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〒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/

検 索いい旅やまなしナビ

いつでも着地型ツアーが見れる

観光スポット、イベント情報満載

2013 7.1(mon) ▼ 9.30(mon)

富士山と山梨の夏を楽しむ
国文祭 夏のステージ開催

マスコットキャラクター　
カルチャくん

夏号
2013
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富士の国やまなし
観光キャラバン隊長
マスコット「ひし丸」



夏のステージ

オープニングイベント

■プログラム
　オープニングパフォーマンス
　お道開きの中継
　サマーカーニバル

入場券が必要です。観　覧

６月３０日（日）／午後３時～午後８時
河口湖ステラシアター（南都留郡富士河口湖町船津）

幕絵甲子園２０１３
８月１０日（土）／午前9時～午後2時
甲府駅北口よっちゃばれ広場
●電車／JR甲府駅北口徒歩約1分　●自家用車／中央自動車道甲府南ICから国道358号線（平和通り）を甲府駅に向け北進
●駐車場／周辺の有料駐車場をご利用ください。

ウェルカムイベント

自由。飲食有料。観覧

午後  5時～午後8時
午前10時～午後8時
午前10時～午後8時

■パフォーマンスステージ
■BBQパーク ■ワークショップ 当日受付５０席が

先着順であります。

７月６日（土）／午後1時～午後5時

■第１部／ストリングスの生演奏と詩の朗読、２２３雑学王選手権、
　　　　  山ガールファッションショー
■第２部／ゲスト講演：野口  健、パネルディスカッション

■アートパフォーマンス（４５分×４ピリオド）
■作品披露、審査・休憩、結果発表
■応援団による応援　■出店

富士五湖文化センター【ふじさんホール】（富士吉田市緑ヶ丘）
●電車／富士急行線月江寺駅徒歩約5分　●自家用車／中央自動車道河口湖IC約7分
●駐車場／145台（臨時駐車場400台）

自由。観覧

コーディネーター／近藤信行　　パネリスト／高階秀爾、石田千尋、覚和歌子、C.W.ニコル

富士山の魅力  ～日本文化の象徴として～
やまなし発見フォーラム
富士山の魅力  ～日本文化の象徴として～

ゲスト講演
野口 健

パネリスト
Ｃ．Ｗ．ニコル

会場での
お楽しみ■呈茶

■東部地域の郷土料理や
特産品の飲食コーナー

■クライミング体験
コーナー

国文祭に行こう！
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！
（7月～9月）夏

※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
　　　　　　　富士の国やまなし国文祭コールセンター／055-227-3132（9：00～17：45）
　　　　　　　（近畿日本ツーリスト（株）甲府支店内）

やまなし国文祭詳しくは公式HPで
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山梨県の姉妹地域からサム
ルノリ モ

ルゲ（大韓民国 忠清北道
）、グルポ 

フォルコーリコ アルアンダ
（ブラジル 

ミナスジェライス州）が出演

オススメ!
寄ってけし！観てけし！食べ

てけし！夏の

ウェルカムは七夕ムード！浴
衣でどうぞ！

オススメ!

１０メートルの幕絵制作は圧
巻！！オススメ!

かけがえのない遺産。

「富士山」の魅力が再発見で
きます。オススメ!

シンボル幕絵
「片岡鶴太郎氏作『山梨四季彩歌』」展示
６月２６日（水）～８月１８日（日）山梨県立図書館

７月５日（金）／
６日（土）／
7日（日）／

甲府駅北口よっちゃばれ広場
●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ICから国道358号線（平和通り）を
　　　　　　甲府駅に向け北進
●駐車場／周辺の有料駐車場をご利用ください。

観覧応募
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富士山世界文化遺産
構成資産を巡ろう！

富士山信仰の
歴史が辿れる
富士吉田の町、
ぜひ遊びにき
てください！

本栖湖 MAP-I 精進湖 MAP-J 西湖 MAP-K 河口湖 MAP-L 山中湖 MAP-M
神秘的な瑠璃色の水をたたえる
本栖湖。その北岸からは、千円札
の図柄となった富士山の雄姿が
望めます。

明治時代から、ここから眺める富
士山の美しさに魅せられ、多くの外
国人観光客が訪れています。子抱
き富士が見られることでも有名。

クニマスが発見されて注目を集め
ています。御坂山地、足和田山、
樹海に囲まれた西湖の澄んだ湖
面は秀逸。

日本の代表的なイメージとして連
想されることが多い河口湖畔の
桜と富士。古来から富士山の景
勝地として有名です。

10月から2月にかけて富士山頂に
沈むダイヤモンド富士も見られる
山中湖は古くから文人に愛されて
きました。

北口本宮冨士浅間神社を起点とし、富士山頂を目指す
道。14世紀後半には宿坊も出来始め、大勢の人々が登
るための設備が整うようになりました。

吉田口登山道 MAP-D
9世紀後半に起こった噴火を契機に、北麓側に初めて建
立された浅間神社であると伝えられています。御神木の七
本杉も有名です。

河口浅間神社 MAP-E
山頂には、火口壁に沿って神社等の宗教関連施設が分布してい
ます。山頂において「ご来光」を拝むことや、8つの頂部を巡る「お
鉢めぐり」は、現代においても多くの登山者が行っています。

山頂の信仰遺跡群 MAP-F

富士山の伏流水による八つの湧水地で、富士山信仰に
関わる巡拝地として八海それぞれに八大竜王を祀ってい
ます。道者たちはこの水で穢れを祓いました。

忍野八海 MAP-H

修験や登拝といった富士山信仰の拠点として位置づけら
れる二合目の本宮（もとみや）と、河口湖周辺の産土神と
しての里宮が一体となって機能してきた神社です。

1617年に長谷川角行が富士登拝した際、北麓に洞穴を
発見し、浅間大神を祀りました。富士講信者によって、
1673年には現在の船津胎内樹型が発見された。

船津胎内樹型 MAP-B冨士御室浅間神社 MAP-A
遥拝所に祀られていた浅間大神を起源とし、1480年には「富士
山」の鳥居が建立され、16世紀半ばには浅間神社の社殿が整っ
ていたとされます。

北口本宮冨士浅間神社 MAP-C

伝説の山伏『役小角』の登場以降、山中で修行を行う修験道が展開しました。後に
庶民にも門戸が開かれ、登山そのものを信仰行為とする「登拝」へと形を変え、江戸
時代の『富士講』が隆盛へとつながります。写真は明治時代の富士講の様子です。

富士講 

御師は、夏は登拝のために訪れた道者に宿や食事を提供
するなど一切の世話をするとともに、日常は富士山信仰の
布教活動と祈祷を行うことを業としました。

御師住宅（旧外川家住宅） MAP-G

神聖で荘厳な姿の富士山。日本と日本文化を象徴する「名山」として世界的な地位を確立してきました。
富士山の世界文化遺産登録を記念し、あらためて富士山・富士五湖地域を歩いてみましょう！

神聖で荘厳な姿の富士山は、独特の性質を持つ富士山
信仰を育み、また、海外の芸術家にも影響を与えた浮世
絵などの多くの芸術作品に取り上げられてきました。この
信仰の対象・芸術の源泉である富士山は、日本と日本文
化を象徴する「名山」として世界的な地位を確立してきま
した。私たちは日本人にとってかけがえのない宝物であ
る富士山を、人類共通の財産として未来に引き継いでい
きたいと思います。富士山の世界文化遺産登録を記念し
あらためて富士山・富士五湖を歩いてみましょう！

御師の家協力員の
外川さん



富士に向かってみんなで奏でるハーモニー！ 音を楽しむ村ごと創造空間！！

●電車／富士急行線富士山駅から富士急路線バス約25分
●自家用車／東富士五湖道路山中湖ICより約15分

山中湖村

山中湖交流プラザきらら 野外ステージシアターひびき（山中湖村平野479-2）
7月21日（日）

第28回国民文化祭山中湖村実行委員会事務局
（山中湖村教育委員会内）
0555-62-3813　　　h-taisuke@vill.yamanakako.lg.jp
http://kokubunsai.vill.yamanakako.yamanashi.jp

問

TEL
HP

Mail

～虚子・風生の里 山中湖で富士を詠もう～

●電車／富士急行線富士山駅から富士急路線バス約25分
●自家用車／東富士五湖道路山中湖ICより約15分

山中湖村

山中湖文学の森公園（山中湖村平野506-296）ほか周辺

8月19日（月）／18：00～20：00  オープニングセレモニー
8月20日（火）／11：30～16：15  俳句大会

四季の杜おしの公園　小池邦夫絵手紙美術館
0555-84-3222
okada-koikeartmuseum@joy.ocn.ne.jp　　　http://www15.ocn.ne.jp/̃o-k.muse/

問
TEL

HPMail

●電車／富士急行線富士山駅からバス内野行
　　　　四季の杜おしの公園下車徒歩0分
●自家用車／中央自動車道河口湖ＩＣから約15分

忍野村

忍野村忍草2838－1

●電車／富士急行線河口湖駅からタクシー約5分
●自家用車／中央自動車道河口湖ＩＣより約5分
　　　　　　（八王子より約50分）
　　　　　　東富士五湖道路富士吉田ＩＣより約３分（御殿場より約３０分）
●シャトルバス／河口湖駅ステラシアター間往復（14：15～予定）

●電車／富士急行線河口湖駅からタクシー約5分
●自家用車／中央自動車道河口湖ＩＣより約5分
　　　　　　（八王子より約50分）
　　　　　　東富士五湖道路富士吉田ＩＣより約３分
　　　　　　（御殿場より約３０分）
●シャトルバス／河口湖駅ステラシアター間往復

富士河口湖町

河口湖ステラシアター（富士河口湖町船津５５７７）

8月１１日（日）
14：45開場、15：30開演

第28回国民文化祭山中湖村実行委員会事務局
（山中湖村教育委員会内）
0555-62-3813
h-taisuke@vill.yamanakako.lg.jp
http://kokubunsai.vill.yamanakako.yamanashi.jp

問

TEL

HP
Mail

河口湖ステラシアター（富士河口湖町船津５５７７）

9月15日（日）12：00～  
学生バンド等によるライブ
9月16日（月・祝）13：30～
一般バンド等によるライブ
※9月14日（土）、15日（日）に富士急ハイランドなどでコンボ等小編成の
　ミニライブの機会があります。詳細についてはお問合せください。

絵手紙がつなぐ心とこころ～花の絵手紙の贈り物～
7月3日（水）～9月8日（日）
10:00～17：00

河口湖ステラシアター（野外音楽堂）　　　0555-72-5588
stellar@town.fujikawaguchiko.lg.jp　　　http://www.stellartheater.jp/

問 TEL
HPMail

●電車／富士急行線河口湖駅からタクシー約5分
●自家用車／中央自動車道河口湖ＩＣより約5分
　　　　　　（八王子より約50分）
　　　　　　東富士五湖道路富士吉田ＩＣより約３分
　　　　　　（御殿場より約３０分）
●シャトルバス／河口湖駅ステラシアター間往復

富士河口湖町

富士の裾野に広がれ！
湖面を渡れ！色とりどりのハーモニー

河口湖ステラシアター（富士河口湖町船津５５７７）

9月29日（日）／10：00～18：30
※9月28日（土）に町内ショッピングセンターや駅などで
　ミニ演奏会の機会があります。

河口湖ステラシアター（野外音楽堂）
0555-72-5588
stellar@town.fujikawaguchiko.lg.jp
http://www.stellartheater.jp/

問
TEL

HP
Mail

●電車／富士急行線河口湖駅からタクシー約5分
●自家用車／中央自動車道河口湖ＩＣより約5分（八王子より約50分）
　　　　　　東富士五湖道路富士吉田ＩＣより約３分（御殿場より約３０分）
●シャトルバス／河口湖駅ステラシアター間往復

富士河口湖町

佐渡裕指揮による感動の第九演奏会が富士山の麓 河口湖で実現！

河口湖ステラシアター（富士河口湖町船津５５７７）

8月25日（日）
【第一部】歌の祭典  15：１５開場／16：００開演
【第二部】第九演奏会  17：３０開演／19：００終演
※開場、開演時間は変更になる場合があります。

河口湖ステラシアター（野外音楽堂）
0555-72-5588
stellar@town.fujikawaguchiko.lg.jp
http://www.stellartheater.jp/

問
TEL

HP
Mail

富士山の麓に響き渡るジャズサウンド♪

河口湖ステラシアター
（野外音楽堂）
0555-72-5588
stellar@town.fujikawaguchiko.lg.jp
http://www.stellartheater.jp/

問

TEL

HP
Mail

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（第3回）

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。今回は「富士山」をテーマに。

【実施】富士五湖アコースティックギタークラブ
【問い合わせ先】第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局　055-223-1360

8月14日（水）11:00～15：00（予定）
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IC→約15分［　　 ］車

提案事業

富士山ハーモニーコンサート ～自然をテーマにした合唱の集い～

富士河口湖町
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忍野八海忍野八海

桂川桂川

AA

CC

BB

EE

DD

KK

LL
KK

FF
JJ II

HH
GG

桂川釣り
富士山の麓の清流にヤマメ、ニジマス、ウグイなどが多く棲息。ビギ
ナーからベテランまで楽しめ、日本有数の本格的フライフィッシング
のメッカでもある。　<都留漁業協同組合 ☎0555-25-2929
<忍野村観光協会☎0555-84-4222　<忍野村役場地域振
興課　☎0555-84-7794

;中央自動車河口湖ICから車約10分　;富士急行線富士山駅からバス約20分
<忍野村観光協会　10555-84-4222

鳴沢氷穴
総延長153mの環状形の洞穴内を散策
しながら、成長期に３mにも達するという天
然氷柱など、一年中氷に覆われた溶岩洞
穴の神秘の世界を観察できる。　;中央
自動車河口湖ICから車約15分　;富士
急行線河口湖駅からバス約25分　
<鳴沢氷穴　☎0555-85-2301　
※風穴と氷穴は樹海の森を通る散策路で
つながっています

西湖コウモリ穴

忍野八海

青木ヶ原樹海
富士山の溶岩大地に広がる日本屈指の貴重な
原生の森。遊歩道や散策路を利用すれば、苔
むした神秘的な美しさの森で最高の森林浴や
野鳥観察が楽しめる。
;中央自動車道河口湖ICから車約30分
;富士急行線河口湖駅からバス約30分
<富士河口湖町観光課　☎0555-72-3168
<鳴沢村企画課　☎0555-85-2312

富士山・富士五湖エリア

ソフトクリーム
富士五湖は、ご当地名
産のソフトクリームが
いっぱい！ ラベンダー、
ブルーベリー、とうもろこ
し、富士桜ソフトなど、富
士山の大自然育ちのス
イーツは味わい格別！

ふじフォン
地元の食材を使い１つ１つ丁寧に焼かれた富
士山のカタチのシフォンケーキ。パウダーシュ
ガーで富士山の雪をイメージ。
<シフォン富士　10551-42-1118

ブルーベリー狩り 7月上旬～８月中旬、完熟ブルー
ベリーの摘み取りと食べ放題が

できる。ジューシーな酸味と甘みの爽やかさ！　<河口湖自然生活館／大石地区☎0555-76-8230
;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バス約30分　
<鳴沢村ブルーベリー生産組合／臼田和地区☎090-5565-0074／大木原地区☎
080-6542-1644／砂細地区☎090-5565-0074　;中央自動車道河口湖ICから車約15分
※平日に来園される場合には電話でご予約下さい。

宝めぐりプレゼント（P23）
鳴沢ブルーベリージュース

とうもろこし
リピーター続出！甘みたっぷりの「朝採りとうも
ろこし」。8月中旬にはもろこしまつりを開催。

宝めぐりプレゼント
（P23）とうもろこし

宝めぐりプレゼント（P23）
三ツ峠のうまい水

富士の裾野の
ニッポンイチの水の名所へ

天然の冷蔵庫
富士山の地下世界へ！

遊ぶ

明見湖
かつての富士八湖の一つで、８月上旬～中
旬にかけ池一面に蓮の花が咲き誇る。公
園内で自然観察やウォーキング、釣りなども
楽しめる。
;中央自動車河口湖ICから車約20分　
;富士急行線下吉田駅から徒歩約35分
<ふじよしだ観光振興サービス　
☎ 0555-21-1000

観る

リサとガスパール タウン
富士急ハイランドに隣接する、フランス生まれの人気キャラクター
「リサとガスパール」のテーマパークです。
;中央自動車河口湖ICからすぐ　;富士急行線富士急ハイラン
ド駅から徒歩すぐ　<富士急ハイランド　☎0555-23-2111

散策

体験

体験

YAMANAKAKO NO KABA
湖畔はもちろん山中湖の湖面をも自在に走る、県内初の水陸両用バス
「YAMANAKAKO NO KABA」。自然をまるごと体感できます。　;東富士
五湖道路山中湖ICより車約10分〈発着場所：山中湖旭日丘バスターミナル〉
<富士急コールセンター　10555-73-8181

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
です。証明書には、登頂＝山頂まで登りきった方へ発
行する「富士山登頂証明書」と、富士山に訪れた方に
発行している「富士山登山記念状」の2種類（有料）が
あります。登頂証明書は、やまなし観光推進機構が発
行主となる山梨県公認の証明書です。
お申込みは下記ホームページから！
http://www.fujisan3776.com/

遊ぶ
三ツ峠山　

山紫水明の西桂町から目指せる三ツ峠の山頂は、
日本一と名高い富士山の眺めで有名。登山道周辺
を信仰登山の遺跡群や季節の花々が彩る。帰りは
のんびりとグリーンセンターで温泉も。　;中央自動
車都留ICから車約30分　;富士急行線三つ峠駅から徒
歩約15分　<西桂町産業振興課　☎0555-25-2121
<富士河口湖町観光課　☎0555-72-3168

散策

味わう

お土産

味わう

味わう

親子

親子

日本名水百選の地。富士山の雪解け水が数十年の歳月をかけ湧き出す
8つの湧水群の吸い込まれそうに神秘的な水色。

遥かな時間をかけ日本一の富士山が磨いた伏流水が、湧水池となり、
清らかな川となり、富士の裾野はいたるところ水の名所
…その透明な輝きと生命力に癒される！

富士の樹海の森の下に広がるもう一つの富士山の世界。
富士山の噴火活動が生み出した溶岩洞窟内は夏でもヒンヤリ。
地上から隔絶された濃密に澄んだ空気が一気にリフレッシュさせてくれる。

農の駅・ＪＡ北富士河口湖物産館

富岳風穴
平均気温3℃、まさに天然の冷凍庫！夏でもふるえるような溶岩洞
穴内には昭和初期まで使用されていた蚕の卵の貯蔵庫跡も。
;中央自動車道河口湖ICから車約15分　;富士急行線河
口湖駅からバス約25分　<富岳風穴　☎0555-85-2300
　

総延長350mの富士山麓で最大級の溶岩洞窟。  鍾乳
石や波状溶岩、溶岩ドームなどが観察でき、他の洞穴よ
り温度が高くコウモリの冬眠場になっている。
;中央自動車道河口湖ICから車約25分　;富士急行
線河口湖駅からバス約35分　<西湖コウモリ穴管理事
務所　10555-82-3111

買物

河口湖畔の３つの直売所で、朝採りにこだわった地元産の新鮮な
「ふじさん野菜」が手に入ります。　;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バス約15分　<JA
北富士河口湖物産館　☎0555-76-8300（火曜日定休）

体験

農の駅・JA北富士
河口湖物産館
販売担当の
古屋さん

MAP-A

MAP-B

MAP-C

MAP-D

MAP-F

MAP-G

MAP-J

MAP-I

MAP-L

MAP-K

MAP-H

ここでしか手
に入らない
珍しい野菜
など、早いも
の勝ちです！

歩く

三ッ峠グリーンセンター

富士登山証明書

MAP-E

遊ぶ

親子

〈富士急ハイランド内に今夏オープン！〉



●電車／ＪＲ中央本線大月駅、富士急行線大月駅
●自家用車／中央自動車道大月ＩＣから約５分　

大月市

大月駅周辺（国道20号）

８月３日（土）／１７：００～２１：００
（市内団体を中心とした公演）

街が鳴る　心が踊る
阿波踊りストリートバージョン

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

HP
Mail

●電車／JR青梅線奥多摩駅からバス約55分
●自家用車／中央自動車道上野原ICから約60分
　　　　　　中央自動車道勝沼ICから約70分

丹波山村

丹波山村交流促進センター（丹波山村1256）
7月28日（日）／10:00～16:00

皆で歌い伝えよう
昭和、平成のよき詩 懐かしきメロディ－

第28回国民文化祭丹波山村実行委員会事務局
（丹波山村教育委員会内）
0428-88-0211
kyoiku@vill.tabayama.yamanashi.jp
http://www.vill.tabayama.yamanashi.jp

問

TEL

HP
Mail

●電車／富士急行線谷村町駅から徒歩約2分
●自家用車／中央自動車道都留ICから約5分

都留市

ミュージアム都留（都留市上谷1-5-1）

富士の国 やまなし！ 甲斐絹

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

9月22日（日）
　～10月27日（日）
9:00～17:00（最終入館時間は16:30）
※月曜日、祝日の翌日は休館 

富士の国やまなし国文祭
ロックフェスティバルin桜座

まちなかステージ等で熱いロック魂を披露し、国民文化
祭を盛り上げている県内アマチュアロックバンドが、成
果を結集したライブを桜座で行います。

【実施】富士の国やまなし国文祭ロックフェスティバルin桜座運営委員会
【問い合わせ先】第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局（山梨県生涯学習文化課内）　055-223-1797

８月２４日（土）13:00～19:45
桜座／甲府市中央１丁目１－７

日時
会場
交通 JR中央本線甲府駅→徒歩約14分［　　 ］電車

甲府市

●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２０分　

甲府市

甲府市総合市民会館（甲府市青沼3-5-44）

【全国公募公演（一般作品）】 8月3日（土）
【全国公募公演（児童向作品）】 8月4日（日）
【演劇ネットワーク公演】11月10日（日）

寄っちゃばれ、甲府の街に煌く舞台

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

●電車／ＪＲ中央本線甲府駅から徒歩約20分（タクシー約5分）
●自家用車／中央自動車道甲府昭和 ＩＣから約20分

甲府市

コラニー文化ホール【山梨県立県民文化ホール】（甲府市寿町26-1）
8月11日（日）／13：00～16：00
山々に守られし地に集い、舞い踊るミューズたち

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

●電車／【甲斐市敷島総合文化会館、甲斐市立竜王図書館】ＪＲ中央本線竜王駅からシャトルバス
　　　　【甲斐市双葉ふれあい文化館】ＪＲ中央本線塩崎駅から徒歩約5分
●自家用車／【甲斐市敷島総合文化会館、甲斐市立竜王図書館】中央自動車道甲府昭和 ＩＣから約２０分、
　　　　　　【甲斐市双葉ふれあい文化館】中央自動車道双葉スマートＩＣ（ETC専用）から約５分

甲斐市

【第１部】甲斐市敷島総合文化会館（甲斐市島上条１０２０）
【第２部】甲斐市立竜王図書館（甲斐市篠原２６１０－１２）
【第３部】甲斐市双葉ふれあい文化館（甲斐市下今井２３０）

【第１部】8月11日（日）／13：00～15：00
【第２部】9月8日（日）／13：30～16：00
【第３部】9月22日（日）／13：30～15：30

ことばと心を声にのせて～ひびけ甲斐の国から～

第28回国民文化祭甲斐市実行委員会事務局（甲斐市教育委員会生涯学習文化課内）
055-278-1697　　kai-shougai@city.kai.lg.jp　　http://www.city.kai.yamanashi.jp/

問
TEL HPMail

●電車／ＪＲ中央本線甲府駅からバス敷島営業所行約２０分
　　　　ＪＲ中央本線竜王駅からシャトルバス
●自家用車／中央自動車道甲府昭和 ＩＣから約２０分、双葉スマートＩＣ（ETC専用）から約５分

甲斐市

甲斐市敷島体育館（甲斐市島上条２２９４）
９月２９日（日）／９：0０～１8：３０
甲斐路の秋に　夢と感動のステージを

第28回国民文化祭甲斐市実行委員会事務局（甲斐市教育委員会生涯学習文化課内）
055-278-1697　　kai-shougai@city.kai.lg.jp　　http://www.city.kai.yamanashi.jp/

問
TEL HPMail 76
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昭和町

甲府市甲斐市

中央市

昇仙峡ロープウェイ昇仙峡ロープウェイ

板敷渓谷板敷渓谷

曽根丘陵公園曽根丘陵公園

シルクの里公園シルクの里公園

スィートコーンスィートコーン

杉浦医院杉浦医院

サントリー
登美の丘ワイナリー
サントリー
登美の丘ワイナリー

身
延
線

中央本線

川

無

釜

AA

BB

DD

CC

EE

FF

十日市場•夏狩湧水群
地区内に湧水地が10カ所以上、清らかな富士山の伏流水
がこんこんと湧き出している。観光地化されていない澄んだ
湧水群の空気が感じられる。「平成の名水百選」の地。
;中央自動車道都留ICから車約10分　;富士急行線十
日市場駅から徒歩約5分
<都留市産業観光課　☎0554-43-1111

甲府・昇仙峡エリア

森の放牧卵のおいしさが感
じられるバームクーヘン。１
個につき3個半の卵が使わ
れる贅沢さ。バニラとラム酒
がほのかに香り、ちょっと温
めて朝食にもおすすめ！
<黒富士農場
1055-277-0211

スイートコーン
中央市特産のスイートコーン
「ゴールドラッシュ」はもろこし
の中でも糖度が高く、生で食
べれるほどの皮の柔らかさが
特徴。シャキっとして水気
たっぷりの極上の味わい。
<中央市農政観光部 農政課　☎055-274-8581
<道の駅とよとみ　☎055-269-3424

宝めぐりプレゼント（P23）
中央市のスイートコーン

山紫水明の
甲斐の国で夏やすみ

マイナスイオンを
全身に浴び
夏満喫の渓流へ！

散策
シルクの里公園

養蚕の里•豊富のシンボル的公園。遊具広場では白いまゆの形をし
たトランポリンなどユニークな遊具が子供たちに大人気。遊んだ後は
温泉入浴・食事・宿泊ができる「シルクふれんどりぃ」へ。　;中央自
動車道甲府南ICから車約10分　;JR身延線東花輪駅からタク
シー約10分　<中央市豊富郷土資料館　☎055-269-3399

遊ぶ
風土記の丘•曽根丘陵公園

東日本最大級の銚子塚古墳をはじめ貴重な古墳群を中心に、広
大な芝生広場や子どもたちに人気のアスレチック遊具が充実。県
立考古博物館もあって古代ロマンにひたれる。 　;中央自動車
道甲府南ICから車約5分　;JR中央本線甲府駅からタクシー
約30分　<曽根丘陵公園管理事務所　☎055-266-5854

遊ぶ

味わう親子

親子

小菅村フィッシングビレッジ・原始村
縄文時代の竪穴式、横穴式住居を模したバンガローに泊まれる。魚のつかみ取りなど
川遊びやバーベキューも楽しめ、そば処も人気。　;中央自動車道上野原ICから車約
50分　;JR青梅線奥多摩駅からバス約40分　
<小菅村観光協会　☎0428-87-0741
<原始村管理事務所　☎0428-87-0803　

体験

緑あふれる庭園の敷地内には、国の登録有形文化財指定の
建造物が５件。地方病撲滅に尽力した杉浦親子の業績を讃
え、旧病院建物や庭園部分などを一般公開。　;●中央自動
車道甲府昭和ICから車約5分　;JR身延線国母駅からタクシー
約5分　<風土伝承館杉浦醫院　☎055-275-1400

観る

桂川ウェルネスパーク
富士山が眺望できる高台にある広大な公園。アスレチック遊具、運
動広場、BBQサイト、自然散策路、ドッグランなどが充実し、親子で一
日のびのび楽しめる。　;中央自動車道上野原ICから車約20分
;JR中央本線鳥沢駅からタクシー約10分　
<桂川ウェルネスパーク　☎0554-20-3080

遊ぶ
田原の滝

道志渓谷
東西28kmに手つかずの自
然が続く道志渓谷。美しい滝
や吊り橋、源頼朝伝説が残
る「的様」など自然の芸術と
もいえる渓谷美と、渓流釣り
やキャンプなどが満喫できる。
;J中央自動車道都留ICか
ら車約30分　;富士急行
線都留市駅からバス約40
分　<道志村観光協会
☎0554-52-1414

大月・都留エリア

道の駅どうし
特産のクレソンを使ったオリジナル商品が
充実した道の駅。生クレソンはもちろん、ク
レソンジュースにクレソンうどん＆ソバ、クレ
ソンカレー、クレソンジュースなど驚きの品
揃え。併設の「手作りキッチン」でもクレソン
メニューがいただけます！
;中央自動車道都留ICから車約30分
;富士急行線都留市駅から車約30分　
<道の駅どうし　10554-52-1811

板敷渓谷
昇仙峡の上、荒川ダムの奥にある穴場の秘境。大小の滝が
多く、特に落差40mを誇る華麗な「大滝」は一見の価値あり。
;中央自動車道甲府昭和ICから車約70分;JR中央本線
甲府駅からバス約50分・徒歩60分
<昇仙峡観光協会　☎090-8648-0243
<甲府市観光協会　☎055-226-6550

散策

昇仙峡
白く輝く花崗岩の断崖、主峰「覚円峰」をはじめ、迫力
の奇岩連なる渓谷再奥部で水飛沫をあげるのは「仙
娥滝」。夏でも冷気が満ちる深山幽谷の世界。
;中央自動車道甲府昭和ICから車約60分　
;JR中央本線甲府駅からバス約30分
<昇仙峡観光協会　☎090-8648-0243
<甲府市観光協会　☎055-226-6550

散策

味わう

町の喧噪が遠く感じらえる手つかずの自然が残るエリア。
あふれるほどの森の水の世界に、元気な遊び心や、
夏への冒険心が思わずよみがえってくる！

甲府盆地からほんのちょっと足を伸ばすだけで、
遠出しなくても、清らかな緑と水があふれる自然のなかで、
最高の想い出づくりができてしまう、山国やまなしならでは！

味わう

クレソンケーキ
「新鮮なクレソンにバター
たっぷりで濃厚に仕上げた
クレソンケーキがお土産に
人気です！」

MAP-A

MAP-B

MAP-D
MAP-I

MAP-K

MAP-G

MAP-L

MAP-E

観る

清流桂川が勢いよく滝壷を打ち階段状に流れ
る様子は、都留に滞在した松尾芭蕉が句に詠
んだほどの絶景。　
;中央自動車道都留ICから車約10分　
;富士急行線十日市場駅から徒歩5分　
<都留市産業観光課　☎0554-43-1111

かりんとう饅頭
伝統の手作りあんこに、黒蜜や揚げ油にもこ
だわり、揚げたてのサクっとした食感と少し時
間がたったしっとりとした食感、どちらも楽しめ
る絶妙なおいしさ。
<都留市産業観光課　10554-43-1111 公園内の畑で

農業体験もで
きるなどイベン
ト情報もチェッ
クして下さい！

味わう

風土伝承館 
杉浦醫院

MAP-F
MAP-J

MAP-H

黒富士農場のバウムクーヘン

サントリー登美の丘ワイナリー
広大な自家ぶどう園をもつ登美の丘ワイナリー。ワイン工場見学や
テイスティングを楽しめるほか、登美の丘でつくられたワインを販売す
るワインショップやレストランもございます。
;中央自動車道甲府昭和ICから車約25分　双葉スマートICから車
約10分　;JR中央線竜王駅からタクシー約15分　<サントリー登
美の丘ワイナリー　☎0551-28-7311（水曜定休）

観る
MAP-C

道の駅どうしスタッフの 柏村さん　

桂川ウェルネスパーク
インタープリターの加藤さん
桂川ウェルネスパーク
インタープリターの加藤さん

丹波渓谷
多摩川源流の丹波川に沿って約10キロの風光明媚なドライブスポット。帰りには「のめっこい」硫黄泉で有
名な丹波山温泉のめこい湯で一休み。　;JR青梅線奥多摩駅からバスで約56分、バス停・丹波下車、徒
歩約60分　;中央自動車道八王子ICから約90分　<丹波山村観光協会　☎0428-88-0411

散策
MAP-G

散策

趣き深い建物
と庭園ではホ
タル観賞会や
茶会なども開
かれます！」

●電車／ＪＲ中央本線大月駅、富士急行線大月駅
●自家用車／中央自動車道大月ＩＣから約５分　

大月市

大月駅周辺（国道20号）

８月３日（土）／１７：００～２１：００
（市内団体を中心とした公演）

街が鳴る　心が踊る
阿波踊りストリートバージョン

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

HP
Mail

●電車／JR青梅線奥多摩駅からバス約55分
●自家用車／中央自動車道上野原ICから約60分
　　　　　　中央自動車道勝沼ICから約70分

丹波山村

丹波山村交流促進センター（丹波山村1256）
7月28日（日）／10:00～16:00

皆で歌い伝えよう
昭和、平成のよき詩 懐かしきメロディ－

第28回国民文化祭丹波山村実行委員会事務局
（丹波山村教育委員会内）
0428-88-0211
kyoiku@vill.tabayama.yamanashi.jp
http://www.vill.tabayama.yamanashi.jp

問

TEL

HP
Mail

●電車／富士急行線谷村町駅から徒歩約2分
●自家用車／中央自動車道都留ICから約5分

都留市

ミュージアム都留（都留市上谷1-5-1）

富士の国 やまなし！ 甲斐絹

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

9月22日（日）
　～10月27日（日）
9:00～17:00（最終入館時間は16:30）
※月曜日、祝日の翌日は休館 

富士の国やまなし国文祭
ロックフェスティバルin桜座

まちなかステージ等で熱いロック魂を披露し、国民文化
祭を盛り上げている県内アマチュアロックバンドが、成
果を結集したライブを桜座で行います。

【実施】富士の国やまなし国文祭ロックフェスティバルin桜座運営委員会
【問い合わせ先】第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局（山梨県生涯学習文化課内）　055-223-1797

８月２４日（土）13:00～19:45
桜座／甲府市中央１丁目１－７

日時
会場
交通 JR中央本線甲府駅→徒歩約14分［　　 ］電車

甲府市

●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２０分　

甲府市

甲府市総合市民会館（甲府市青沼3-5-44）

【全国公募公演（一般作品）】 8月3日（土）
【全国公募公演（児童向作品）】 8月4日（日）
【演劇ネットワーク公演】11月10日（日）

寄っちゃばれ、甲府の街に煌く舞台

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

●電車／ＪＲ中央本線甲府駅から徒歩約20分（タクシー約5分）
●自家用車／中央自動車道甲府昭和 ＩＣから約20分

甲府市

コラニー文化ホール【山梨県立県民文化ホール】（甲府市寿町26-1）
8月11日（日）／13：00～16：00
山々に守られし地に集い、舞い踊るミューズたち

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

●電車／【甲斐市敷島総合文化会館、甲斐市立竜王図書館】ＪＲ中央本線竜王駅からシャトルバス
　　　　【甲斐市双葉ふれあい文化館】ＪＲ中央本線塩崎駅から徒歩約5分
●自家用車／【甲斐市敷島総合文化会館、甲斐市立竜王図書館】中央自動車道甲府昭和 ＩＣから約２０分、
　　　　　　【甲斐市双葉ふれあい文化館】中央自動車道双葉スマートＩＣ（ETC専用）から約５分

甲斐市

【第１部】甲斐市敷島総合文化会館（甲斐市島上条１０２０）
【第２部】甲斐市立竜王図書館（甲斐市篠原２６１０－１２）
【第３部】甲斐市双葉ふれあい文化館（甲斐市下今井２３０）

【第１部】8月11日（日）／13：00～15：00
【第２部】9月8日（日）／13：30～16：00
【第３部】9月22日（日）／13：30～15：30

ことばと心を声にのせて～ひびけ甲斐の国から～

第28回国民文化祭甲斐市実行委員会事務局（甲斐市教育委員会生涯学習文化課内）
055-278-1697　　kai-shougai@city.kai.lg.jp　　http://www.city.kai.yamanashi.jp/

問
TEL HPMail

●電車／ＪＲ中央本線甲府駅からバス敷島営業所行約２０分
　　　　ＪＲ中央本線竜王駅からシャトルバス
●自家用車／中央自動車道甲府昭和 ＩＣから約２０分、双葉スマートＩＣ（ETC専用）から約５分

甲斐市

甲斐市敷島体育館（甲斐市島上条２２９４）
９月２９日（日）／９：0０～１8：３０
甲斐路の秋に　夢と感動のステージを

第28回国民文化祭甲斐市実行委員会事務局（甲斐市教育委員会生涯学習文化課内）
055-278-1697　　kai-shougai@city.kai.lg.jp　　http://www.city.kai.yamanashi.jp/

問
TEL HPMail 76



●電車／ＪＲ中央本線韮崎駅から徒歩約４０分
　　　　（タクシー約１０分）、
　　　　ＪＲ中央本線韮崎駅からバス仁田平行
　　　　文化ホール入口下車徒歩約６分
●自家用車／中央自動車道韮崎ＩＣから約１０分

韮崎市

東京エレクトロン韮崎文化ホール
（韮崎市藤井町坂井２０５）

8月25日（日）／13:30～16:00
武田の里から「スポーツ文化」の魅力発信

第28回国民文化祭韮崎市実行委員会事務局
（韮崎市教育委員会教育課内）
0551-22-1111（代表）
kokubunsai@city.nirasaki.lg.jp
http://www.city.nirasaki.lg.jp/

問

TEL

HP
Mail

●電車／ＪＲ中央本線韮崎駅から徒歩約１分
●自家用車／中央自動車道韮崎ＩＣから約１０分

韮崎市

韮崎市民交流センター（韮崎市若宮一丁目2-50）

９月１日（日）～１１月１０日（日）／９：００～１７：００
月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）及び祝日の翌日はお休み

「武田の里」韮崎が生んだ二人の偉人

第28回国民文化祭韮崎市実行委員会事務局
（韮崎市教育委員会教育課内）
0551-22-1111（代表）
kokubunsai@city.nirasaki.lg.jp
http://www.city.nirasaki.lg.jp/

問

TEL

HP
Mail

北杜市

  7月20日（土）オオムラサキの里ウォーク
  8月10日（土）ひまわりと太陽の里
  9月21日（土）
10月19日（土）
11月  9日（土）・10（日）

伝えたい とっておき北杜

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中央本線長坂駅からタクシー約１０分、
　　　　ＪＲ中央本線長坂駅からバス清里駅行
　　　　高根総合支所前下車徒歩約３分　
●自家用車／中央自動車道長坂ICから約5分

北杜市

北杜市小淵沢町岩窪地区内の水田

田んぼキャンバスに稲絵を描こう！

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

●電車／ＪＲ中央本線韮崎駅から徒歩約４０分（タクシー約１０分）、
　　　　ＪＲ中央本線韮崎駅からバス仁田平行文化ホール入口下車徒歩約６分
●自家用車／中央自動車道韮崎ＩＣから約１０分　

韮崎市

東京エレクトロン韮崎文化ホール（韮崎市藤井町坂井２０５）
９月２９日（日）／10:00～14:30
知られざる漢詩王国山梨で 詩情豊かな風雅の集いを

第28回国民文化祭韮崎市実行委員会事務局（韮崎市教育委員会教育課内）
0551-22-1111（代表）　　kokubunsai@city.nirasaki.lg.jp
http://www.city.nirasaki.lg.jp/

問
TEL
HP

Mail

北杜市

高根ふれあい交流ホール（北杜市高根町村山北割3315）
8月5日（月）・6日（火）／10：００～17：００
文化輝く北の杜 ジュニアからつながる ふるさと日本の歌声

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中央本線長坂駅からタクシー約１０分　
　　　　ＪＲ中央本線長坂駅からバス清里駅行高根総合支所前下車徒歩約３分
●自家用車／中央自動車道長坂ＩＣから約５分　

北杜市

高根ふれあい交流ホール（北杜市高根町村山北割3315）

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
HPMail

企画展「シルクロードの饗宴－葡萄とワインの文化をめぐって－」

葡萄を題材にした美術・工芸品、ワイングラス、酒瓶などシルクロードに関
連した国々の美術品約100点を展示し特別企画展を行います。

【実施】公益財団法人平山郁夫シルクロード美術館　【問い合わせ先】第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局　055-223-1360

6月28日（金）～11月11日（月）10：00～17：00
※火曜日休館（7月～9月は無休）
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

北杜市

交通 中央自動車道小淵沢IC→約10分　　　　JR小海線甲斐小泉駅→徒歩約1分［　　 ］車 ［　　 ］電車

9月7日（土）／9：3０～16：００
ことばの杜（もり）を歩こう

注目！応援事業
第24回清里フィールドバレエ「The Field Ballet」 ジゼル全幕

7月30日（火）～8月10日（土）（8/5休演）／開場19：00、開演20：00
清里高原萌木の村 特設野外劇場 （北杜市高根町清里3545）

日時
会場

【問い合わせ先】萌木の村公園事務局　0551-48-2907

詳しくはP.15 PIC-UP情報へ！！

武川米と武川衆の
ふるさとを訪ねて
民話の里
増富と紅葉の渓谷

第3回八ヶ岳・棒道ウオーク

提案事業

5月下旬から10月上旬
（見頃は7月～9月上旬）
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ジャージー牛乳と八ヶ岳のおいしい
水を使ったコクのあるソフトクリーム
は、約40年前の登場以来ソフトク
リームの代名詞に。今もシーズン中
は長蛇の列の人気ぶり！

八ヶ岳・韮崎エリア

清泉寮の
ソフトクリーム

宝めぐりプレゼント（P23）
美しの森ファームしっとりバウムクーヘン

高原の風も森の水も
清々しき八ヶ岳へ

太陽を浴びて
輝く夏に出逢うまきば公園

標高1,400m、八ヶ岳高原沿いの雄大な眺めの緑の牧草地に、羊
や乳牛をはじめヤギやポニーが放牧され公園として解放されている。
;中央自動車道長坂ICから車約20分　;JR小海線清里駅から
ピクニックバス約14分　<まきば公園　☎0551-38-0220

遊ぶ

甘利山
標高1,731mの山頂一帯を、６月中旬～下旬にかけ、約15万株
のレンゲツツジの大群落が真っ赤に染める。 山頂近くまで車で行
け、富士山や八ヶ岳などのパノラマ展望も楽しめる。　
;中央自動車道韮崎ICから車約60分　;JR中央本線韮崎駅からタク
シー約30分　<韮崎市観光協会　☎0551-22-1991

歩く

親子

ブルースカイに流れる白い雲、どこまでも広がる高原と白樺林、萌ゆる緑に吹きわたる風
…夏こそは八ヶ岳の季節！心もカラダも解放してくれる、あの風景が待っている！

花ひらき、たわわに実る夏。思わず裸足になって駆け出したくなる夏。
真っ黒になって想い出づくりする夏。驚きと感動のつまった夏がいっぱい！

フレンドパークむかわ
甲斐駒ヶ岳のふもと大武川沿いに広がる「水の一生」を
テーマにした自然いっぱいの公園。渓流、運河、海ゾーン
など、様 な々水遊びと冒険が楽しめ子どもたちに大人気！
バーベキュー場とオートキャンプ場を併設。
;中央自動車道須玉ICから車約15分 　
;JR中央本線日野春駅からタクシー約15分
<フレンドパークむかわ　☎0551-26-3381　

遊ぶ

MAP-F

MAP-G

MAP-E

清泉寮
アメリカ人宣教師ポールラッシュ博士が創設した清里高原のシン
ボル的スポット。緑まぶしい高原風景のなかにファームショップや
レストラン等の施設が点在。　
;中央自動車道長坂ICから車約30分　;JR小海線清里駅からピク
ニックバス約6分　<清泉寮　☎0551-48-2111

散策
MAP-C

美し森
いかにも八ヶ岳南麓らしいブルースカイ、流れゆく白い雲。どこま
でも広がる緑の高原に、あざやかな白樺とレンゲツツジ…心躍る
風景の中を散策路が続きます。
;中央自動車道長坂ICから車約30分　;JR小海線清里駅からピク
ニックバス約6分　<北杜市観光協会　☎0551-47-4747

散策
MAP-A

MAP-B

MAP-K

三分一湧水
八ヶ岳南麓の林の中を流れる水量１日約8500トンの湧水で、昔、農業用水として三つの村に等
配分したという貴重な遺構が見られる。現在は湧水に憩える公園に。
;中央自動車道長坂ICから車約20分　;JR小海線甲斐小泉駅から徒歩約10分　
<三分一湧水館　☎0551-32-0058　<北杜市観光商工課　☎0551-42-1351　
<北杜市観光協会　☎0551-47-4747

そばと日本酒
八ヶ岳南麓はおいしいソバと日
本酒の名産地。日本名水百選
の伏流水と澄んだ空気のもと
丹精こめて作られる逸品の清
冽にしてふくよかな味わいを。
<北杜市観光商工課　　　
10551-42-1351
<北杜市観光協会　　　　
10551-42-1414

ハイジの村
（山梨県フラワーセンター）
230ｍの日本一長いバラ回廊をはじめ、
四季折々の花に囲まれたメルヘンな園内
に「アルプスの少女ハイジ」の世界を再
現。ショップのハイジグッズも人気の的。
;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バス約30分
<ハイジの村　☎0551-25-4700

武川
よんぱちプリン
「幻のお米」武川産の農林48
号を使用した珍しいプリン。卵と
牛乳の味が生きた濃厚なプリン
に、お米の自然な甘みとつぶつ
ぶした食感が絶妙なおいしさ！
<北杜市観光協会
10551-47-4747

明野ひまわり畑（明野サンフラワーフェス）
日照時間日本一の太陽の下、富士山、南アルプス、八ヶ岳の山 を々バックに86万本の
ひまわりが咲きほこる。フォトコンテストや青空市場などイベントも開催。
;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バス約25分
<北杜市明野町地域活性化事業実行委員会　☎0551-25-2885　
<北杜市明野町総合支所　☎0551-42-1112　
<北杜市観光商工課　☎0551-42-1351

観る
MAP-H

吐竜の滝
名峰•八ヶ岳を流れる川俣川渓谷のなかで最も美しい滝。落差
10m、幅15m、苔むした岩肌を幾筋も絹糸のように流れが落ちてい
く大自然の神秘を感じる景観は圧巻。　;中央自動車道長坂ICか
ら車約30分　;JR中央本線清里駅からピクニックバス約30分
<北杜市観光商工課　☎0551-42-1351
<北杜市観光協会　☎0551-47-4747

散策

散策

MAP-D

「水の一生」を
テーマにした自
然いっぱいの
公園で思わず
のびのび！

ハイジのアニ
メでおなじみ
の「白パン」を
おみやげにい
かかですか！

遊ぶ

MAP-L身曾岐神社
自然豊かな清緑の地に鎮座する古神道本
宮身曾岐神社。日本屈指の能楽殿を備え、
毎年八月三日例祭宵宮に奉納される「八ヶ
岳薪能」は有名です。
;ＪＲ中央線小淵沢駅からタクシー約5分
;中央自動車道小淵沢ＩＣから車約5分
<身曾岐神社　☎0551-36-3000

観る

MAP-I尾白川渓谷
南アルプスの名峰•甲斐駒ケ岳の真っ白な花崗
岩にエメラルドグリーン色の流れが映える「日本
名水百選」の渓谷。神蛇滝や千ヶ淵など、滝や
淵が連なる渓谷美を堪能できる。
;中央自動車道長坂ICから車約30分
;JR中央本線韮崎駅から周遊バス約60分
<北杜市観光商工課　☎0551-42-1351
<北杜市観光協会　☎0551-47-4747

歩く

親子

白州・尾白の森 名水公園べるが
尾白川に隣接し約６万坪の敷地には、森の散策路や親水池や噴
水公園などが充実し子供の水遊びスポットにも最適。宿泊館やレス
トラン、日帰り温泉なども併設。
;中央自動車道須玉ICより車約20分　
;JR中央本線小淵沢駅からタクシー約15分
<白州・尾白の森 名水公園べるが　☎0551-35-4411　

遊ぶ

親子

味わう

味わう

味わう

ハイジの村スタッフの
武井さん

フレンドパークむかわ
支配人の　
小池さん

MAP-J



●電車／JR中央本線勝沼ぶどう郷駅からタクシー約5分
●自家用車／中央自動車道 勝沼 ＩＣから約5分

甲州市

㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー広場ほか
11月まで毎月第1日曜日／10：00～
四季折々の産物と風景を思う存分味わおう

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
post120@city.koshu.yamanashi.jp
http://kaiji-net.jp/kokubunsai/

問

TEL

HP
Mail

●電車／ＪＲ中央本線山梨市駅からタクシー約４５分、ＪＲ中央本線山梨市駅から市営バス西沢渓谷線道の駅みとみ下車
●自家用車／中央自動車道勝沼ＩＣから約４５分、一宮御坂ＩＣから約５０分

山梨市

道の駅みとみ（山梨市三富川浦1822-1）
８月１8日（日）／１０：00～１7：00
笛吹川の源流に息づく故郷

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
HPMail

〈鵜飼実演と鵜匠体験〉
●電車／ＪＲ中央本線石和温泉駅から徒歩約２０分（タクシー約６分）
●自家用車／中央自動車道一宮御坂ＩＣから石和方面へ約１２分
　　　　　　笛吹市役所駐車場
〈学習会〉
●電車／ＪＲ中央本線石和温泉駅から送迎バス約６分
●自家用車／中央自動車道一宮御坂ＩＣから石和方面へ約１２分
　　　　　　笛吹市役所駐車場から徒歩約３分

笛吹市

〈鵜飼実演と鵜匠体験〉笛吹市役所前笛吹川河川敷（笛吹市石和町市部７７７）
〈学習会〉鵜飼山遠妙寺（笛吹市石和町市部１０１６）

〈鵜飼実演と鵜匠体験〉
７月２０日～８月１８日の
(水)(木)(土)(日)、８月１９日（月）
２０：００～２０：５０
〈夏休み親子鵜飼学習会〉
８月３日（土）１９：００～１９：４０(学習会)
２０：００～２１：００(鵜飼と花火見学)

800年の伝統「いさわ鵜飼」

第28回国民文化祭笛吹市実行委員会事務局（スコレーパリオ内）　　055-262-1311
kokubunsai@city.fuefuki.lg.jp　　http://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/shisei/

問 TEL
HPMail

寄っちゃばって聴いておくんねえ「武田氏の伝説」

武田信玄にまつわる伝説を甲州弁でお聞きください。
8月7日は小学生以下が対象、映像を用いて語ります。

【実施】山梨むかしがたりの会　【問い合わせ先】第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局　055-223-1360

8月7日（水）13:30～14：30
甘草屋敷／甲州市塩山上於曽1651

日時
会場

甲州市

交通 JR中央本線塩山駅→徒歩約1分［　　 ］電車

2013オリオン・サマー・フェスタ

七夕飾りできれいに飾られた甲府の中心街「オリオン・スクエア」には、楽しい
イベントが盛りだくさん！（日により開催内容が異なります。）

【実施】甲府城南商店街振興組合　【問い合わせ先】第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局　055-223-1360

7月6日（土）～28日（日） 6日13：00～、13日12：00～、14日・15日・21日13：30～、28日17：00～
オリオン・スクエア／甲府市丸の内1-15-8

日時
会場

甲府市

交通 JR中央本線甲府駅→徒歩約10分［　　 ］電車

甲州七夕まつり

竹の造形作品の展示、竹細工や七夕人形作りの体験。和の世界を今に伝える音楽の
ステージなど家族で楽しめる２日間です。

【実施】NPO法人街づくり文化フォーラム　【問い合わせ先】第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局　055-223-1360

7月6日（土）～7日（日）14:00～20:30
甲府駅北口山手御門（甲府市歴史公園）、甲州夢小路／甲府市北口2

日時
会場

甲府市

交通 JR中央本線甲府駅→徒歩約3分［　　 ］電車

提案事業

提案事業

提案事業

●電車／ＪＲ身延線常永駅から徒歩約２０分（タクシー約５分）
●自家用車／中央自動車道 甲府昭和 ＩＣから約１０分

昭和町

昭和町地域交流センター（昭和町押越４９５－２）
８月４日（日）／９：３０～１６：３０
～響け！　若き鼓動　甲斐昭和の地から　富士の頂へ～

第28回国民文化祭昭和町実行委員会事務局
（昭和町教育委員会生涯学習課内）
055-275-8641　　syogai@town.yamanashi-showa.lg.jp
http://www.town.showa.yamanashi.jp

問

TEL
HP

Mail

富士の国やまなし国文祭ＪＡＧＡフェス２０１３

アコースティック（ワールドミュージック）、ジャズ、
ゴスペル、アカペラを２日間で一度に楽しめる、盛
りだくさんな音楽イベントです。

【実施】富士の国やまなし国文祭 JAGA フェス2013運営委員会
【問い合わせ先】第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局（山梨県生涯学習文化課内）　055-223-1797

7月6日（土）12:00～18:30
アコースティック・ジャズ
7月7日（日）14:30～20:00
ゴスペル・アカペラ
甲斐市双葉ふれあい文化館・ホール
甲斐市下今井２３０

日時

会場

交通 中央自動車道甲府昭和IC→約20分
ＪＲ中央線塩崎駅→徒歩約3分

［　　 ］車
［　　 ］電車
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笛吹・甲州・山梨エリア

まっさかりの
大自然と果実を味わう

鮮やかな
夏の想い出を刻む

竜門峡　
武田家終焉の地•甲斐大和を流れる渓谷沿いに約2.4kmの遊
歩道が整備され、巨岩やスリリングな丸太橋、三段に連なる落合
三つの滝など、深山幽谷の自然と森林浴が堪能できる。
;中央自動車道勝沼ICから車約15分　;JR中央本線甲斐大和駅か
らバス約15分　<甲州市観光協会　☎0553-32-2111

歩く

涼やかな葡萄棚の下でたわわに実ったぶどう狩り。日本屈指の渓谷が一番まぶしい季節に森林セラピー。
今、ここでしか出逢えない風景とおいしさを思いきり味わおう！

ふるさとの山と川に刻まれた眩しいほどあざやかな夏の風景を、 
毎年、夏が来るたびきっと思いだし、またきっと訪れたくなる…。

MAP-C

MAP-A

大菩薩峠歩く

深田久弥の「日本百名山」、中里介山の「大菩薩峠」の舞台となった標高2,000mの頂きは、緑の
草原を高山植物の花 が々彩る別世界。尾根づたいに雲海の上の爽快なトレッキングが楽しめる。
;中央自動車道勝沼ICから車約40分　;JR中央本線塩山駅からバス約25分　<甲州市観光
協会　☎0553-32-2111
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ぶどう狩り
ぶどう郷内に100軒以上ひしめく
農園では、デラウエアー、巨峰、ピ
オーネ、甲斐路などの甲州産人気
種から外国種など30種以上を栽
培。ほとんどの農園でぶどう狩りが
できます。

勝沼ぶどう郷
大日影トンネル遊歩道

新道峠
芦川農産物直売所「おごっそう家」

日本一とも評される富士山の撮影スポットとして人気の峠。眼下の河口湖ごしに裾野ま
であらわにした夏フジの麗しい姿に出逢える。すずらんの里・芦川からアクセスできる。
;中央自動車道一宮ICから車約50分　;JR中央本線石和駅からタクシー約50分
<笛吹市芦川支所　☎055-298-2111

笛吹川石和鵜飼
平安時代から続く伝統的な「徒歩鵜（かちう）」を実演。
鵜匠が川を歩きながら鵜を操る日本では珍しい石和温
泉の夏の風物詩。1日2名限定で鵜匠体験もできる（要
予約）。7/20～8/18の水・木・土・日曜日、8/19（月）
20:00PM～20：50PM。
;中央自動車道一宮御坂ICから車約15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　☎055-262-4111

宝めぐりプレゼント（P23）
笛吹市旬のフルーツ

もも狩り
定番人気の「白鳳」をはじめ、果肉が締まっ
た「一宮白桃」、ジューシーな「みさか白鳳」
や「日川白鳳」、大玉で果汁豊富な「浅間
白桃」といった全国でも人気のブランド桃
の完熟もぎたてが味わえる！
<山梨市観光課　☎0553-20-1400
<笛吹市観光商工課　☎055-262-4111
<JAフルーツ山梨直売所
☎0553-23-3914

陽光きらめく葡萄の里の新名所。旧JRトンネル
をそのまま遊歩道として整備。涼しいトンネル内
では当時の様子が見学できる。　
;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からすぐ
<甲州市観光協会　☎0553-32-2111
　　　　　

親子

親子

散策

西沢渓谷
秩父多摩甲斐国立公園に属する県内屈指
の渓谷。1周約4時間の遊歩道から日本の滝
100選の七ツ釜五段の滝をはじめ数々の美
しい滝や淵を堪能でき、トロッコ軌道跡やシャ
クナゲの群落なども見どころ。
;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バス約60分
<山梨市観光課　☎0553-22-1111

歩く
MAP-B

味わう

MAP-G

味わう

歩く

観る
観る

MAP-H石和温泉花火大会
8月21日（水）山梨県内最大級の花火大会。笛吹川河川
敷の観客席のほぼ真上に約1万発の花火が打ち上げら
れ、迫力満点。
;中央自動車道一宮御坂ICから車約15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　☎055-262-4111

たわわに実ったモ
モにブドウにサクラ
ンボ！フルーツ王国
ならではの鮮度と
味の違いは格別！

きりっと冷や
した甲州ワイ
ン も お す す
め！各ワイナ
リーを巡ろう。

新道峠や芦川渓谷
へお越しの際は、山
里のごちそうが並
ぶ「おごっそう家」に
お立ち寄りください

甲州市観光交流課
スタッフの皆さん

MAP-F

<☎055-298-2820　定休日：火曜日

MAP-I



●電車／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春仙美術館前下車徒歩約1分
●自家用車／中央自動車道双葉JCT
　　　　　　～中部横断自動車道南アルプスIＣより約５分

南アルプス市

南アルプス市立春仙美術館（南アルプス市小笠原1281）

7月13日（土）～28日（日）／9：3０～17：００
（7月16日、22日は休館）

自然と人間のふれ合い  近代版画が全国から集結する祭典

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

●電車／ＪＲ身延線下部温泉駅からタクシー約５分
●自家用車／中部横断自動車道増穂ＩＣから約２５分、
　　　　　　新東名高速道路新清水ＩＣから約５０分　

身延町

富士川切り絵の森美術館（身延町下山1597）

【展示期間】 ９月７日（土）～１１月１０日（日）
【オープニングセレモニー兼表彰式】 ９月７日（土）
【関連イベント】 開催期間中に、切り絵教室等を開催

心を刻む　切り絵文化の継承

第28回国民文化祭身延町実行委員会事務局
（身延町教育委員会生涯学習課内）
0556-20-3017　　shougaigakushuu@town.minobu.lg.jp
http://www.town.minobu.lg.jp/

問

TEL
HP

Mail

●電車／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
●自家用車／中央自動車道双葉JCT～
　　　　　　中部横断自動車道白根ＩＣより約５分

南アルプス市

桃源文化会館（南アルプス市飯野2971）ほか
8月3日（土）～5日（月）
知ろう！歩こう！輝く南アルプス  南アルプスの山岳文化を味わい尽くそう！！

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

●電車／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
●自家用車／中央自動車道双葉JCT～中部横断自動車道白根ＩＣより約５分

南アルプス市

桃源文化会館（南アルプス市飯野2971）

9月28日（土）／9：00～15：00
　  29日（日）／10:00～16：30

悠久の響きを南アルプスのふところに

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 Mail
HP

●電車／ＪＲ身延線市川大門駅から徒歩約10分
●自家用車／中央自動車道 甲府南ＩＣから約15分

市川三郷町

市川三郷町市川大門総合グラウンド他（市川三郷町高田682）
8月7日（水）／19：15～21：００
「風・林・花火・山」希望の烽火（のろし）　～祈・鎮魂と復興～

第28回国民文化祭市川三郷町実行委員会事務局
（市川三郷町教育委員会生涯学習課内）
055-272-1101（代表）
syogai-g4@town.ichikawamisato.lg.jp
http://yamanashi-kokubunsai.jp/event/sichouson-syusai/ichikawamisato/sinmeihanabi.html

問

TEL

HP
Mail

カルチャーツーリズムin身延山  身延山行事見学ツアー

身延山の仏教文化をまるごと学ぶカルチャーツーリズム。「上ノ山八幡社祭典に
参加」要事前申込（定員20名）／0556-62-0107
また、11月15日まで「秘宝公開スタンプラリー」を実施。

【実施】身延山大学生涯学習委員会　【問い合わせ先】第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局　055-223-1360

9月15日（日）9：30～受付・集合
身延山久遠寺、門前町、身延山宝物館ほか
南巨摩郡身延町身延３５６７

日時
会場

身延町

交通 中部横断自動車道 増穂IC→約60分　　　　JR身延線身延駅→バス約12分［　　 ］車 ［　　 ］電車

ワールドコップサッカー2013

アマチュアの日本代表と外国籍代表による国際サッカー大会。会場で
は、各国の料理や音楽・ダンスを紹介します。

【実施】ワールドコップサッカー実行委員会
【問い合わせ先】第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局　055-223-1360

8月10日（土）～11日（日）9：00～16：00（予定）
小瀬スポーツ公園　補助競技場／甲府市小瀬町840番地

日時
会場

甲府市

交通 中央自動車道甲府南IC→約10分　　　　JR中央本線甲府駅→バス約30分［　　 ］車 ［　　 ］電車

語りと音楽による創作劇「甲州日記・娘道中」

歌川広重が記した「甲州日記」を題材に書き下ろした脚本と新たに作曲
した音楽によるこれまでにない「創作劇」を披露します。

【実施】アドブレーン・共立・NTT-F 共同事業体　【問い合わせ先】第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局　055-223-1360

9月8日（日）15：00～17：00
コラニー文化ホール／甲府市寿町26-1

日時
会場

甲府市

交通 中央自動車道甲府昭和IC→約10分　　　　JR中央本線甲府駅→バス約5分［　　 ］車 ［　　 ］電車

富士の国オペラコンサートinやまなし

県出身アーティスト達が、地方では開催が少ないオペラ名場面やガラ
など、音楽と気軽にふれあい楽しめるコンサートを開催します。

9月22日（日）18:00～20:00
コラニー文化ホール／甲府市寿町26-1

日時
会場

甲府市

交通 中央自動車道甲府昭和IC→約10分　　　　JR中央本線甲府駅→バス約5分［　　 ］車 ［　　 ］電車

提案事業

提案事業

提案事業

【実施】富士の国オペラコンサートinやまなし実行委員会　【問い合わせ先】第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局　055-223-1360

提案事業
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赤沢宿赤沢宿

ラフティング体験ラフティング体験

富士川下り富士川下り
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櫛形山櫛形山
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櫛形山 MAP-D
名著「新•花の百名山」にも讃えられる高山植物の多さで人気の櫛形山は、他にもカ
ラマツやブナの原生林や甲府盆地の大パノラマなど魅力が多い。
;中部横断自動車道白根ICから車約40分【芦安市営駐車場】からバス約1時間
;JJR中央本線甲府駅からバス約40分【小笠原橋バス停】又は【下仲町バス亭】から
タクシー約20分　<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　

南アルプス・富士川流域エリア

贅沢フルーツのジャム＆ゼリー詰め合わせ

そこは雲の上
南アルプスの懐へ

富士川沿いで
アクティブに涼体験！

登山

夜叉神峠 MAP-B
かつては地元の人々の産業を支えた重要な峠でしたが、山仕事が衰退した今日で
は、その豊かな自然や白根三山（北岳・間ノ岳・農鳥岳）の絶好の展望台として四季
を通じてたくさんの人々が訪れています。また、整備された登山道は、大変登りやすく
家族連れでも１時間ほどで登ることができます。　;ＪＲ中央線甲府駅から広河原行
き約90分　<南アルプス市観光協会　☎055--284-4204

登山

天下の名峰が連なる南アルプスのふところは、下界からかけ離れた別天地。
雲海の上のお花畑や原生林の森、雲に包まれる秘境の里など、
暑さも喧噪も届かない大自然だけに抱かれた、まさに夏の特等席！

時に穏やかに、時にはげしく飛沫をあげて流れる富士川沿いは、水辺でのアクティブな遊びができるエリア。
周囲の緑と水のエネルギーを感じながら、格別に清 し々い体験になるはず。

富士川下り
江戸時代から300年以上の歴史ある富士川下りが
復活。プロの船頭が漕ぐ大型の和船で、周囲の緑を
映す爽やかな川面をゆったり下る気分は最高。
;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5分　
<富士川舟運株式会社　☎0556-27-0194　

体験

赤沢宿　
身延山と七面山参拝者が古くから利用
してきた身延往還の宿場町。周囲三百
六十度の山間の地に、石畳の坂道の歴
史的集落が残り、国の重要伝統的建造
物群保存地区に選定。
;中部横断自動車道増穂ICから車約60分
;JR身延線身延駅からタクシー約45分　
<早川町振興課　☎0556-45-2511

散策
MAP-E

MAP-F

宝めぐりプレゼント（P23）

白根さくらんぼゼリー
さくらんぼをチェリーブランデーで味付けし、ワインベースゼリーに閉
じ込めたもので、さっぱり感がある一品です。
<桃源の郷・菓子処 つるや　1055-282-5945

富士川舟運の歴史にちなんで塩の舟蔵を模した建物の
「塩の華」。売店での一番人気は、手作りの「小麦まんじゅう」。
ふっくらした皮に包まれた、素朴なつぶあん。その優しい味わ
いに、リピーター続出中です。
<交流センター塩の華　10556-20-2111

小麦まんじゅう 交流センター「塩の華」

富士山に次ぐ日本第二位の高峰。キタダケソウをはじめ200種の高山植物がお
花畑を形成し見事。高山ながら表情豊かで、ダイナミックな展望や雪渓、樹林帯と
いった変化に富んだコースが楽しめる。
;中部横断自動車道白根ICから車約40分【芦安市営駐車場】からバス約1時間
;JR中央本線甲府駅からバス約2時間10分
<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

南アルプス・北岳

芦安山岳館

MAP-A

MAP-C

富士川ラフティングツアー
日本三大急流の一つ富士川で、マイナスイオンを浴びながら爽快なラ
フティングを体験できる。ベテランガイドが同乗し初心者でも安心。カ
ワセミやヤマセミに出逢えることも。
;中部横断自動車道増穂ICから車約40分
;JR身延線下部温泉駅から送迎あり
<富士川倶楽部　☎0556-42-2770

体験
MAP-J

□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□！

親子

四尾連湖
山梨百名山・蛾ケ岳の中腹の森に囲まれたアットホーム
な雰囲気の自然湖。湖畔を巡る1.2kmの散策路やボー
ト遊び、キャンプなど家族でのんびり過ごせる。
;中央自動車道甲府南ICから約50分　
;JR身延線市川大門駅からタクシー約30分　
<市川三郷町産業振興課　☎055-240-4157

遊ぶ
MAP-G

大柳川渓谷
富士川町•十谷集落を流れる野趣あふれる渓谷。珍し
い階段状の竜神橋など、大小10本の吊り橋と８つの滝
を巡る渓谷遊歩道があり、大自然を間近に感じられる。
;中部横断自動車道増穂ICから車約30分　
;JR身延線鰍沢口駅からタクシー約30分、又は
バス2本乗り継ぎ約40分　<富士川町商工観
光課　☎0556-22-7202　

散策
MAP-H

南部の火祭り
毎年8月15日に開催され、盆の送り火と川供養、
虫送りの意味も込められる奇祭。夜空を焦がす壮
大な火の響宴はふるさとの夏の風物詩。
;中部横断自動車道増穂ICから車約60分　
;JR身延線内船駅から徒歩約10分　
<火祭り実行委員会（南部町産業振興課内）
☎0556-64-3111

観る MAP-I 　　　　　

晴れた日には富士
山を望みながら川
下りできます！船頭
スタッフ一同でお
待ちしています！

山岳館では、氷河期
から数万年生きるキ
タダケソウやライチョ
ウが住む北岳の魅力
を紹介しています！

味わう

登山

富士川下り船頭の
依田さん

南アルプス芦安山岳館の
スタッフの皆さん

味わう



もも狩り情報
所在地 収穫時期 お問い合せ先

笛　吹　市

山　梨　市

甲　州　市

南アルプス市

7月上旬～8月中旬

7月上旬～9月中旬

7月上旬～8月中旬

7月上旬～8月下旬 南アルプス市観光協会 ☎055（284）4204

笛吹市観光商工課 ☎055（262）4111

山梨市観光課 ☎0553（22）1111

甲州市観光交流課 ☎0553（32）2111

【大月市】　第29回かがり火市民祭り
年に一度の大月市最大の市民まつり。夜店や花火、伝統芸能、日本の古く
からの文化にふれることのできる夏の一夜です。
:大月東小学校校庭～国道20号線一部（大月市大月2-7-43）
;中央自動車道大月ICから東京方面車約5分
;JR中央本線大月駅から徒歩約5分
<かがり火市民祭り実行委員会　10554-20-1829（産業観光課内）

8/4土

【富士河口湖町】　本栖湖神湖祭
本栖湖の夏を彩る、花火と出店の夏祭り。大型の尺球によって打ち上げら
れる巨大な花火と湖の対比が幽玄にして魅力的なロケーションを生み出
してくれるでしょう。（20：00～21：00花火打ち上げ）
:本栖湖湖畔　;中央自動車道河口湖ICから車約37分
;富士急行線河口湖駅から富士急行路線バス本栖湖・新富士行き、本
栖入り口下車　<本栖湖観光協会　10555-87-2518

8/3金

【山梨市】　笛吹川県下納涼花火大会
県内の夏の花火大会で中では早期に開催される花火大会で、約3000
発の花火が夏の夜空を彩る。打ち上げ前には自由参加で楽しむ盆踊り
大会も開催される。会場は山梨市駅から近いため、浴衣でも歩いて行
きやすい。
: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　<山梨市役所農林商工課　
10553-22-1111　<山梨市商工会　10553-22-0806

7/28土

【山中湖村】　山中湖報湖祭
毎年8月1日に富士五湖の夏祭りのトップを飾る花火大会。約8,000発の
花火を湖畔4箇所から打ち上げます。
:山中湖畔　;東富士五湖道路山中湖ICから車約5分
;富士急行線富士山駅から周遊バスふじっ湖号にて約36分、ホテルマ
ウント富士入口バス停下車
<山中湖観光協会　10555-62-3100

8/1水

【富士河口湖町】　精進湖涼湖祭、音楽祭
精進湖で行う花火大会に併せる形で音楽祭を開催します。涼湖祭では
ボート供養のような、精進湖ならではの珍しい催しを行っております。音
楽祭では、様々な音楽が入り乱れ、老若男女の区別なく、心が躍る時間を
楽しめます。（14：00～21：00音楽祭、20：00～20：30花火打ち上げ）
:精進湖湖畔　;中央自動車道河口湖ICから車約40分
;富士急行線河口湖駅から富士急行路線バス本栖湖・新富士行き、精
進湖入口下車　<精進湖観光協会　10555-87-2025

8/4土

【富士河口湖町】　河口湖湖上祭
富士五湖の夏を彩る最大規模の花火大会。4日には前夜祭を行っており
ます。（8/4：19：00～19：50よさこいソーラン踊り、20：00～20：15花火打
ち上げ）（8/5：19：45～打上花火大会、ナイアガラの滝）※交通規制のた
め、県営船津浜、平浜駐車場はご利用できません。臨時駐車場を設けて
ありますので、そちらをご利用ください。
:河口湖畔船津浜・平浜駐車場　;中央自動車道河口湖ICから車約7分
;富士急行線河口湖駅から徒歩約7分
<河口湖観光協会　10555-72-2460

8/4土・5日

【市川三郷町】　第２４回神明の花火大会
平成元年に県下最大規模の花火大会として復活し、今年で第２４回目
を迎える。大輪の花が開く２尺玉花火をはじめ、スターマイン、メッ
セージ花火など約２万発の花火が夏の夜空を彩ります。
:三郡橋下流笛吹川河畔　;中央自動車道甲府南ICから車約20分、中
部横断道増穂ICから車約5分　;JR身延線市川大門駅から徒歩約10分
<市川三郷町ふるさと夏まつり実行委員会　1055-272-1101

8/7火

【富士吉田市】　吉田火祭り　すすき祭り
日本三奇祭ひとつ吉田の火祭りは、富士山のお山じまいの祭りと位置
付けられてきた。26日夕刻、高さ3ｍ、直径８０cmのたいまつに一斉に
火が灯される様子は壮観。２７日はすすき祭りが行なわれる。
:北口本宮冨士浅間神社（上吉田地区）　;中央自動車道河口湖ICか
ら車約10分　;富士急行線富士山駅から徒歩約20分
<(財)ふじよしだ観光振興サービス　10551-21-1000

8/26日・27月

【笛吹市】　第48回石和温泉花火大会
笛吹市夏祭りクライマックスを飾る県下最大級の花火大会。有料観覧席を
もうけ、ゆったりとお楽しみ頂けます。今年はレーザー光線が登場します。
: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
15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

8/21火

【南部町】　南部の火祭り
両岸２㎞にわたって並べられた108つの薪の山「百八たい」に火が灯さ
れ、幽玄の世界を演出します。読経が響き渡る中、大松明の点火、投げ
松明、灯ろう流し、花火大会等が行われます。江戸時代中期から始まっ
たと言われ、盆の送り火や稲の虫送りの意味を持つ盆行事です。
:富士川河川敷　南部橋上下流　;中央自動車道甲府南ＩＣから国道
５２号南下、南部方面へ　;JR身延線内船駅から徒歩約10分
<火祭り実行委員会（南部町役場産業振興課内）　10556-64-3111

8/15水

【韮崎市】　夏の武田の里祭り
「武田陣没将士供養会・花火大会」（予定）
武田累代陣没将士の精霊を慰める武田の里供養会に加え、5,000発
を超える花火が打ち上がります。
:釜無川河川公園　;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徒歩約20分
<武田の里まつり実行委員会　10551-22-1991

8/16木

【笛吹市】　石和温泉連夜花火
期間中、午後８時５０分～午後９時までの毎晩１０分間、石和温泉の夜空を
美しい花火が彩ります。
: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15分
;JR中央本線石和温泉駅から徒歩約20分
<石和温泉旅館協同組合　1055-262-3626

7/20金～8/20月

やまなしの夏の夜を彩る花火大会&火祭り

【富士河口湖町】　西湖竜宮祭
水の神｢豊玉姫命｣を祀る竜宮神社の祭典。湖面の灯篭と空の灯篭の織り成す光の
コントラストが、夜空を美しく彩ります。（19：00～灯篭流し、19：30～花火打ち上げ）
:西湖湖畔　;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レトロバス西湖東口下車
<富士河口湖町足和田出張所　10555-82-2311

8/2木

河口湖湖上祭河口湖湖上祭 山中湖報湖祭花火大会山中湖報湖祭花火大会 吉田の火祭り吉田の火祭り 石和温泉花火大会石和温泉花火大会 神明の花火神明の花火

ぶどう狩り情報

ブルーベリー狩り情報

山梨のもぎたてフルーツを
産地で味わおう
山梨は季節ごとにさまざまな果物が楽しめるフルーツ王国。
豊かな大地が育んだ旬のおいしさがいっぱい。
産地ならではのもぎたてフルーツは
格別の味わいです。

所在地 収穫時期 お問い合せ先

大石地区 河口湖自然生活館 ☎0555（76）8230
河口地区 JA北富士河口湖物産館 ☎0555（76）8300

鳴沢村ブルーベリー生産組合
臼田和地区☎090（5565）0074　大木原地区☎080（6542）1644
砂細地区☎090（4175）2104

甲 府 市

甲 州 市

山 梨 市

笛 吹 市

韮 崎 市

南アルプス市

甲 斐 市

7月中旬～11月上旬

8月上旬～11月上旬

7月中旬～11月中旬

7月上旬～11月中旬

8月上旬～10月下旬

8月中旬～10月中旬

8月中旬～10月下旬

南アルプス市観光協会 ☎055（284）4204

甲府市観光協会 ☎055（226）6550

甲州市観光交流課 ☎0553（32）2111

山梨市観光課 ☎0553（22）1111

笛吹市観光商工課 ☎055（262）4111

JA梨北穂坂支店 ☎0551（22）2151

甲斐市商工観光課 ☎055（276）2111

所在地 収穫時期 お問い合せ先

北　杜　市

鳴　沢　村

富士河口湖町

7月上旬～8月上旬

6月中旬～8月上旬

7月上旬～8月中旬

7月上旬～8月上旬

ブルーベリー明野 ☎0551（25）6032

八ケ岳南麓ブルーベリー組合 ☎090（3069）1617

期間中、午後８時５０分～午後９時までの毎晩１０分間、石和温
泉の夜空を美しい花火が彩ります。
: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10分;JR中央本線石和温泉駅から徒歩約20分
<笛吹市役所観光商工課　1055-262-4111

石和温泉連夜花火─笛吹川の舞─
7/20土～8/20火【笛吹市】

県内の夏の花火大会の中では早期に開催される花火大会
で、約3,000発の花火が夏の夜空を彩る。打ち上げ前には
自由参加で楽しむ盆踊り大会も開催される。会場は山梨市
駅から近いため、浴衣でも歩いて行きやすい。
:万力公園・万葉の森;中央自動車道勝沼ＩＣから車約20分;Ｊ
Ｒ中央本線山梨市駅から徒歩約5分<山梨市農林商工課/山梨
市商工会　　10553-22-1111/0553-22-0806

笛吹川県下納涼花火大会7/27土【山梨市】

文豪、徳富蘇峰によって報湖祭と命名され、殉職した霊を慰めた
り、災難がないように湖の恵みに感謝と祈りを捧げるお祭り。夜
には、４つの地区に分かれて盛大な花火大会が行われる。
:山中湖畔周辺;東富士五湖道路山中湖ＩＣから車約10分
;富士急行線富士山駅からバス約30分
<山中湖観光協会　10555-62-3100

報湖祭 花火大会8/1木【山中湖村】

水の神｢豊玉姫命｣を祭る竜宮神社の祭典。灯籠流し、花火大
会が湖面を彩る。光の綴れ織りが幻想世界を作る。　
●１９時～灯篭流し　●１９時３０分～打上花火
:西湖湖畔の前浜;中央自動車道河口湖ＩＣから車約20分
;富士急行線河口湖駅からバス約25分
<富士河口湖町　足和田出張所　1０５５５-８２-２３１１

西湖竜宮祭8/2金【富士河口湖町】

本栖湖の夏のメインイベント「神湖祭」。花火大会や情緒
たっぷりの夏祭りを楽しめる。
:本栖湖湖畔の町営駐車場;中央自動車道河口湖ＩＣから車
約40分;富士急行線河口湖駅からバス約50分 
<本栖湖観光協会　1０５５５-８７-２５１８

本栖湖神湖祭8/3土【富士河口湖町】

大月最大の市民総参加の夏祭り。今年は、国民文化祭事業となっ
ている大月阿波踊りフェスティバルをはじめ、ラッキーシティラン、
御神火隊、民謡流し、大盆踊り大会、よさこい、紅富士太鼓、花火、
各種伝統芸能などが盛大に行われます。今年は、３０回記念行事と
して様々なイベントも予定しております。
:まつり街道（駅前周辺の国道２０号線）、まつり広場（大月東小学校）
;中央自動車道大月ＩＣから車約5分;ＪＲ中央本線猿橋駅か
ら徒歩約5分<かがり火市民祭り実行委員会　1大月市役
所産業観光課　0554-20-1829

第３０回 かがり火市民祭り8/3土【大月市】

◆花火大会をはじめ、ボート供養等、釣り客で賑わう精進湖な
らではの珍しい行事も楽しめる。夏の精進湖が満喫できる。ま
た、２回目となる音楽祭が本年も計画されている。•花火大会２
０時～◆精進湖音楽祭 プロ・アマが一同に会するジャンルを問
わない参加型音楽イベント。１５時～２１時（予定）
:精進湖湖畔の他手合浜;中央自動車道河口湖ＩＣから車
約40分;富士急行線河口湖駅からバス約40分
<精進湖観光協会　1０５５５-８７-2651

精進湖涼湖祭8/4日【富士河口湖町】

夏の河口湖の代名詞「河口湖湖上祭」。毎年８月４日（前
夜祭）、５日の日程で開催します。尺玉花火や花火コンテ
スト、約４００ｍのナイアガラの滝など２日間で１万発の
打上花火が夏の湖畔を彩る。 •８／４打上花火 •８／５打
上花火、ナイアガラの滝
:河口湖湖畔の船津浜・平浜駐車場;中央自動車道河
口湖ＩＣから車約10分;Ｊ富士急行線河口湖駅から徒歩
15分<河口湖観光協会　10555-72-2460

:河口湖湖畔の船津浜・平浜駐車場;中央自動車道河
口湖ＩＣから車約10分;Ｊ富士急行線河口湖駅から徒歩
15分<河口湖観光協会　10555-72-2460

河口湖湖上祭8/4日～8/5月【富士河口湖町】

平成元年に県下最大規模の花火大会として復活し、今年で
第２５回目の節目の大会を迎えます。また、山梨県下で開催
中の「第２８回国民文化祭」の事業の一つとなっています。大
輪の花が開く２尺玉花火をはじめ、県内外の花火師が創意
工夫を凝らした花火が夏の夜空を彩ります。
:三郡橋下流笛吹川河畔;中央自動車道甲府南ICから車
約20分、中部横断道増穂ＩＣから車約5分;JR身延線市川
大門駅から徒歩約10分<市川三郷町ふるさと夏まつり実
行委員会　1055-272-1101

第２５回神明の花火大会8/7水【市川三郷町】

南部の火祭りは、盆の送り火や川供養、虫送りの意味をもっ
ています。伝承される、投げ松明、大松明、灯ろう流し、百八
たいが行われ、花火大会も行われます。
:富士川河川敷　南部橋上下流;中央自動車道甲府南ＩＣか
ら国道５２号南下→南部方面へ;JR身延線内船駅から徒歩
約10分<火祭り実行委員会（南部町役場産業振興課内）
10556-64-3111

南部の火祭り8/15木【南部町】

江戸時代から続く地元民による煙火大会として古い歴史のあ
るものです。戦後の動乱期においても、県内で唯一実施されて
いた伝統もあります。カラオケ大会なども行われ、出店も軒を
並べるなど、帰省客も多く賑わいをみせる。
:下山新町地内;中部横断道増穂ＩＣから車約30分
;ＪＲ身延線下部温泉駅からタクシー約15分
<身延町役場観光課　1０５５６-62-1116

下山愛宕祭典花火大会8/16金【身延町】

武田氏発祥・終焉の地で行われる信義公以来の累代戦没将士
の精霊を供養する祭り。大型のスターマインを軸に音楽と連動
した花火を始め、約５０００発が夜空に舞い上がる。「提灯行列」
の後に供養会が行われ花火大会となる。
:釜無川河川公園;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徒歩約15分
<韮崎市商工観光課　10551-22-1991

夏の武田の里祭り「武田陣没将士供養会・花火大会」
8/16金【韮崎市】

笛吹市夏祭りのフィナーレを飾る県下最大級の花火大会。
打ち上げるのは昨年開催された「第86回全国花火競技大
会」で最高賞の内閣総理大臣賞を受賞した山内煙火店で
す。どうぞご期待下さい。
: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10分※19時から22時まで会場周辺で交通規制
があります。;JR中央本線石和温泉駅から徒歩約20分
<笛吹市役所観光商工課　1055-262-4111

石和温泉花火大会8/21水【笛吹市】

富士山のお山閉まいを告げる吉田の火祭りは国の重要無
形民俗文化財。26日夕刻、富士山へ続く「富士みち」に約８０
本、高さ3ｍ、直径８０cmの大たいまつに一斉に火が灯り、
街が炎で赤く染まる様子はここでしか見ることができませ
ん。２７日はすすき祭りが行われます。
:北口本宮冨士浅間神社（上吉田地区）;中央自動車道河
口湖IＣから車約10分;富士急行線富士山駅から徒歩約5
分<ふじよしだ観光振興サービス　10555-21-1000

吉田の火祭り・すすき祭り8/26月・8/27火【富士吉田市】

特集2
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清里で23回続く、夏の風物詩「清里フィールドバレエ」。24回目を迎える
今年、大きな挑戦を行います。昨年までは3演目を行っていましたが、今
年は1演目「ジゼル」にしぼり、そのためだけの舞台を作ります。また、主
演には国内外で活躍しているバレエ界のスターたちが４組、日替わりの主
役で上演します。その主役達の個性によって同じジゼルが、それぞれまっ
たく違うジゼルに成る事を楽しんでもらいたいと思います。夏、森の中の
舞台に会いに来て下さい。

第24回清里フィールドバレエ
「The Field Ballet」 ジゼル全幕
7月30日（火）～8月10日（土）※8月5日（月）休演
開場19：00／開演20：00
清里高原萌木の村広場特設野外劇場
【指定席】
エメラルドシート（特別指定席）▶10,000円
クローバーシート（指定席）▶大人5,000円、小人2,500円
【自由席】
フリーシート（自由席）▶当日券／大人5,000円、小人2,500円
　　　　　　　　　  ▶前売券／大人4,500円、小人2,000円
※小人：4歳以上小学生以下

事業名 開 催 日

森ヲ思フ：宮崎学、志鎌猛、
　　　　 ウィン・バロックの写真

7月6日（土）から
12月23日（月・祝）

清里フォトアートミュージアム 清里フォトアートミュージアム
有料／一般800円、学生600円、
中・高生400円、友の会・会員　無料、
家族割引1,200円(2名以上～6名様まで)

「七夕ゆかたフェスティバル」
-ゆかたアレンジ・リメイクコンテスト- 7月7日（日） 岡島ローヤル会館8階 草野きーきんぐ学園

(草野きもの着付専門学園)
有料／大人8,000円

七夕コンサート（ロビーコンサート） 7月5日（金） 山梨中央銀行本店
営業部ロビー （株）山梨中央銀行無料

ラボ･パーティ山梨地区
「第3１回テーマ活動発表会」
｢ラボ国際交流のつどい」

7月7日（日） コラニー文化ホール 第31回山梨地区発表会
実行委員会

無料（要整理券）

「ムジカ エテルナ 甲府」
第82回定期演奏会 7月9日（火） 山梨県立図書館多目的ホール ムジカ エテルナ 甲府有料／大人1,500円、

　　　子ども・学生1,000円

STARDUST REVUE
in ステラシアター 7月20日（土）

河口湖ステラシアター
野外音楽堂

河口湖ステラシアター、
テレビ山梨、ＦＭ－FUJI

有料／大人6,500円(会員6,200円)
※未就学児のご入場は保護者膝上に限り無料

第11回郡内短歌大会 7月27日（土）
大月市総合福祉センター
6階ホール

郡内短歌大会
第１１回実行委員会

有料／大人1,000円、
　　　子ども無料

第24回 清里フィールドバレエ
「The Field Ballet」ジゼル全幕

7月30日（火）から
8月10日（土）

清里高原萌木の村広場
特設野外劇場

（株）B.シャンブルウエスト、
萌木の村（株）

有料／大人5,000円～、
　　　小人2,500円～

第5回 清里の森涼風祭 8月3日（土）から
9月1日（日）

清里の森・森の音楽堂 清里の森音楽堂実行委員会、
㈱清里の森管理公社

有料／大人2,000円～2,500円、
　　　高校生以下無料

幼児の書道体験 8月4日（日） ひらしお源氏の館 蕩墨書道會無料(要申込み)

第35回富士吉田梅若薪能 8月10日（土） 北口本宮 冨士浅間神社神楽殿
(豪雨の場合はふじさんホール) 富士吉田梅若薪能実行委員会

有料／ロイヤル席9,000円、
SS席7,000円、S席6,000円、A席4,000円、
B席2,500円、B席のみ学生1,000円

第21回山梨コミックチャレンジ 8月18日（日） アイメッセ山梨 アニメ倶楽部 甲府有料／パンフレット購入制
　　　（全員）800円

第27回 山梨きり絵協会 きり絵展 8月14日（水）から
8月20日（火）

山梨県立美術館C展示場 山梨きり絵協会無料

夏休みコンサートin押原小
～夏休みの小学校で聴く、ソプラノ、ハープ、
ヴィオラ・ダ・ガンバのコンサート～

8月3日（土） 昭和町立押原小学校 ナーブル音楽企画、
昭和町カルチャーデザイン倶楽部

有料／大人1,500円、中高生500円、
　　　小学生未満無料

入場料・参加料 会　場 主 催 者

大沢 聡 Ocarina Jazz Night 9月14日（土） 桜座 STUDIO fiato
（スタジオ フィアート）

有料／大人3,000円、
　　　高校生以下1,500円

「ラボ国際交流のつどい
～帰国・受入れ報告会」 9月23日（月・祝） 山梨県立青少年センター2階

多目的ホール
山梨地区ラボ国際交流のつどい
実行委員会

無料（要整理券）

明治大学マンドリンクラブ
山梨演奏会 9月28日（土） コラニー文化ホール 大ホール 明治大学校友会 山梨県支部有料／大人3,000円、高校生2,000円、

　　　小中学生以下無料

秋の八ヶ岳２０１３オープンアトリエ

北杜市に点在する34軒の工房で開催するオープンアトリ
エ。制作の実演や体験、作品の展示販売やアウトレット
セールなど。
詳細は、アート&クラフトネットワークおらんうーたんHP
へ8月頃に掲載。

【実施】アート＆クラフトネットワークおらんうーたん　オープンアトリエ委員会　【問い合わせ先】第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局　055-223-1360

9月14日（土）～15日（日） 北杜市内各所日時 会場

北杜市

八ヶ岳トロンボーン・フェスタ２０１３

トロンボーンのプロ演奏家と愛好家が全国から集ま
り、八ヶ岳南麓で一緒に音楽を創り上げます。

【実施】「八ヶ岳トロンボーン・フェスタ」運営委員会　【問い合わせ先】第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局　055-223-1360

9月16日（月・祝）14:00～
高根ふれあい交流ホール
（八ヶ岳やまびこホール）／北杜市高根町村山北割

日時
会場

北杜市

交通 中央自動車道長坂IC→約5分
JR中央本線長坂駅→タクシー約10分

［　　 ］車
［　　 ］電車

提案事業

提案事業第九演奏会

県民の手作りによる「第九演奏会」。演奏者と
聴衆が心の絆を感じあえる場を造りあげます。

【実施】「喜びの歌」を歌おう実行委員会　【問い合わせ先】第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局　055-223-1360

8月25日（日）14：00～16：00
コラニー文化ホール／甲府市寿町26-1

日時
会場

甲府市

交通 中央自動車道甲府昭和IC→約10分
JR中央本線甲府駅→バス約5分

［　　 ］車
［　　 ］電車

提案事業

県民がプロデュース！
富士の国
やまなし国文祭提案事業

提案事業

　この日には、佐渡裕氏が指揮する第九の演奏会（Ｐ５）も開催されますが、同日、甲
府市において県民の手による第九演奏会が開催されます。みんなで創り上げた力強
い第九の歌声にステージと客席が一体となって「喜び」の時間を共有します。

８月２５日、
山梨県に２つの第九が共鳴！

注目！

第27回郡内俳句大会 7月19日（金） 富士吉田市民会館 小ホール 第27回郡内俳句大会
実行委員会（岳麓俳句協会）無料

山梨写真作家クラブ会員写真展 8月14日（水）から
8月19日（月） 甲府市総合市民会館 山梨写真作家クラブ無料

押花で描く
武田信玄公ゆかりの地

9月2日（月）から
9月30日（月）

山梨中央銀行 本店ロビー 山梨県押花倶楽部無料

ライブラリーコンサート 9月28日（土）
北杜市長坂
コミュニティ・ステーション 朗読劇団｢声春｣代表 大澤 博無料

八ヶ岳ホースショーinこぶちさわ 7月27日（土） 山梨県馬術競技場 八ヶ岳ホースショー
inこぶちさわ実行委員会無料

このマークのイベントは山梨県民の企画提案により実施す
る国民文化祭イベントです。
県民が創り上げた熱いイベントが各地で開催されています。
※日時や内容が変更になる場合があります。
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その他各地で開催

応援事業 （夏季の主な開催予定）
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清里で23回続く、夏の風物詩「清里フィールドバレエ」。24回目を迎える
今年、大きな挑戦を行います。昨年までは3演目を行っていましたが、今
年は1演目「ジゼル」にしぼり、そのためだけの舞台を作ります。また、主
演には国内外で活躍しているバレエ界のスターたちが４組、日替わりの主
役で上演します。その主役達の個性によって同じジゼルが、それぞれまっ
たく違うジゼルに成る事を楽しんでもらいたいと思います。夏、森の中の
舞台に会いに来て下さい。

第24回清里フィールドバレエ
「The Field Ballet」 ジゼル全幕
7月30日（火）～8月10日（土）※8月5日（月）休演
開場19：00／開演20：00
清里高原萌木の村広場特設野外劇場
【指定席】
エメラルドシート（特別指定席）▶10,000円
クローバーシート（指定席）▶大人5,000円、小人2,500円
【自由席】
フリーシート（自由席）▶当日券／大人5,000円、小人2,500円
　　　　　　　　　  ▶前売券／大人4,500円、小人2,000円
※小人：4歳以上小学生以下

事業名 開 催 日

森ヲ思フ：宮崎学、志鎌猛、
　　　　 ウィン・バロックの写真

7月6日（土）から
12月23日（月・祝）

清里フォトアートミュージアム 清里フォトアートミュージアム
有料／一般800円、学生600円、
中・高生400円、友の会・会員　無料、
家族割引1,200円(2名以上～6名様まで)

「七夕ゆかたフェスティバル」
-ゆかたアレンジ・リメイクコンテスト- 7月7日（日） 岡島ローヤル会館8階 草野きーきんぐ学園

(草野きもの着付専門学園)
有料／大人8,000円

七夕コンサート（ロビーコンサート） 7月5日（金） 山梨中央銀行本店
営業部ロビー （株）山梨中央銀行無料

ラボ･パーティ山梨地区
「第3１回テーマ活動発表会」
｢ラボ国際交流のつどい」

7月7日（日） コラニー文化ホール 第31回山梨地区発表会
実行委員会

無料（要整理券）

「ムジカ エテルナ 甲府」
第82回定期演奏会 7月9日（火） 山梨県立図書館多目的ホール ムジカ エテルナ 甲府有料／大人1,500円、

　　　子ども・学生1,000円

STARDUST REVUE
in ステラシアター 7月20日（土）

河口湖ステラシアター
野外音楽堂

河口湖ステラシアター、
テレビ山梨、ＦＭ－FUJI

有料／大人6,500円(会員6,200円)
※未就学児のご入場は保護者膝上に限り無料

第11回郡内短歌大会 7月27日（土）
大月市総合福祉センター
6階ホール

郡内短歌大会
第１１回実行委員会

有料／大人1,000円、
　　　子ども無料

第24回 清里フィールドバレエ
「The Field Ballet」ジゼル全幕

7月30日（火）から
8月10日（土）

清里高原萌木の村広場
特設野外劇場

（株）B.シャンブルウエスト、
萌木の村（株）

有料／大人5,000円～、
　　　小人2,500円～

第5回 清里の森涼風祭 8月3日（土）から
9月1日（日）

清里の森・森の音楽堂 清里の森音楽堂実行委員会、
㈱清里の森管理公社

有料／大人2,000円～2,500円、
　　　高校生以下無料

幼児の書道体験 8月4日（日） ひらしお源氏の館 蕩墨書道會無料(要申込み)

第35回富士吉田梅若薪能 8月10日（土） 北口本宮 冨士浅間神社神楽殿
(豪雨の場合はふじさんホール) 富士吉田梅若薪能実行委員会

有料／ロイヤル席9,000円、
SS席7,000円、S席6,000円、A席4,000円、
B席2,500円、B席のみ学生1,000円

第21回山梨コミックチャレンジ 8月18日（日） アイメッセ山梨 アニメ倶楽部 甲府有料／パンフレット購入制
　　　（全員）800円

第27回 山梨きり絵協会 きり絵展 8月14日（水）から
8月20日（火）

山梨県立美術館C展示場 山梨きり絵協会無料

夏休みコンサートin押原小
～夏休みの小学校で聴く、ソプラノ、ハープ、
ヴィオラ・ダ・ガンバのコンサート～

8月3日（土） 昭和町立押原小学校 ナーブル音楽企画、
昭和町カルチャーデザイン倶楽部

有料／大人1,500円、中高生500円、
　　　小学生未満無料

入場料・参加料 会　場 主 催 者

大沢 聡 Ocarina Jazz Night 9月14日（土） 桜座 STUDIO fiato
（スタジオ フィアート）

有料／大人3,000円、
　　　高校生以下1,500円

「ラボ国際交流のつどい
～帰国・受入れ報告会」 9月23日（月・祝） 山梨県立青少年センター2階

多目的ホール
山梨地区ラボ国際交流のつどい
実行委員会

無料（要整理券）

明治大学マンドリンクラブ
山梨演奏会 9月28日（土） コラニー文化ホール 大ホール 明治大学校友会 山梨県支部有料／大人3,000円、高校生2,000円、

　　　小中学生以下無料

秋の八ヶ岳２０１３オープンアトリエ

北杜市に点在する34軒の工房で開催するオープンアトリ
エ。制作の実演や体験、作品の展示販売やアウトレット
セールなど。
詳細は、アート&クラフトネットワークおらんうーたんHP
へ8月頃に掲載。

【実施】アート＆クラフトネットワークおらんうーたん　オープンアトリエ委員会　【問い合わせ先】第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局　055-223-1360

9月14日（土）～15日（日） 北杜市内各所日時 会場

北杜市

八ヶ岳トロンボーン・フェスタ２０１３

トロンボーンのプロ演奏家と愛好家が全国から集ま
り、八ヶ岳南麓で一緒に音楽を創り上げます。

【実施】「八ヶ岳トロンボーン・フェスタ」運営委員会　【問い合わせ先】第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局　055-223-1360

9月16日（月・祝）14:00～
高根ふれあい交流ホール
（八ヶ岳やまびこホール）／北杜市高根町村山北割

日時
会場

北杜市

交通 中央自動車道長坂IC→約5分
JR中央本線長坂駅→タクシー約10分

［　　 ］車
［　　 ］電車

提案事業

提案事業第九演奏会

県民の手作りによる「第九演奏会」。演奏者と
聴衆が心の絆を感じあえる場を造りあげます。

【実施】「喜びの歌」を歌おう実行委員会　【問い合わせ先】第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局　055-223-1360

8月25日（日）14：00～16：00
コラニー文化ホール／甲府市寿町26-1

日時
会場

甲府市

交通 中央自動車道甲府昭和IC→約10分
JR中央本線甲府駅→バス約5分

［　　 ］車
［　　 ］電車

提案事業

県民がプロデュース！
富士の国
やまなし国文祭提案事業

提案事業

　この日には、佐渡裕氏が指揮する第九の演奏会（Ｐ５）も開催されますが、同日、甲
府市において県民の手による第九演奏会が開催されます。みんなで創り上げた力強
い第九の歌声にステージと客席が一体となって「喜び」の時間を共有します。

８月２５日、
山梨県に２つの第九が共鳴！

注目！

第27回郡内俳句大会 7月19日（金） 富士吉田市民会館 小ホール 第27回郡内俳句大会
実行委員会（岳麓俳句協会）無料

山梨写真作家クラブ会員写真展 8月14日（水）から
8月19日（月） 甲府市総合市民会館 山梨写真作家クラブ無料

押花で描く
武田信玄公ゆかりの地

9月2日（月）から
9月30日（月）

山梨中央銀行 本店ロビー 山梨県押花倶楽部無料

ライブラリーコンサート 9月28日（土）
北杜市長坂
コミュニティ・ステーション 朗読劇団｢声春｣代表 大澤 博無料

八ヶ岳ホースショーinこぶちさわ 7月27日（土） 山梨県馬術競技場 八ヶ岳ホースショー
inこぶちさわ実行委員会無料

このマークのイベントは山梨県民の企画提案により実施す
る国民文化祭イベントです。
県民が創り上げた熱いイベントが各地で開催されています。
※日時や内容が変更になる場合があります。
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◆マウンテンバイク◆グラススキー◆マウンテンボード◆
ソリタイプの「ポッカール」など個性的なアウトドアスポーツ
を気軽に体験できます。
:ふじてんリゾート（南都留郡鳴沢村字富士山8545-1）
;中央自動車道河口湖ＩＣから車約20分
;富士急行線河口湖駅からタクシー約20分
<ふじてんリゾート　10555-85-2000

ふじてんリゾート アウトドアスポーツ
6月～【富士観光開発】

◎ホタル観賞◎ホタル籠作り◎子供向けクラフト（みなもと体験
館）◎マスつかみどり◎ミニ物産展◎納涼花火大会
:道志村観光農園;中央自動車道都留ＩＣから車約30分
（県道24号経由）;J中央自動車道相模湖ＩＣから車約50分
(藤野経由)<道志村観光協会　10554-52-1414

ホタル祭り
7/13土【道志村】

2013.7 July

甲府の夏の風物詩「甲府夏祭り」。色とりどりの吹流しや趣向を
こらした飾りが中央商店街を彩ります。7月7日を中心に、中央
商店街には出店が立ち並び、浴衣姿の人たちで賑わいます。
:甲府中央商店街;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徒歩約5分
<甲府商店街連盟　1055-233-2241

第６４回「甲府夏祭り」
7/1月～7/7日【甲府市】

全国のスモモ産地の代表及びスモモ生産者・流通関係者が
一堂に会し、スモモの魅力や商品力を広く県内外に発信す
る。「パネルディスカッション」ほか南アルプス市で生まれた
世界一のスモモ貴陽などの食べ比べやピューレをはじめ加
工食品の紹介など。
:桃源文化会館
;中部横断道南アルプスＩＣから車約１０分
<南アルプス市観光商工課　1055-282-6294

スモモサミット
7/19金～7/20土【南アルプス市】

:笛吹市役所前笛吹川河川敷
<第28回国民文化祭笛吹市実行委員会事務局　　　　
　1055-262-1311

いさわ鵜飼
7/20土～8/18日の水・木・土・日8/19月（国文祭 Ｐ11）【笛吹市】

等身大着ぐるみによる道徳教育を目的としたミュージカルで
す。県内の福祉施設や東日本大震災で被災され避難してお
られる方々も招待しております。
:コラニー文化ホール
;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徒歩約20分
<甲府カッパ友の会　1070-6801-8049

劇団カッパ座「ねこと金魚」「にこにこきぶん」
7/15㊗【甲府市】

期間中、午後８時５０分～午後９時までの毎晩１０分間、石和温
泉の夜空を美しい花火が彩ります。
: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10分;JR中央本線石和温泉駅から徒歩約20分
<笛吹市役所観光商工課　1055-262-4111

石和温泉連夜花火─笛吹川の舞─
7/20土～8/20火【笛吹市】

◆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～２１時）◆ステージイベント◆ビンゴ大会　【関連イ
ベント】◇富士山・河口湖山開きまつり花火大会７/６（土）河口
湖畔船津浜
:八木埼公園（メイン会場）、大石公園
;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レトロバス約10分
<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】

山中湖周辺に仕掛けられた困難なミッションに、ともに立ち向
かい「ともだち」と真の友情を深め合う協力型宝探しゲーム。
村役場、観光協会等で配布されている宝の地図を手に入れれ
ば、無料で参加でき、ミッションをクリアすれば豪華賞品が当
たるチャンスがある。
:山中湖村内;東富士五湖道路山中湖ＩＣから車約10分
;富士急行線富士山駅バス約30分
<山中湖村観光課　10555-62-9977

ともおぺ in 山中湖　第三弾
7/13土～10/14㊗【山中湖村】

:山中湖交流プラザきらら 野外ステージシアターひびき
<第28回国民文化祭山中湖村実行委員会事務局　　
10555-62-3813

きららジュニアバンドフェスティバル in 山中湖
7/21日（国文祭 Ｐ4）【山中湖村】

:7/20オオムラサキの里ウォーク　8/10ひまわりと太陽の里　9/21武川米と武川衆のふるさとを訪ねて
<第28回国民文化祭北杜市実行委員会事務局　　10551-42-1373

北杜24景フットパス
7/20土・8/10土・9/21土（国文祭 Ｐ8）【北杜市】

:大月駅周辺
<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
8/3土（国文祭 Ｐ7）【大月市】

: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
8/3土・8/4日・11/10日（国文祭 Ｐ6）【甲府市】

毎年７月に行われる「道の駅とよとみ」の恒例イベント。中央市
特産の桃の試食販売の他、もぎ取り体験もできます。新鮮野
菜の販売や名物の手作りハムやソーセージの試食もありま
すのでみなさん是非お越し下さい。
:道の駅「とよとみ」
;中央自動車道甲府南ＩＣから車約10分
;JR身延線東花輪駅からタクシー約10分
<道の駅「とよとみ」　1055-269-3424

桃収穫祭
7月中旬【中央市】

富士山の山開きの前日に、富士登山の安全を祈願し行われる。
伝統的な行衣を身にまとった人達による「富士講パレード」や
茅の輪くぐりの神事。浅間神社の登山門に張られた注連縄を
手力男命が木槌で断つ「お道開き」の儀式が行われる。
:北口本宮冨士浅間神社（上吉田地区）
;中央自動車道河口湖ＩＣから車約10分
;富士急行線富士山駅から徒歩約5分
<ふじよしだ観光振興サービス　1０５５５-21-1000

富士山開山前夜祭・開山祭
6/30日～7/1月【富士吉田市】

◆ハイキングコース沿いのアジサイの花とハイキングが
満喫できる。山頂での富士山と河口湖の眺めは最高。・富
士急行河口湖駅→（徒歩５０分）→カチカチ山ロープウェイ
山頂駅　・カチカチ山ロープウェイ湖畔駅→山頂駅→（徒
歩３０分）→富士急行河口湖駅
:天上山
;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レトロバス約5分
<富士河口湖町観光課　1０５５５-７２-３１６８

天上山ハイキング
7月中旬～8月中旬【富士河口湖町】

県内の夏の花火大会の中では早期に開催される花火大会
で、約3,000発の花火が夏の夜空を彩る。打ち上げ前には
自由参加で楽しむ盆踊り大会も開催される。会場は山梨市
駅から近いため、浴衣でも歩いて行きやすい。
: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
<山梨市農林商工課/山梨市商工会　
　10553-22-1111/0553-22-0806

笛吹川県下納涼花火大会
7/27土【山梨市】

都留文科大学学生の力で1969年から続く、『つる子ども
祭り実行委員会』。過去の資料や写真・絵から、このイベン
トにかける学生たちの想いを発信します。
:ミュージアム都留
;中央自動車道都留ＩＣから車約5分
;JR中央本線大月駅から富士急行線谷村駅下車すぐ
<ミュージアム都留　10554-45-8008

つる子どもまつり
─はじまり・いま・みらい─展

7/27土～8/18日【都留市】

馬のまち小淵沢で繰り広げる恒例の一大イベント。馬にま
つわるミニゲームをはじめ、人馬一体の演技で観客を魅了
するホースショーは必見。
:山梨県馬術競技場
;中央自動車道小淵沢ＩＣから車約5分
;JR中央本線小淵沢駅からタクシー約10分
<八ヶ岳ホースショーｉｎこぶちざわ実行委員会事務局
　10551-42-1491

第35回八ヶ岳ホースショーinこぶちさわ
7/27土【北杜市】

約６０万本のひまわりをいくつかの畑に分けて、期間をずらし
て播種し、期間中いつでも観賞することができます。クラフト
市、ひまわりフォトコンテストなども開催。
:明野温泉太陽館周辺
;中央自動車道韮崎・須玉ＩＣから車約15分
;JR中央本線韮崎駅からタクシー約20分
<北杜市明野町地域活性化事業実行委員会
　1（財）北杜市農業振興公社 0551-25-2885

北杜市明野サンフラワーフェス2013
7/27土～8/25日【北杜市】

NHKラジオ体操の公開放送。午前６時開始式。午前６時３０
分ラジオ体操開始。
:昭和町押原公園　芝生広場;ＪＲ身延線国母駅から徒
歩約１５分<昭和町教育委員会　1055-275-8641

夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会
7/29月【昭和町】

今年で26回目のお祭りになります。本年度は伍代夏子さんをメ
インゲストとして迎えます。他にも300年以上伝わるささら獅子
舞や東京都奥多摩町の清流太鼓などのステージが開かれます。
また、国民文化祭といたしましてカラオケ大会を開催し伊達めぐ
みさんをゲストとして迎えます。また、体験コーナーや出店もあ
りますので、ぜひご来場下さい。
:丹波山村交流促進センター;中央自動車道上野原（勝
沼）ＩＣから車約60分;JR青梅線奥多摩駅からバス約55分
<夏まつり丹波実行委員会、第28回国民文化祭丹波山村実
行委員会事務局　1０４２８-８８-０２１１

第26回夏まつり丹波・ふれあい歌謡フェスタinたばやま
7/28日（国文祭 Ｐ7）【丹波山村】

戦国時代に湯之奥金山で行われていた鉱山作業の歴史事実に基づき、
現地遺跡の見学から始まり、鉱石の採集、そして粉成作業、比重選鉱、
灰吹きという、展示室で紹介している戦国時代の鉱山での作業を、自分
で、「見て」「触れて」「体験する」という一連の作業を通して、楽しみなが
ら鉱山作業を理解してもらうことに目的をおいた2日間のイベントで
す。また、当時の先端技術者であった「金山衆」という技術集団の産金
技術や生き方に触れ、学ぶことも事業の目的の一つとするもので、この
経験を通して、子供たちの「自然」や「科学」に対する知識の高揚に役立
てることを目指します。 
:甲斐黄金村・湯之奥金山博物館;中部横断道増穂ＩＣか
ら車約45分;ＪＲ身延線下部温泉駅から徒歩約5分
<身延町役場生涯学習課　甲斐黄金村・湯之奥金山博物館
　1０５５６-３６-００１５

こども金山探検隊
7/27土～7/28日【身延町】

国道５２号線を通行止めにし、全長６３０ｍに渡る歩行者天国に
よる夏祭りです。会場には様々な売店が並び、子供から大人
まで楽しめるイベントを沢山用意しています。
:青柳町地内国道52号線
;中部横断道増穂ＩＣから車約5分
;ＪＲ身延線鰍沢口駅からタクシー約10分
<ふじかわ夏まつり実行委員会　10556-22-0870

ふじかわ夏まつりＲ５２
7/27土【富士川町】

首都圏を流れる多摩川源流部にライフジャケットとヘルメット
を身につけ、川の流れに身をまかせてみたり、泳ぐ天然魚を
探してみたり、滝に打たれてみたり、橋から飛び込んだりと大
自然を全身を使って感じることのできるプログラム。
:小菅川源流（川入）
;中央自動車道上野原ICから車約４５分
;JR青梅線奥多摩駅から西東京バス「小菅行き」約５０分
<NPO法人多摩源流こすげ　10428-87-7055（要予約）

源流体験
7月中旬～8月末【小菅村】

学問文道の神である菅原道真と、武勇・医療・産業・五穀豊穣
の神、須佐之男命が祀られている平野天満宮の例大祭り。
:平野天満宮
;東富士五湖道路山中湖ＩＣから車約10分
;富士急行線富士山駅からバス歩約30分
<山中湖村観光課　10555-62-9977

平野天満宮祭
7月中旬【山中湖村】

人気のキャラクターショーをはじめ、様々なイベントを開
催。また、カードバトル等の要素を盛り込んだ巨大迷路「ぐ
るり森大冒険」も登場予定！
:富士スバルランド（南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1）
;中央自動車道河口湖ＩＣから車約5分
;富士急行線河口湖駅から無料送迎バス15分
<富士スバルランド　10555-72-2239

富士スバルランド「わんぱく祭り」
7/20土～8/18日【富士観光開発】

:河口湖ステラシアター<第28回国民文化祭山梨県実行委員会　1０５５-223-1846
夏のステージオープニングイベント
6/30日（国文祭 Ｐ2）【富士河口湖町】

:北杜市小淵沢町内の水田<第28回国民文化祭北杜市実行委員会　1０５51-42-1373
稲絵アートフェスティバル
5月下旬～10月上旬（国文祭 Ｐ9）【北杜市】

:富士五湖文化センター（ふじさんホール）<第28回国民文化祭山梨県実行委員会　1０５５-223-1846
夏のステージ やまなし発見フォーラム
7/6土（国文祭 Ｐ3）【富士吉田市】

:シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー広場ほか<第28回国民文化祭甲州市実行委員会　1０５５3-32-5092
フットパス・朝市とワイナリーめぐり
11月まで毎月第1日曜日（国文祭 Ｐ10）【甲州市】

:四季の杜おしの公園 小池邦夫絵手紙美術館企画展示ホール
<四季の杜おしの公園 小池邦夫絵手紙美術館　10555-84-3222

絵手紙フェスティバル
7/3水～9/8日（国文祭 Ｐ4）【忍野村】

:甲府駅北口よっちゃばれ広場<第28回国民文化祭山梨県実行委員会　1055-223-1846
夏のステージ ウェルカムイベント
7/5金～7/7日（国文祭 Ｐ3）【甲府市】

:南アルプス市立春仙美術館
<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

南アルプスミニチュア版画展
7/13土～7/28日（国文祭 Ｐ12）【南アルプス市】

2013.8 August

富士五湖一標高の高い山中湖、短い夏に精一杯可憐な姿
を見せてくれる高指山のヒオウギの群生地に、ガイドが同
行して植物の説明をしながらツアーを行う。
:山中湖村高指山
;東富士五湖道路山中湖ＩＣから車約10分
;富士急行線富士山駅からバス約40分
<NPO法人富士山自然学校　10555-20-3111

ヒオウギの里祭り
8月上旬～中旬【山中湖村】

文豪、徳富蘇峰によって報湖祭と命名され、殉職した霊を慰めた
り、災難がないように湖の恵みに感謝と祈りを捧げるお祭り。夜
には、４つの地区に分かれて盛大な花火大会が行われる。
:山中湖畔周辺;東富士五湖道路山中湖ＩＣから車約10分
;富士急行線富士山駅からバス約30分
<山中湖観光協会　10555-62-3100

報湖祭 花火大会
8/1木【山中湖村】

◆水の神｢豊玉姫命｣を祭る竜宮神社の祭典。灯籠流し、花火
大会が湖面を彩る。光の綴れ織りが幻想世界を作る。　
●１９時～灯篭流し　●１９時３０分～打上花火
:西湖湖畔の前浜
;中央自動車道河口湖ＩＣから車約20分
;富士急行線河口湖駅からバス約25分
<富士河口湖町　足和田出張所　1０５５５-８２-２３１１

西湖竜宮祭
8/2金【富士河口湖町】

砂金堀り大会は、湯之奥金山という歴史的遺跡を２１世紀に広く伝
えることを目的とし、博物館の砂金採り体験室とは一味違う砂金掘
りが楽しめます。また、砂金掘り技術の普及並びに啓蒙を図るため
に「日本大会」や「世界大会」が存在することをも周知することを目
的として開催します。お誘い合わせのうえ、奮ってご参加ください。
:甲斐黄金村・湯之奥金山博物館;中部横断道増穂ＩＣから
車約45分;ＪＲ身延線下部温泉駅から徒歩約5分 
<身延町役場生涯学習課 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館
　1０５５６-３６-００１５

砂金堀り大会
8/3土【身延町】

本栖湖の夏のメインイベント「神湖祭」。花火大会や情緒
たっぷりの夏祭りを楽しめる。
:本栖湖湖畔の町営駐車場
;中央自動車道河口湖ＩＣから車約40分
;富士急行線河口湖駅からバス約50分 
<本栖湖観光協会　1０５５５-８７-２５１８

本栖湖神湖祭
8/3土【富士河口湖町】

大月最大の市民総参加の夏祭り。今年は、国民文化祭事業となっ
ている大月阿波踊りフェスティバルをはじめ、ラッキーシティラン、
御神火隊、民謡流し、大盆踊り大会、よさこい、紅富士太鼓、花火、
各種伝統芸能などが盛大に行われます。今年は、３０回記念行事と
して様々なイベントも予定しております。
:まつり街道（駅前周辺の国道２０号線）、まつり広場（大月東小学校）
;中央自動車道大月ＩＣから車約5分;ＪＲ中央本線猿橋駅か
ら徒歩約5分<かがり火市民祭り実行委員会　1大月市役
所産業観光課　0554-20-1829

第３０回 かがり火市民祭り
8/3土雨天時は8/4日【大月市】

甲府市と姉妹都市であります奈良県大和郡山市で開催され
る、全国金魚すくい選手権大会の甲府予選会。成績優秀者
は、甲府市の代表として本大会への出場権を獲得できます。
県外・甲府市外の方は代表にはなれませんが、飛び入り参加
は大歓迎！参加料は無料なので、ふるってご参加ください。

オリオンスクエア・金魚スクエア
全国金魚すくい選手権大会甲府予選会

7/13土【甲府市】

:甲府オリオンスクエア城南商店街;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徒歩約5分<甲府市観光課　1055-237-5702
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例年、8月の第一日曜日にリバーサイドパーク、甲斐黄金村・
湯之奥金山博物館駐車場をメイン会場にして行われる、下
部温泉郷の風物詩です。ヤマメのつかみ取りや渓流釣りな
ど、一日を通して下部ならではの夏の情緒が味わえます。家
族そろって参加できる楽しいイベントです。
:下部温泉郷（リバーサイドパーク、湯之奥金山博物館駐車場）
;中部横断道増穂ＩＣから車約45分;ＪＲ身延線下部温泉
駅から徒歩約5分<下部観光協会　10556-20-3001

ヤマメまつり
8/4日【身延町】

笛吹市夏祭りのフィナーレを飾る県下最大級の花火大会。
打ち上げるのは昨年開催された「第86回全国花火競技大
会」で最高賞の内閣総理大臣賞を受賞した山内煙火店で
す。どうぞご期待下さい。
: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10分※19時から22時まで会場周辺で交通規制
があります。;JR中央本線石和温泉駅から徒歩約20分
<笛吹市役所観光商工課　1055-262-4111

石和温泉花火大会
8/21水【笛吹市】

屋台村やステージパフォーマンス、お楽しみ大抽選会、花
火、広大な芝生広場や建物壁面などをスクリーンにしたダイ
ナミックな「光の切り絵」の投影などが催されます。
:富士川クラフトパーク
;中部横断道増穂IＣから車約30分;ＪＲ身延線下部温泉
駅からタクシー約15分<富士川クラフトパーク（合同会社
富士川切り絵の森）　10556-62-5545

峡南の夏祭り
8/24土【身延町】

富士山のお山閉まいを告げる吉田の火祭りは国の重要無
形民俗文化財。26日夕刻、富士山へ続く「富士みち」に約８０
本、高さ3ｍ、直径８０cmの大たいまつに一斉に火が灯り、
街が炎で赤く染まる様子はここでしか見ることができませ
ん。２７日はすすき祭りが行われます。
:北口本宮冨士浅間神社（上吉田地区）
;中央自動車道河口湖IＣから車約10分
;富士急行線富士山駅から徒歩約5分 
<ふじよしだ観光振興サービス
　10555-21-1000

吉田の火祭り・すすき祭り
8/26月～8/27火【富士吉田市】

◆花火大会をはじめ、ボート供養等、釣り客で賑わう精進湖な
らではの珍しい行事も楽しめる。夏の精進湖が満喫できる。ま
た、２回目となる音楽祭が本年も計画されている。  •花火大会
２０時～◆精進湖音楽祭 プロ・アマが一同に会するジャンルを
問わない参加型音楽イベント。１５時～２１時（予定）
:精進湖湖畔の他手合浜
;中央自動車道河口湖ＩＣから車約40分
;富士急行線河口湖駅からバス約40分
<精進湖観光協会　1０５５５-８７-2651

精進湖涼湖祭
8/4日【富士河口湖町】

◆夏の河口湖の代名詞「河口湖湖上祭」。毎年８月４日
（前夜祭）、５日の日程で開催します。尺玉花火や花火コ
ンテスト、約４００ｍのナイアガラの滝など２日間で１万
発の打上花火が夏の湖畔を彩る。 •８／４打上花火 •８
／５打上花火、ナイアガラの滝
:河口湖湖畔の船津浜・平浜駐車場;中央自動車道河
口湖ＩＣから車約10分;Ｊ富士急行線河口湖駅から徒歩
15分<河口湖観光協会　10555-72-2460

河口湖湖上祭
8/4日～8/5月【富士河口湖町】

:高根ふれあい交流ホール
<第28回国民文化祭北杜市実行委員会　10551-42-1373

ジュニアコーラスの祭典inほくと
8/5月～8/6火（国文祭 Ｐ9）【北杜市】

:市川大門総合グラウンド他<第28回国民文化祭市川三
郷町実行委員会事務局　1055-272-1101

神明の花火フェスティバル
8/7水（国文祭 Ｐ12）【市川三郷町】

:道の駅みとみ
<第28回国民文化祭山梨市実行委員会事務局
　10553-22-1111（代表）

笛吹川源流まつり
8/18日（国文祭 Ｐ10）【山梨市】

:山中湖文学の森公園
<第28回国民文化祭山中湖村実行委員会事務局
　10555-62-3813

山中湖俳句大会
8/19月～8/20火（国文祭 Ｐ4）【山中湖村】

:東京エレクトロン韮崎文化ホール
<第28回国民文化祭韮崎市実行委員会事務局
　10551-22-1111（代表）

サッカーフェスティバル・
スポーツ文化シンポジウム

8/25日（国文祭 Ｐ8）【韮崎市】

:河口湖ステラシアター
<河口湖ステラシアター（野外音楽堂）　
　10555-72-5588

富士山の麓で第九演奏会
8/25日（国文祭 Ｐ5）【富士河口湖町】

:コラニー文化ホール
<第28回国民文化祭山梨県実行委員会
　1055-223-1360

第九演奏会
8/25日（国文祭 Ｐ14）【甲府市】

なし・桃・ぶどうの直売や試食、なし収穫体験などが行われ
ます。その他にも、かき氷の無料サービス、冷やしきゅうり・
やきそばの販売などもあります。
: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

夏のフルーツ祭り
8/10土【甲府市】

120名以上の市民が扮する大名行列が見どころです。露払
いのお神楽と大名行列、豪華な飾り幕に彩られた４台の八
朔祭の屋台が隊列を成し、演技を行います。また、メイン会
場では、子どもたちや市民団体が催し物を開催するほか、
模擬店も出店し、にぎわいます。
:都留市立谷村第一小学校周辺
;中央自動車道都留ＩＣから車約5分
;富士急行線谷村駅下車徒歩約5分
<ふるさと時代祭り実行委員会事務局
　10554-43-1111（代）

第３１回 ふるさと時代祭り
9/1日【都留市】

山中諏訪神社は、別名山中明神とも呼ばれ、安産守護の神
様、豊玉姫を祭神として祀られており、夜祭のみこしをかつ
いだ氏子の女性には安産が約策されると言われ、古くから妊
産婦等が集まるお祭りとして全国的に有名。
:山中湖村諏訪神社;東富士五湖道路山中湖ＩＣから車約
10分;富士急行線富士山駅からバス約約40分
<山中湖諏訪神社　10555-62-3952

山中湖明神安産祭り
9/4水～9/6金【山中湖村】

初日の昼間には牛倉神社の宮神輿と子供神輿、夕方からは各
地区の神輿が市内や国道２０号線を練り歩きます。２日目は本
町、新町の山車が町を練り歩き、笛や太鼓の祭囃子に乗って、獅
子やひょっとこが競い合う。２日目と３日目は牛倉神社境内に出
店が並び、３日目の夜にはカラオケ大会も行われます。
:牛倉神社;ＪＲ中央本線上野原駅からバス
<上野原市経済課商工観光担当　10554-62-3119

牛倉神社例大祭
9/7土～9/9月【上野原市】

下吉田にある小室浅間神社で行われる秋祭り。的を射る流
鏑馬とは異なり、神事として神社に奉納する。馬の蹄の跡で
年の吉凶を占う。前日には宵宮祭も行われる。
:小室浅間神社（下吉田地区）
;中央自動車道河口湖ＩＣから車約15分
;富士急行線下吉田駅から徒歩約5分
<ふじよしだ観光振興サービス
　10555-21-1000

流鏑馬祭り
9/18水～9/19木【富士吉田市】

日本一の渓谷美を堪能して、おいしい山梨の郷土食うめぇ～
ほうとうを食ってみろし！！昇仙峡はもちろん県内のほうとう自
慢のお店が一堂に会する「ほうとう王座決定戦！！」参加料５００
円で出店しているほうとうを試食し日本一を選んでください。
:昇仙峡;中央自動車道甲府南ＩＣから車約50分
;JR中央本線甲府駅からタクシー約30分
<昇仙峡魅力づくり協議会　1090-8648-0243

第４回昇仙峡ほうとう味くらべ真剣勝負
9/28土～9/29日【甲府市】

七面大明神を祭った開創の日を記念する大祭です。
:七面山敬慎院;中部横断道増穂ＩＣから車約60分
;ＪＲ身延線下部温泉駅からタクシー約20分 
<七面山 敬慎院　10556-45-2551

七面山大祭
9/18水～9/19木【身延町】

江戸時代に民主主義の先駆けと言える思想を唱えた、甲斐市の
郷土の偉人「山県大弐」の遺徳を称えた祭り。山縣神社・参道を会
場に学問成就祈願が行われるほか、大弐学問通りを神輿が練り
歩く。学業成就のため、また歴史探訪としても楽しめる。
:山縣神社周辺;中央自動車道甲府昭和ＩＣから車約20分
;JR中央本線竜王駅から徒歩約25分 
<甲斐市商工観光課　1055-278-1708

大弐学問祭
9/23㊗【甲斐市】

中央市の３大祭りの第２弾、与一公まつりを開催します。
様々な催しを実施し、フィナーレには迫力満点の花火を打
ち上げます。打ち上げ場所と会場が近く迫力満点です。夏
の風物詩の盆踊り大会や、こども達に大人気の「氷柱宝探
し」が行われます。また30店舗以上の露店も並びます。一緒
に夏を楽しみましょう。
:中央市豊富農村広場;中央自動車道甲府南ＩＣから車約
15分;ＪＲ身延線東花輪駅からシャトルバス有り<中央市
役所商工観光課　1055-274-8582

中央市与一公まつり'13
8/14水【中央市】

鳴沢村の標高1000mの高原地帯で高原野菜の収穫体験。
収穫した野菜は持ち帰ることができ、バーベキューもセット
になった人気イベント。
:富士緑の休暇村（南都留郡鳴沢村8532-5）
;中央自動車道河口湖ＩＣから車約20分
;富士急行線河口湖駅からバス約20分 
<富士緑の休暇村　10555-85-2236

高原野菜狩り
8月中旬～10月中旬【富士観光開発】

南部の火祭りは、盆の送り火や川供養、虫送りの意味をもっ
ています。伝承される、投げ松明、大松明、灯ろう流し、百八
たいが行われ、花火大会も行われます。
:富士川河川敷　南部橋上下流
;中央自動車道甲府南ＩＣから国道５２号南下→南部方面へ
;JR身延線内船駅から徒歩約10分
<火祭り実行委員会（南部町役場産業振興課内）　
　10556-64-3111

南部の火祭り
8/15木【南部町】

江戸時代から続く地元民による煙火大会として古い歴史のあ
るものです。戦後の動乱期においても、県内で唯一実施されて
いた伝統もあります。カラオケ大会なども行われ、出店も軒を
並べるなど、帰省客も多く賑わいをみせる。
:下山新町地内;中部横断道増穂ＩＣから車約30分
;ＪＲ身延線下部温泉駅からタクシー約15分
<身延町役場観光課　1０５５６-62-1116

下山愛宕祭典花火大会
8/16金【身延町】

武田氏発祥・終焉の地で行われる信義公以来の累代戦没将士
の精霊を供養する祭り。大型のスターマインを軸に音楽と連動
した花火を始め、約５０００発が夜空に舞い上がる。「提灯行列」
の後に供養会が行われ花火大会となる。
:釜無川河川公園;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徒歩約15分
<韮崎市商工観光課　10551-22-1991

夏の武田の里祭り
「武田陣没将士供養会・花火大会」

8/16金【韮崎市】

平成元年に県下最大規模の花火大会として復活し、今年で
第２５回目の節目の大会を迎えます。また、山梨県下で開催
中の「第２８回国民文化祭」の事業の一つとなっています。大
輪の花が開く２尺玉花火をはじめ、県内外の花火師が創意
工夫を凝らした花火が夏の夜空を彩ります。
:三郡橋下流笛吹川河畔;中央自動車道甲府南ICから車
約20分、中部横断道増穂ＩＣから車約5分;JR身延線市川
大門駅から徒歩約10分<市川三郷町ふるさと夏まつり実
行委員会　1055-272-1101

市川三郷町ふるさと夏まつり　
第２５回神明の花火大会

8/7水【市川三郷町】

忍野村の平和と繁栄を祈念して守護神・八木竜王を祀る「忍野八
海祭り」。午前の朝市から始まり川釣り、ちびっこ広場やキャラク
ターショーなど子供が喜ぶイベントがたくさんあります。夕方から
は迫力ある太鼓演奏や盆踊り、八文字焼きが行われる。クライマッ
クスを飾る花火大会では、大玉花火や音楽に合わせたミュージカ
ルレーザーショーなど、魅力溢れる花火が見ものです。
:忍野中学校;中央自動車道河口湖ICから車約20分、
東富士五湖道路山中湖ＩＣから車約10分;富士急行線富士
山駅から内野行きバス約25分 
<忍野村地域振興課　10555-84-3111

第３６回忍野八海祭り
8/8木【忍野村】

: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

南アルプス山岳フェスティバル
8/3土～8/5月（国文祭 Ｐ12）【南アルプス市】

:河口湖ステラシアター
<河口湖ステラシアター（野外音楽堂）　
　10555-72-5588

富士山河口湖音楽祭2013
8/11日（国文祭 Ｐ4）【富士河口湖町】

: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

洋舞フェスティバル
8/11日（国文祭 Ｐ6）【甲府市】

:甲府駅北口よっちゃばれ広場
<第28回国民文化祭山梨県実行委員会
　1055-223-1846

幕絵甲子園2013
8/10土（国文祭 Ｐ3）【甲府市】

:甲斐市敷島総合文化会館・甲斐市立竜王図書館・甲斐市双葉ふれ
あい文化館<第28回国民文化祭甲斐市実行委員会事務局
　1055-278-1697

朗読フェスティバル
8/11日・9/8日・9/22日（国文祭 Ｐ6）【甲斐市】

:韮崎市民交流センター
<第28回国民文化祭韮崎市実行委員会事務局
　10551-22-1111（代表）

小林一三・保阪嘉内の世界展
9/1日～11/10日（国文祭 Ｐ8）【韮崎市】

:富士川・切り絵の森美術館
<第28回国民文化祭身延町実行委員会事務局
　10556-20-3017　　

国際切り絵コンクール・イン・身延 ジャパン
9/7土～11/10日（国文祭 Ｐ13）【身延町】

:ミュージアム都留
<第28回国民文化祭都留市実行委員会事務局
　10554-45-8008

甲斐絹展
9/22日～10/27日（国文祭 Ｐ7）【都留市】

: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

大正琴の祭典
9/28土～9/29日（国文祭 Ｐ12）【南アルプス市】

:河口湖ステラシアター
<河口湖ステラシアター（野外音楽堂）　10555-72-5588

吹奏楽の祭典
9/29日（国文祭 Ｐ5）【富士河口湖町】

:甲斐市敷島体育館
<第28回国民文化祭甲斐市実行委員会事務局
　1055-278-1697

ダンススポーツフェスティバル
9/29日（国文祭 Ｐ6）【甲斐市】

:東京エレクトロン韮崎文化ホール
<第28回国民文化祭韮崎市実行委員会事務局
　10551-22-1111（代表）

文芸祭「漢詩」
9/29日（国文祭 Ｐ8）【韮崎市】

:河口湖ステラシアター
<河口湖ステラシアター（野外音楽堂）　10555-72-5588

Mt.Fuji河口湖ジャズフェスティバル
9/15日～9/16㊗（国文祭 Ｐ5）【富士河口湖町】

:高根ふれあい交流ホール
<第28回国民文化祭北杜市実行委員会
　10551-42-1373

金田一春彦ことばの学校
9/7土（国文祭 Ｐ9）【北杜市】

:昭和町地域交流センター<第28回国民文化祭昭和町実行
委員会事務局　1055-275-8641

子ども太鼓フェスティバル
8/4日（国文祭 Ｐ13）【昭和町】

暑い甲府盆地を抜け出して涼しい昇仙峡・仙娥滝へ。日没後に滝が
ライトアップされ幻想的な景色になります。滝のマイナスイオンを
浴びながら涼しい夏の夜を浴衣を着て縁日でお楽しみ下さい。
:昇仙峡・仙娥滝
;中央自動車道甲府南ＩＣから車約50分
;JR中央本線甲府駅からタクシー約30分
<昇仙峡魅力づくり協議会　1090-8648-0243 

昇仙峡・仙娥滝ライトアップ夏まつり

8/3土・8/4日・8/10土～8/18日
　　　　　　　8/24土・8/25日【甲府市】



博物館に行こう!

【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）

美術館通り

アル
プス
通り

R20

中
央
自
動
車
道

甲府昭和IC

山梨県立美術館開館35周年記念
「近代自然主義絵画の成立
 オランダ・ハーグ派展
 バルビゾンへの憧れ、ゴッホの原点」
7月13日土～8月25日日

「日本のわざと美」展
-重要無形文化財とそれを支える人 -々 
9月7日土～10月14日（月・祝）

　１９世紀、オランダのハーグにおいて、自然主義的な作品を描いた画
家たちがいました。彼らは「ハーグ派」と呼ばれ、あるがままの自然、農
村風景や農民の慎ましい生活を清新な表現でとらえました。本展は、
ハーグ派を日本で初めて主題的に紹介する展覧会です。オランダの
ハーグ市立美術館、クレラー=ミュラー美術館の他、国内に所蔵され
るバルビゾン派やゴッホの作品も含めた約70点を展観いたします。

山梨県立美術館

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2
ｋｍ直進、貢川交番前交差点を
左折、国道52号を約1ｋｍ左側。
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」または、
「県立文学館 東」下車。

車

電車

¡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）

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。

山梨県立博物館、山梨県立考古博物館、山梨県立美術館、山梨県立文学館の観覧について、65歳以上の方（特別展は県内在住者のみ）、障がい者および介護者並び
に土曜日の小・中・高・支援学校生は無料です。

夏季企画展「日本一の富士山」展

世界文化遺産登録を機に、信仰の山としての富士山を物語る遺物を展示し
ます。富士山麓に点在する史跡の調査から見つかったさまざまな資料か
ら、人々と深く関わり、崇拝を集めてきた富士山の姿や富士山信仰につい
てご紹介します。考古学の視点から改めて富士山を見つめてみませんか。

7月13日土～9月1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

7月20日土～8月25日日
児童書「かいけつゾロリ」のたのしい世界と作者原ゆたかを紹
介。子どもたちに本に親しみ、たのしんでもらう展覧会です。

山梨県立文学館
特設展「あそぶぜ！かいけつゾロリの
　　　おたのしみ大さくせん
　　　～原ゆたかとゾロリのなかまたち」

¡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［7月20日
（土）～8月26日（月）］は毎日開館します。

石和温泉

石和橋

中央自動車道

一宮・
御坂IC

R20

R
1
3
7

富士の国やまなし国文祭記念事業「山梨の近代人物と鉄道」
7月20日土～9月2日月
近代山梨の基盤整備に大きく寄与した山梨ゆかり
の先人達と鉄道事業との関わりについて紹介しま
す。夏休みの家族向け展示として、鉄道模型や実際
に試乗できるミニ鉄道等も展示します。

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。

ヤン・ヘンドリック・ヴァイセンブルフ《ハールレムの風景》
ハーグ市立美術館蔵
Collection Gemeentemuseum Den Haag,
The Hague, The Netherlands

十四代酒井田柿右衛門≪濁手技垂桜文鉢≫
1990年 文化庁蔵

中央線開通に尽力した雨宮敬次郎 開通当時の中央線

©原ゆたか／ポプラ社

博物館に行こう 富士の国やまなし国文祭記念事業（下半期）

¡富士河口湖町河口3170　20555‐73‐2829　=9:30～17:00　?火曜・その他展示替日・年末　http://kgmuse.com　;車：中央自動車道河口湖IC約10分／電
車：富士急行線河口湖駅バス約11分

4月14日（日）～9月16日（月・祝）
▶おもに90 年代以降の日本の現代美術の展覧会。高橋龍太郎氏のコレクション展。

9月21日（土）～12月23日（月・祝）
▶スペインの巨匠、ジョアン・ミロ（1893－1983）版画作品
　約150点を展示。

❶河口湖美術館
「ワンダフル・マイ・アート
 －高橋コレクションの作家たち－」

ミロ版画展 JOAN MIRO

¡富士河口湖町小立1204-2　20555-83-3220　=9:00～17:00（3月20日から11月30日、12月１日から3月19日［土日祝日］）10:00～16:00（最終入館）（12月１日
から3月19日［平日］）　?年中無休　http://www.kitahara-museum.jp/　;車：中央自動車道河口湖IC約10分／電車：富士急行線河口湖駅タクシー約10分

▶今回の展示では、1930年代から70年代頃までに作られたアメリカンキャラクターコレクションを一堂に展示します。

❷河口湖北原ミュージアム
「キャラクター大集合!!」展　6月22日(土）～10月4日(金)

¡富士吉田市新西原5-6-1　20555‐22‐8223　=【平日】10:00～17:30 ・【土曜】10:00～20:30 ・【日・祝】9:00～20:30　?不定
http://www.fujiyama-museum.com/　;車：東富士五湖道路富士吉田IC約10分／電車：富士急行線ハイランド駅徒歩約15分

▶開館10周年を記念し、「名品展」を開催します。人気の高い作品を初めとした当館所蔵の作品約80点を展示します。

❹フジヤマミュージアム
開館10周年記念　フジヤマミュージアム名品展　7月2日(火）～10月27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）　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
「東山魁夷」展　７月末～9月末

¡韮崎市神山町鍋山1830-1　20551-23-7775　=【４月～10月】10:00～18:00（入館は17:30まで）、【11月～3月】10:00～17:00　?水曜・祝日の翌日・年末年始・
展示替えの期間　http://www.nirasakiomura-artmuseum.com　;車：中央自動車道韮崎IC約10分／電車：JR中央本線韮崎駅バス約10分～徒歩約3分

▶色彩の魔術師と称され、戦前から洋画壇で活躍した鈴木信太郎が描いた、風景や人形、桃などの多彩な作品を展示します。

❻韮崎大村美術館
「鈴木信太郎」展　7月上旬～9月中旬

¡北杜市高根町清里3545‐1222　20551‐48‐5599　=10:00～18:00　?火曜（祝日の場合は開館。８月は無休）、9月中に臨時休館あり
http://www.kmopa.com/　;車：中央自動車道須玉IC約40分／電車：JR小海線清里駅タクシー約10分

▶〈光ヲ思フ〉〈水ヲ思フ〉〈命ヲ思フ〉の三部構成により、命のサイクルに満ちた森の神秘と、静謐なエネルギーを讃える写真をご紹介します。

❼清里フォトアートミュージアム
森ヲ思フ：ウィン・バロック、志鎌猛、宮崎学の写真　7月6日（土）～12月23日（月・祝）

¡北杜市長坂町中丸1996　20551-32-6498　=9:00～17:00（入館は16:30まで）　?月曜・祝日の翌日・12月28日～1月4日
http://hokuto-kyodo.jp/index.html　;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

▶北杜市域におけるホップ生産の歴史を、北杜市発祥の幻のホップ「カイコガネ」を中心に紹介する展示です。

❽北杜市郷土資料館
「北杜忽布（ホップ）物語　－“かいこがね”－」　7月27日（土）～11月4日（月・振替）

¡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

▶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。

❾薮内正幸美術館
薮内正幸 動物画の世界　7月20日（土）～11月30日（土）

¡都留市上谷1‐5‐1　20554‐45‐8008　=9:00～17:00　?月曜・祝日の翌日・毎月第3火曜日・年末年始
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=5976　;車：中央自動車道都留IC約5分／電車：富士急行線谷村町駅徒歩約2分

▶都留文科大学の学生が開催してきた「つる子どもまつり」は、今年で44年目を迎えます。これまでの活動を様々な資料で紹介します。

10ミュージアム都留
つる子どもまつり　－はじまり・いま・みらい－展　7月27日（土）～8月18日（日）

¡甲府市中央2‐11‐12　2055-223-3090　=9:00～17:00（入館～16:00）　?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

▶富士山ほか紙幣に描かれた風景や人物を紹介し、紙幣を展示します。

11山梨中銀金融資料館
紙幣に描かれた風景と人物　10～11月

9月28日（土）～11月10日（日）
▶トランプのキングやクイーンを描いた油彩画や版画を展示します。

増田誠が描くトランプの世界

¡都留市中央3-9-3　20554‐45‐4111（代）　=9:00～16:30　?月曜・祝日の翌日・毎月第3火曜日・展示替え期間・12月29日～1月3日
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=5993　;中央自動車道都留IC約5分／電車：富士急大月線谷村町駅徒歩約2分

6月22日（土）～9月23日（月・祝日）
▶増田画伯の作品のほか、寄贈された油彩画などを展示します。

❸増田誠美術館
増田誠美術館コレクション展②

夏休み
フリーパスポート

学校で配布される夏休みフリーパスポートをご持参いただければ、県内すべての小・中学生は、7月10日（水）から
8月31日（土）の間、何回でも無料で県立美術館・博物館・考古博物館・文学館の全ての展示をご覧いただけます。
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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

大月

河口湖 富士山

身延

JR中央本線
圏央道

JR小
海線

Ｊ
Ｒ
身
延
線

富士急行線

東
富
士
五
湖
道
路

神奈川県

中央自動車道

甲府昭和IC

増穂IC

甲府昭和IC

増穂IC

中
央
自
動
車
道 東京都

東京方面より 新宿～甲府線／約２時間新宿高速バスターミナル 甲府駅

静岡方面より 竜王・甲府～静岡線／約3時間 甲府駅静岡駅前
愛知方面より 竜王・甲府～名古屋線／約４時間 甲府駅名古屋駅
関西方面より 甲府～京都・大阪線／約９時間 甲府駅大阪（あべの橋）

空港方面より 竜王・甲府～羽田空港線／約３時間１０分 甲府駅羽田空港

竜王・甲府～成田空港線／約３時間５０分 甲府駅成田空港

●高速バスでお越しの場合
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YA M A N A S H I  P I C K  U P  N E W S
1

富士スバルラインマイカー規制及び駐車場等のお知らせ

3

2

町歩きふらっと案内

週末は山梨にいます。

宝めぐりプレゼント 夏プレゼント ご応募締切／平成25年10月31日（木）

1 2 3 4

7 8 9 10

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！

やまなし暮らし支援センター

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。

都会にお住まいの移住希望者の相談に一元的に対応するため、
専門の相談員を配置し、求人情報と住宅などの生活情報を同時
に提供するワンストップ相談窓口を、東京・有楽町に開設しました。

バス
情報と
連動！

●７月１２日（金）１７時～７月１５日（月）１７時まで
●７月２６日（金）１７時～７月２８日（日）１７時まで
●８月  ２日（金）１７時～８月２５日（日）１７時まで
富士山の自然環境保護と交通渋滞解
消のため富士スバルラインのマイ
カー規制を実施します。ご協力をお願
いいたします。
※平成２３年度からマイカー規制駐車場が山梨県
　立富士北麓駐車場の１箇所になっております。
　マイカー規制期間中は１，０００円の駐車料金が
　かかります。
●マイカー規制についての問い合わせ先　山梨県道路公社 富士山有料道路管理事務所　ＴＥＬ 0555-72-1311
●駐車場についての問い合わせ先　県立富士北麓駐車場内観光案内所 TEL 0555-72-9900 または
　　　　　　　　　　　　　　　　 山梨県観光部観光資源課 TEL 055-223-1521

●開設日　月曜日～土曜日（日曜、祝日は休み）　午前10時～午後6時
●所在地　〒100-0006　東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館6階   TEL 03-6273-4306

4

ＹＥＳ Ｍｏｒｎｉｎｇ （９:２０） ＧＯＯＤ ＤＡＹ （１４:１０）  
富士の国やまなし観光情報コーナー
やまなしのイベント・祭り・施設や事業の紹介などをＦＭ富士の番組内で、担当者から直接生出
演（電話）していただき、広く県内外にＰＲをしています。山梨の旬な情報が盛りだくさん！

【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： 〈夏プレゼント〉平成25年10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。

本誌のデータは、平成25年7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。

つるの雫（熊太郎の大好物）＆グラスセット
笛吹市旬のフルーツ
身延町特産品詰合せセット
富士山のうまい水(500ml)
白いトウモロコシ(ピュアホワイト）※7月末締切
贅沢フルーツのジャム＆ゼリー詰め合わせ
清里高原美し森ファーム
「のぼり坂偲び坂（しっとりバウムクーヘン）
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
スイートコーン※７月末締切
鳴沢ブルーベリージュース

1セット

（もも）２kg

２４本入り

5本入り

１個入り

１セット

１２本入り

１本

※画像と現物のセット内容は
　変わる場合もあります。

3名様
５名様

１０名様
５名様
5名様
５名様

５名様

５名様
５名様
３名様

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10

都留市
笛吹市
身延町
西桂町
富士河口湖町
南アルプス市
北杜市

富士吉田市

中央市
鳴沢村

6

5

ＦＭ－ＦＵＪＩ Tokyo 78.6  Kofu 83.0

¡山中湖村平野493-81　20555‐62‐0793　=9:30～16:00　?火曜・水曜（祝日は開館）・2月、12月～1月は土日のみ開館・８月前半は無休
http://cello.jp/yamanakako/y-art-m/　;車：東富士五湖道路山中湖IC約10分／電車：富士急行線富士吉田駅バス約25分～徒歩約2分

▶開館25周年を記念して当館の名品を展示。ピカソ・シャガール・ムンクをはじめ、本県出身の版画家、萩原英雄の作品も紹介します。

12山中湖美術館
開館25周年名品展　8月1日（木）～10月31日（木）

¡北杜市大泉町西井出石堂8240-1　20551-48-2900　=9:00～17:00（７・８・９月：9:00～18:00、11～２月：9:00～16:00）　?月曜（祝日の場合は開館）
http://www.keep.or.jp/ja/fureai/　;車：中央自動車道小淵沢IC約30分／電車：JR小海線清里駅徒歩約30分

▶てくてく～と歩くと、何気ないことに気づいたりする。どうぞ、のんびりしに、いらしてください。

13山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター
「てくてく～」 伴野重由 水彩画展 part2　8月2日（金）～9月8日（日）13：00

¡富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1　20555‐72‐6031　=9:00～17:00　?12月～4月の土・日・祝と12月28日～1月3日　http://www.biodic.go.jp/
;車：東富士五湖道路富士吉田IC約10分／電車：富士急行線河口湖駅タクシー約10分

▶工作体験や野外観察会の他、普段は入ることのできない標本収蔵庫を特別公開します。

14環境省自然環境局 生物多様性センター
生物多様性まつり2013 ～再発見！！くらしの中のいきものたち～　8月4日（日）

¡北杜市明野町浅尾新田385　20551‐25-5340　=10:00～16:00　?月～金曜・年末年始　※観覧には予約が必要です。
http://www.stechinc.co.jp/akeno_kodomo/index.html　;車：中央自動車道須玉IC約5分／電車：JR中央本線韮崎駅バス約30分

▶明野子ども美術館の木工作教室で制作された創造性豊かな作品を展示します。県産材を用いた、心のこもった手仕事をご覧ください。

16明野子ども美術館
明野子ども美術館の木工作展　9月8日（日）～11月10日（日）（土・日開館、要予約）

¡北杜市小淵沢町上笹尾3332-3　20551-36-4200　=【5月～10月】9:30～17:00、【11月～4月】9:30～16:00（入園は閉園時間の30分前まで）　?【5月～10月】
月曜日（月曜日が休日の場合はその翌日）、【11月～4月】土日祝日・年末年始　http://www.geocities.co.jp/yatsugatake_garden/
;車：中央自動車道小淵沢IC約5分／電車：JR小海線小淵沢駅徒歩約30分またはタクシー約5分

▶植物園の園内にある山菜や、キノコについて、写真と解説で紹介します。

15シミック八ヶ岳薬用植物園
植物園に生えている山菜と観察された食べられるキノコ　9月1日（日）～9月15日（日）

¡笛吹市石和町市部251　2055-262-8777　=10:00～17:00（最終入館16:30）　?月曜～土曜（日曜日・祝日のみ開館）　http://www.nichigetsu.info/　;車：中央自動車道一宮御坂IC約10分／電車：JR中央本線石和温泉駅徒歩約15分
日月美術館　第８回日本の伝統食器展「中国陶磁の小品展」／平成24年11月3日（土）～平成25年10月27日（日）

¡甲府市中央3-11-15　2055-220-1621　=10:00～17:00　?年末年始・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／【袋物】6月8日（土）～9月1日（日）、【とんぼと菊】9月7日（土）～11月24日（日）

¡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／１～11月（前期・後期に展示替えあり）

¡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　特別公開 峰の薬師／1月12日（土）～11月10日（日）

¡富士河口湖町船津6663‐1　20555‐72‐0259　=8:30～17:00（季節による変動あり）　?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
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～／1月12日（土）～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／1月12日（土）～11月10日（日）

¡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
河口湖ミューズ館・与勇輝館　いのち、きらめく／3月23日（土）～9月17日（火）

¡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
湯村の杜　竹中英太郎記念館　竹中英太郎・労父子展／4月11日（木）～7月15日（月・祝）

¡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
武田の杜 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／4月～8月

¡北杜市高根町清里3545 （公財）キープ協会内　20551-48-5330　=9:00～17:00　?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
ポール・ラッシュ記念センター　日本の農村をデザインした人 ～ポール・ラッシュ博士のVISIONと足跡／4月18日（木）～12月1日（日）

¡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
川嶋紀子 雲の絵美術館　絵画・書・工芸品の企画展／4月25日（木）～11月10日（日）

¡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）　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
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／4月25日（木）～11月30日（土）

¡北杜市長坂町富岡2812　20551‐32‐6648　=9:00～17:00、8：30～19：00（7月～8月）　?月曜（祝日の場合は翌日）・祝日の翌日・12月28日～1月4日・夏季無休　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
北杜市オオムラサキセンター　昆虫フェスタin北杜／4月27日（土）～9月1日（日）

¡身延町身延3567 久遠寺内　20556‐62‐1011　=9:00～16:00　?木曜（祝日の場合はその翌日、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
身延山宝物館　身延山の霊宝展／5月17日（金）～11月12日（火）

¡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
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）

¡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

安達原玄仏画美術館　浄土曼荼羅完成・特別展／3月20日（水）～12月１日（日）

¡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／1月12日（土）～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／1月12日（土）～11月10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）　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／1月～11月

好評開催中 !
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1994年ギネスブック認定世界唯一の影絵原画美術館

Tel.055-287-2511

開館20周年記念開館20周年記念
開催中！！開催中！！山下清祭り山下清祭り

9：00～17：00　年中無休-ムーランルージュ-　ⓒ山下清

http://www.kageenomori.jp/

昇仙峡

同時開催！
藤城清治
影絵展

の高速バス

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

ご予約
お問合

会場：笛吹市役所前笛吹川河川敷
交通：中央自動車道一宮御坂ICから車約15分
　　  JR中央本線石和温泉駅から徒歩約20分
問い合わせ先
笛吹市観光商工課　☎055-262-4111

笛吹川石和鵜飼笛吹川石和鵜飼

中部横断道・新東名経由で生まれ変わりました
1日2往復　片道2,500円  往復4,500円
※2/1より「身延」バス停新設（乗降車可能です）

高速バス『甲府⇔静岡線』22年ぶりに復活運行

甲府 ⇔ 新宿線
北杜･白州 ⇔ 新宿線
甲府 ⇔ 名古屋線
甲府 ⇔ 羽田空港線

身延 ⇔ 新宿線
甲府 ⇔ 京都･大阪線
甲府 ⇔ 成田空港線
好評運行中！ ●区間

●期間　6月25日（火）　～　11月9日（土）
●お問い合せ　　　

※ご宿泊・お食事は、芦安Ｐ前「南アルプス温泉ロッジ・
　白峰会館」をご利用ください
　（山交トラベル　TEL 055-254-2404）

甲府駅・芦安Ｐ 夜　叉　神　峠
奈　　良　　田 広　河　原

富士川で爽快ラフティング

◆富士川・下部温泉へのアクセス

（7/20・8/19は曜日関係なく開催）（7/20・8/19は曜日関係なく開催）
の水・木・土・日の午後8時から開催の水・木・土・日の午後8時から開催
7月20日土～8月19日月7月20日土～8月19日月

笛吹川の「鵜飼」は鵜匠が川に入り鵜をあやつる
「徒歩鵜（かちう）」といわれる独特の漁法です。
ぜひご覧ください。

大自然や温泉に恵まれた山梨は、見どころたくさん！　夏休みは身延で思いっきり遊び、心ゆくまでく
つろぎ、楽しい思い出をつくりませんか。

　日本三大急流の一つ、富士川を大型ゴムボートで下る
ラフティングの爽快なスリルが味わえるのは今の時期な
らでは！雄大な大自然との一体感を楽しんで。

アクティブ派必見

料金：大　人／6,500円
　　　小学生／5,500円
（小学1～3年生は保護者同伴）

秘湯・下部温泉郷で湯めぐり
都会の雑踏から離れた静かな山里にたたずむ下部（しも
べ）温泉郷は、古くから湯治場として栄え、武田信玄の隠
し湯としても知られます。名
湯100選の源泉で疲れを癒
して。

ゆったり大満足派

【車】中央自動車道河口湖ICから国道139号線、国道300号線で約50分
【電車】JR中央本線「甲府」駅で身延線に乗り換え約1時間、「下部温泉」駅下車
【高速バス】身延・新宿線  約3時間30分、甲府・静岡線（身延バス停）  静岡より約1時間30分
問い合わせ　身延町観光協会　☎0556-62-1116 http://www.town.minobu.lg.jp/

南アルプス登山バス運行中!!
～北岳・鳳凰三山登山にご利用ください～

業務課 TEL 055-223-0821

夢と感動のテーマシティ  にらさき夢と感動のテーマシティ  にらさき

甘利山グリーンロッジ甘利山グリーンロッジ
6月中旬から下旬にかけて、約15万株のレンゲツ
ツジが咲き誇る甘利山。その山頂付近にある甘利
山グリーンロッジは、ファミリーやグループでの
キャンプやハイキングの拠点に最適です。

6月中旬から下旬にかけて、約15万株のレンゲツ
ツジが咲き誇る甘利山。その山頂付近にある甘利
山グリーンロッジは、ファミリーやグループでの
キャンプやハイキングの拠点に最適です。

開設期間：5月1日～10月31日
お問合せ：韮崎市観光協会（TEL.0551-22-1991）
　HP http://www.nirasaki-kankou.jp/
　甘利山グリーンロッジ（TEL.090-8595-6141）

開設期間：5月1日～10月31日
お問合せ：韮崎市観光協会（TEL.0551-22-1991）
　HP http://www.nirasaki-kankou.jp/
　甘利山グリーンロッジ（TEL.090-8595-6141）

◆問い合わせ◆
下部観光協会 ☎0556-20-3001
http://www.shimobe.info/

◆問い合わせ◆
富士川倶楽部 ☎055-642-2770
http://www.fujikawa-club.jp/

身延で夏の思い出づくり


