展示替日（ただし６月～８月は無休）
http://www.musekan.net　;車：中央自動車道河口湖IC約15分／電車：富士急行線河口湖駅バス約12分

3月23日（土）～9月17日（火）
▶創作人形作家、与 勇輝（あたえ　ゆうき）の作品展。木綿の布の生き生きとした作品を展示します。

❹河口湖ミューズ館・与勇輝館
いのち、きらめく

¡甲府市湯村3-9-1 　2055-252-5560　=10:00～16:00　?火曜・水曜（ただし予約により開館も可）（臨時休館あり）
http://takenaka-kinenkan.jp/　;車：中央自動車道甲府昭和IC約15分／電車：JR中央本線甲府駅バス約15分

4月11日（木）～7月15日（月・祝）
▶昭和初期に江戸川乱歩等の小説に挿絵を描いた挿絵画家、英太郎の原画と息子の元祖ルポライター、労の著作物などを展示します。

❻湯村の杜　竹中英太郎記念館
竹中英太郎・労父子展

¡甲府市和田町3004-1 　2055-252-9161　=9:00～16:30　?月曜（7～8月を除く）・祝日の翌日・12月29日～1月3日
http://www.takedanomori.jp/bird.html　;車：中央自動車道甲府昭和IC約25分／電車：JR中央本線甲府駅バス約15分

4月～8月
▶「いのち、萌えたつ。」春から夏にかけて、ヒナの誕生から巣立ちを見守るワークショップを４～５回開催します。

❼武田の杜　鳥獣センター
鳥獣センター野鳥の保護体験教室と保護鳥獣の給餌体験

¡北杜市高根町清里3545（公財）キープ協会内 　20551-48-5330　=10:00～17:00　?水曜（季節によって変動あり）
http://www.keep.or.jp　;車：中央自動車道長坂IC約20分／電車：JR小海線清里駅徒歩約20分またはタクシー約7分

平成25年4月～平成26年3月
▶ポール・ラッシュ博士による清泉寮の設立75年を記念し、戦前から戦後を通して日米の懸け橋だった博士の足跡をご紹介します。

❽ポール・ラッシュ記念センター
清泉寮設立75周年 ポール・ラッシュ博士の足跡

¡北杜市須玉町若神子4495-18 　20551-42-5007　=9:30～17:00（11月は～16:30）　?月曜・火曜（祝日の場合は開館）、12月～3月は冬季休館
http://sukui.jp/sutamamuseum/　;車：中央自動車道須玉IC約5分／電車：JR中央本線日野春駅タクシー約7分

▶日本の抽象画家の先駆者オノサト・トシノブをはじめとする日本作家を中心とした当館コレクションの中から秀作を展示します。

❾須玉美術館
開館15周年 須玉美術館コレクションの精華展／4月3日（水）～6月2日（日）

¡北杜市長坂町中丸2072 　20551‐32‐4865　=9:00～17:00　?月曜（祝日の場合は翌日）・企画展会期中は無休　http://www.kiyoharu-art.com
;車：中央自動車道長坂IC約10分／電車：JR中央本線長坂駅バス約10分

❺清春白樺美術館
「梅原という男 ー梅原龍三郎のこころー」展／3月30日（土）～6月23日（日）

¡北杜市小淵沢町10249-7　20551-36-8712　=10:00～17:00　?無休（ただし、1月中旬～3月中旬は冬期休館）　http://www.nakamura-haring.com
;車：中央自動車道小淵沢IC約６分／電車：JR中央本線小淵沢駅バス約13分

3月15日（金）～平成26年1月6日（月）
▶1980年代ニューヨークのアートシーンを席巻した、キース・ヘリングの作品「サブウェイ・ドローイング」などを一堂に展示します。

❶中村キース・ヘリング美術館
2013年度中村キース・ヘリング美術館コレクション展

特典有 ４月３日（水）～11月10日（日）／入館料団体割引料金を適用またはオリジナルポストカード１枚を進呈

「東山魁夷」展（予定）／7月～秋

博物館に行こう!
国文祭記念展を各館で開催します（国民文化祭記念事業／平成25年4月～6月実施分）

【山梨県立美術館】
¡甲府市貢川1-4-27
2055-228-3322
=9:00～17:00（入館は16：30まで）
?月曜・祝日の翌日（4月30日を除く）
　（ただし、臨時開館・臨時閉館あり）
http://www.art-museum.pref.yamanashi.jp

美術館通り

アル
プス
通り

R20

中
央
自
動
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道

甲府昭和IC

望月春江とその時代 4月27日土～6月9日日
　望月春江（1893-1979）は、甲府市に生まれ、東京美術学校
（現、東京藝術大学）日本画科を首席で卒業後、第9回、10回帝展
で続けて特選を果たして一躍、その名が世に知られました。その後
も帝展、文展で活躍、昭和33年には日本芸術院賞を受賞しました。
本展は、開館して間もなく開催された望月春江展から30年以上を
経て、新たに発見された作品や資料を加えて、改めて春江の画業
を顕彰します。詳細は山梨県立美術館ホームページをご覧下さい。

山梨県立美術館

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。
電車 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。

¡甲府市下曽根町923　2055-266-3881
=9:00～17:00（入館は16：30まで）
?月曜・祝日の翌日（4月30日を除く）
　（ただし、臨時開館･臨時閉館あり）
http://www.pref.yamanashi.jp/kouko-hak/

甲府

R20

R358

中央自動車道 甲府南IC

山梨県立考古博物館

車　 中央自動車道甲府南ＩＣから１分（すぐ前）／電車 ＪＲ中央線甲府駅より、甲府駅バスターミナル（南口）８番乗り場からバスで約 30 分、中道橋経由豊富行「県立考古博物館」下車。

春季企画展　「武田と城と城下町」

　山梨と言えば「武田信玄」。信玄の父である信虎が築き、その後信玄・勝
頼と三代にわたって住んだ武田氏館跡は現在の武田神社がある場所で
す。戦国時代を雄壮に駆け抜けた武田一族とその家臣たちは実際にはど
んな暮らしをし、山梨の戦国時代とはどんな時代だったのでしょうか？
発掘調査で見つかった出土品の数々や古絵図から、「風林火山」の時代へ
とご案内いたします。

4月27日土～6月30日日

【山梨県立文学館】
¡甲府市貢川1-5-35
2055-235-8080
=・?県立美術館と同じ
http://www.bungakukan.pref.yamanashi.jp4月27日土～７月７日日

　古くから日本人があこがれと畏敬の念を抱いてきた富士山。太宰治の小説「富嶽
百景」や、草野心平の詩など、文学に描かれた様々な富士山を紹介します。常設展観
覧料でご覧いただけます。

山梨県立文学館
特設展　「富士山と文学」

¡笛吹市御坂町成田1501-1
2055-261-2631
=9:00～17:00（入館は16：30まで）
?火曜（祝日の場合は翌日）・祝日の翌日（4月
30日を除く）（ただし、臨時開館・休館あり）

http://www.museum.pref.yamanashi.jp

石和温泉

石和橋

中央自動車道

一宮・
御坂IC

R20

R
1
3
7

「水の国やまなし
  ー信玄堤と甲斐の人々ー」
3月30日土～5月27日月

「北斎の冨嶽三十六景」
６月１５日土～７月８日月

　四方を山々に囲まれた山梨では、古くから
治水事業が行われ、その技術が育まれてき
ました。特に戦国時代から江戸時代にかけ

て、信玄堤が築造されるなど河川の流路を変える大規模な事業が行われました。こうした山梨の治水・利水の歴史を探
るとともに、水への信仰や水に関わる人々の交流など、水がもたらした「文化」を紹介します。

　甲斐から見た富士を表現した作品も多く含まれる北斎の「冨嶽三十六景」を中心
にした富士図と、制作の背景、本作が世界に与えた影響の大きさ、江戸時代の富士
山をめぐる文化と信仰の在り方などを詳しく紹介し、富士山の美とその魅力を再
考します。

山梨県立博物館

車　 中央自動車道一宮御坂 IC から約８分
電車 JR 中央線石和温泉駅からバスで約10 分、JR中央線甲府駅より、甲府駅バスターミナル（南口）7番乗り場からバスで約 30 分、「山梨県立博物館」下車。
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¡甲府市朝気1-1-30　2055-235-5659　=12:30～17:00　?火曜・水曜・祝日・8月24日～31日、12月28日～1月6日　http://ypm-japan.jp/　;車：中央自動車道甲府昭和IC約15分／電車：JR身延線南甲府駅徒歩約15分
●山梨平和ミュージアム 石橋湛山記念館　日中国交正常化40年と石橋湛山／～4月7日（日）

¡甲府市愛宕町358-1　2055-254-8151　=9:30～17:00（夏休中は18：00まで）　?月曜日（夏休中は休館日なし、月曜日が祝日の場合は開館、祝日の翌日が休館、ただし、12月29日～1月3日、1月15日～17日は休館、1月7日（月）は開館）
http://www.kagakukan.pref.yamanashi.jp/　;車：中央自動車道甲府昭和IC約25分／電車：ＪＲ中央本線甲府駅徒歩約25分またはバス約20分

●山梨県立科学館　山梨ゆかりのプラネタリウム番組／～11月

¡笛吹市一宮町北野呂3‐3　20553‐47‐2122　=9:00～17:00　?月曜・祝日の翌日・12月27日～１月７日　;車：中央自動車道勝沼IC約10分／電車：JR中央本線山梨市駅タクシー約15分
●笛吹市青楓美術館　筆の向くまま 気の向くまま 津田青楓／～11月（前期・後期あり）

¡富士河口湖町船津6663-1　20555-72-0259　=8:30～17:00（入館は16：30まで。夏季延長あり）　?年中無休　http://www.yamanashi-kankou.jp/visitor/index.html　;車：中央自動車道河口湖 ICすぐ／電車：富士急行線河口湖駅バス約５分
●山梨県立富士ビジターセンター　Mt.fuji is your hometown～富士山は、心のふるさと～／～11月10日（日）

¡大月市猿橋町猿橋313-2　20554-23-1511　=9:00～17:00　?月曜・祝日の翌日・12月28日～1月4日　http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/17/kyodo/index.html　;車：中央自動車道大月IC約15分／電車：JR中央本線猿橋駅徒歩約10分
●大月市郷土資料館　郷土の祈り 宝鏡寺薬師堂／～11月10日（日）

¡甲府市中央2‐11‐12　2055-223-3090　=9:00～17:00（入館は16:00まで）　?金曜・土曜・祝日・12月29日～1月4日　http://www.yamanashibank.co.jp/comm/area/material.html　;車：中央自動車道甲府昭和IC約20分／電車：JR中央本線甲府駅徒歩約15分
●山梨中銀金融資料館　武田信玄と甲州金／3月～4月

¡北杜市高根町清里3545‐6079　20551‐48‐2220　=9:30～17:30　?火曜（祝日の場合は翌日）・1月中旬～2月末、ただし7月中旬～8月末は無休　http://www.ehonmuseum-kiyosato.co.jp
;車：中央自動車道長坂ＩＣ約25分／電車：ＪＲ小海線清里駅バス約７分～徒歩約３分またはタクシー約５分

●えほんミュージアム清里　世界の絵本原画展／3月１日（金）～11月10日（日）

¡富士河口湖町河口2255　20555‐76‐8811　=4～11月／9:30～17:30　12～3月／10:00～16:30　?水曜（ただし、祝日と1月第1水曜を除く、また4月～11月は無休）・12月26～28日　http://www.itchiku-museum.com
;車：中央自動車道河口湖 IC約15分／電車：富士急行線河口湖駅バス約25分

●久保田一竹美術館　春夏秋冬：一竹辻が花に観る四季の彩り／～12月24日（火）

¡富士河口湖町河口3026-1　20555‐76-6789　=9:00～17:00（12月～2月の平日は10:00～16:00）　?無休（ただし、展示替えによる臨時休館あり、要問い合せ）　http://www.konohana-muse.com/
;車：中央自動車道河口湖 IC約20分／電車：富士急行線河口湖駅バス約25分

●河口湖・木ノ花美術館　猫のダヤン・池田あきこの世界／～11月10日（日）

¡甲府市中央3-11-15　2055-220-1621　=10:00～17:00　?1月1日、2日・展示替え期間　http://www.inden-museum.jp　;車：中央自動車道甲府昭和IC約15分／電車：JR中央本線甲府駅徒歩約15分
●印傳博物館　印伝のさまざま／誂え品：～平成25年3月3日（日）、型紙：3月9日（土）～6月2日（日）、袋物：6月8日（土）～9月1日（日）

¡甲府市善光寺3-36-1　2055-233-7570　=9:00～16:30（ただし、本殿は17：00まで）　?年中無休　http://www.kai-zenkoji.or.jp/3/index.html　;車：中央自動車道一宮御坂IC約20分／電車：JR身延線善光寺駅徒歩約７分
●甲斐善光寺宝物館　特別公開 峯薬師／～11月10日（日）

みねのやくし

¡北杜市高根町長沢4986-992　20551-47-4715　=10:00～17:00　?火曜・8月は無休（ただし、臨時の休館日あり）
;車：中央自動車道長坂IC約10分／電車：JR小海線甲斐大泉駅徒歩約25分またはタクシー約5分

4月25日（木）～11月10日（日）
▶油絵・フレスコ画は矢野ヨハン。書は内外の書家の作品。工芸は鎌倉彫（伝統工芸士作）、南部鉄などです。

10川嶋紀子　雲の絵美術館
絵画・書・工芸品の企画展

¡北杜市高根町清里の森2-1-1　20551-48-3733　=10:00～17:00　?火曜・水曜（ＧＷと７・８月は無休）12月～3月は冬期休館
http://www.museum-a.com　;車：中央自動車道小淵沢IC約25分／電車：JR小海線清里駅徒歩約20分またはタクシー約5分

4月25日（木）～11月30日（土）
▶当館の庭に毎年飛来する渡り蝶、アサギマダラは沖縄地方から北上します。優美で生命力溢れる姿をご紹介いたします。

11田中治彦モダンアート美術館
旅する蝶　アサギマダラの写真・絵画展

¡北杜市長坂町富岡2812　20551‐32‐6648　=9:00～17:00　?月曜（祝日の場合は翌日）・祝日の翌日・12月28日～1月4日
http://oomurasaki.net/　;車：中央自動車道長坂IC約10分／電車：JR中央本線日野春駅徒歩約10分

▶世界の昆虫標本を１万点展示するとともに、「昆虫マスター」（虫取り体験）や昼間のホタル観察会を行います。

12北杜市オオムラサキセンター
昆虫フェスタin北杜／5月１日（水）～10月30日（水）

特典有 ９月１日（日）～11月10日（日）／１日先着20名様、入館料割引【大人】400円→300円　【小中学生】200円→150円

¡身延町身延3567 久遠寺内　20556‐62‐1011（代表）　=9:00～16:00　?木曜（祝日の場合はその翌日、4・8月は無休）　http://www.kuonji.jp
;車：中央道・中部横断自動車道増穂IC約40分／電車：JR身延線身延駅バス約15分

▶狩野派絵師による襖絵や、通常は複製展示をしている波木井の御影など、普段は公開されていない身延山の霊宝を特別公開します。

13身延山宝物館
身延山の霊宝展／5月17日（金）～11月12日（火）

特典有 １月12日（土）～11月10日（日）／身延山久遠寺所蔵「釈迦涅槃図」の色紙か、心に響く言葉の栞のいずれかを差しあげます。

¡北杜市長坂町中丸1712-7　20551-45-8111　=9：30～17：00　?祭日を除く火曜・水曜（7月8月は無休／12月～3月は冬季休館）
http://africanartmuseum.jp　;車：中央自動車道長坂IC約7分／電車：JR中央本線長坂駅タクシー約4分

▶紀元前500年からの近代までの、ナイジェリア美術（マスク・彫刻・装身具・テキスタイル）を紹介します。

14アフリカンアートミュージアム
ナイジェリア2500年の美術／6月6日（木）～9月30日（月）

特典有 ４月１日（月）～11月10日（日）／割引料金による入館またはお好みの絵はがき１枚を進呈

好評開催中 !
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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

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
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河口湖 富士山
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富士山を世界文化遺産に
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YA M A N A S H I  P I C K  U P  N E W S
1

「富士山登頂証明書」発行サービス開始

2

町歩きふらっと案内

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

（500ml）24本入り

春プレゼント ご応募締切／平成25年6月28日（金）

1 2 3 4

5 6 7 8

スマートフォン対応アプリケーション「ふらっと案内」で
山梨の旅をもっと楽しく快適に！

富士の国やまなし観光ネットと連携し情報を提供

SoftBank、docomo、auのAndroid携帯電話と
iPhone/iPadで利用できます。
■Android携帯の場合は、マーケット（Androidマーケ
ット）で「ふらっと案内」を検索し、ダウンロードして利用
します。（無料）■iPhone/iPadの場合は、App Store
で「ふらっと案内」を検索し、ダウンロードして利用しま
す。（無料）

見る・遊ぶ・食べる・体験・宿泊・入浴・
お土産等のスポット及びイベント情報

富士の国やまなし観光ネットで提供している観光情報約5千件の内、
約2千件の情報を発信。現在地周辺の観光スポットを検索し、ルート
案内が簡単にできるなど、町歩きをサポートします。

バス
情報と
連動！

富士山に登頂したことを証明する「富士山登頂証明書」をインター
ネットで発行オーダー出来るオンラインサービスを開始しました。
①「富士山登頂証明書」
登頂＝山頂まで登りきった方へ
発行する有料（1通1,050円＋送
料）の証明書です。
②「富士山登山記念状」
富士山に訪れた方全員に無料で
発行している記念状です。シス
テム上で作成した記念状データ
をご自身でダウンロード。
facebook、twitterと連動し、
ダウンロードした記念状を容易
に投稿できます。

富士山登頂証明書オンライン発行サービス「ノボルノボル富士山」

登頂または登山したことが証明できる写真データがあれば、過
去の登山に対する証明書も発行できます。お申し込みは下記
ホームページから！

登頂証明書

登山記念状

検 索ノボルノボル富士山

http://www.fujisan3776.com/

【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25年6月28日（金）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。

本誌のデータは、平成25年2月27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。

笛吹市旬のフルーツ（桃）　２㎏
オノオレカンバ（木製）印鑑（１２ｍｍ）　１本
下部温泉鉱泉 ミネラルウォーター「信玄」
富士山のうまい水(500ml)　２４本入り
ラベンダー（５号鉢）　１鉢
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　１セット
とうもろこし焼酎ワインセット
山中湖ワイン　１本

５名様
２名様
５名様
５名様
５名様

５名様
５名様
１名様

1
2
3
4
5
6
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笛吹市
市川三郷町
身延町
西桂町
富士河口湖町
富士吉田市

中央市
山中湖村


