
公益社団法人 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県庁別館2階　☎055-231-2722
http://www.yamanashi-kankou.jp/

検索いい旅やまなしナビ

山梨県発「地元が創るおすすめツアー」

小高い丘の上で
甲府盆地を眺めながら
ご家族、お仲間で
お楽しみ下さい。

中澤孝次プロ設計

055-266-5005
〒400-1501山梨県甲府市上曽根町朝日4011

中央道甲府南ICから約1分

グループ

検 索

お問合せ 詳しくはこちら...

富士山の大自然とあそぼ！
山梨県南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1
0555-72-2239　http://www.doggypark.jp/

薬石の湯 瑰泉
山梨県笛吹市石和町四日市場1679　TEL055-262-1830
24時間営業／年中無休

石和温泉（アルカリ性単純泉）と
薬石が作り出す良質の温泉をお楽しみ下さい。

宝石露天風呂

薬石ドーム

岩盤浴

甲府市青沼１-３-１１ TEL055-233-8800
9:00～18:30

甲府の文化が息づく地に
桔梗屋甲府本館オープン「みのぶ・ふるさと便」「みのぶ・ふるさと便」

身延町内産の安心・安全な名産品を毎回【￥３，０００分の商品】と
ふるさとのかおりのするおまけと共にお届けします

≪限定８０口≫年４回分会費１２，０００円
（送料別途１回￥600×４＝￥２，４００円）

ＮＰＯ法人　みのぶ観光センター
℡0556-42-2005
〒409-3304　山梨県南巨摩郡身延町切石192-2
ＵＲＬ　http://www.fujikawa.or.jp/̃center/furusato/

お問い
合わせ

観光スポット・
イベント情報満載！

大月市 猿橋

やまなし
観光＆イベントガイドブック

Yamanashi Event Guide

夏
7.1～9.30

富士の国やまなし
観光キャラバン隊長「武田菱丸」

夏の山梨も
とっても素敵！

富士の国やまなし
観光ナビゲーター
ハローキティ
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このガイドブックの中の
どこかに僕が隠れているマル！

探してみてマル！



澄み切った空の下、緑色に輝く草原、鮮やかに咲き誇る花々。気持ちのいい風景が広がる山梨の高原
は遊びもいっぱい。乗馬を楽しんだり、羊とふれあったり、夏の高原を満喫してみませんか？

河口湖ラベンダー

北杜市
明野サンフラワーフェス２０１６

７月２３日土～８月２１日日
場　所 ▶明野町ハイジの村周辺
問合せ ▶北杜市明野サンフラワーフェス実行委員会
　　　　　☎0551-47-4747・090-2456-1843（開催期間中）
★日照時間日本一の北杜市。６０万本のひまわりが広大な畑に咲き誇ります。
《車》中央道須玉IC→約15分

丘の公園

雄大な自然がつくりだす芸術的な渓谷や、大迫力の滝。山梨は美しい水景色に出会える地。清流の
音に包まれながら、のんびりと癒しのひとときを過ごしてみませんか？

富士河口湖町
富士山世界遺産センター

6月22日水オープン！
場　所 ▶南都留郡富士河口湖町船津６６６３-１
問合せ ▶富士山世界遺産センター☎０５５５-７２-０２５９
観覧料 ▶北館＝無料　南館＝一般４２０円
W E B ▶http://www.fujisan-whc.jp
★世界文化遺産・富士山に関する情報発信拠点として、平成２８年６月２２日
（水）に県立富士山世界遺産センターがオープンしました。世界遺産である富
士山を訪れる多くの観光客の皆さんに向け、富士山の顕著な普遍的価値の
普及啓発の中心的な役割を担います。
《電車》富士急行線河口湖駅→バスまたはタクシー１０分
《車》中央道河口湖I.C→2分/東富士五湖道路富士吉田I.C→5分

富士河口湖町
2016河口湖ハーブフェスティバル

６月１７日金～７月１０日日

場　所 ▶八木崎公園（メイン会場）、大石公園
問合せ ▶富士河口湖町観光課☎0555-72-3168
★ラベンダー観賞。ステージイベント（八木崎公園毎土日）
羽生市観光経済交流コーナー（八木崎公園6/25、7/2）
《電車》富士急行線河口湖駅→周遊バス10分
《車》中央道河口湖IC→10分（メイン会場）

※大石会場は７月１８日月（祝）まで

美しい清流に癒される！

爽やかな高原を満喫！

四季折々にさまざまな果物が実る山梨は、全国でも有数のフルーツ王国！
豊かな大地で育ったフルーツは驚くほどジューシー。フルーツ狩りで採りたてを
堪能してみませんか？

フルーツ狩りで旬を味わう！

山梨の名峰にチャレンジ！

富士河口湖町
富士山ご来光号バスツアー

５月初旬～１１月中旬
場　所 ▶富士山五合目
問合せ ▶河口湖温泉旅館組合事務局☎0555-72-0346
★富士山の五号目から、麓では感じることの出来ないご来光と早朝の富士山を体験していただく企画。お茶
のサービスと遥拝証明書つき。

西沢渓谷

尾白川
昇仙峡

金峰山

http://www.yamanashi-kankou.jp/fruits/明野のひまわり畑

まきば公園

山梨の

2 3

鳴沢村
なるさわ収穫祭

７月３０日土・３１日日 ８月２０日土・２１日日
場　所 ▶道の駅なるさわ
問合せ ▶鳴沢村観光協会☎０５５５-８５-３９００
★鳴沢村の特産品である高原野菜の一番おいしい収穫時
期にあわせてとうもろこし、トマト等の無料試食があります。
《車》中央道河口湖IC→本栖湖方面１５分

甲府市
夏のフルーツ祭り

8月11日木（祝）
場　所 ▶風土記の丘農産物直売所
問合せ ▶風土記の丘農産物直売所☎055-266-3858
★この時期に旬を迎える果物たちが主役のお祭りです。
《電車》JR中央線甲府駅→山梨交通バス75系統豊富行
間門停留所→徒歩1分 
《車》中央道甲府南IC→５分

鳴沢村
もろこし祭り

9月6日火
場　所 ▶道の駅なるさわ
問合せ ▶鳴沢村観光協会☎０５５５-８５-３９００
★トウモロコシの八種類を無料で食べ比べてもらい、一番お
いしい品種をお客様に決めて頂くイベントです。
《車》中央道河口湖IC→本栖湖方面１５分

富士河口湖町
ブルーベリー狩り

７月中旬～8月中旬
場　所 ▶大石地区
問合せ ▶河口湖自然生活館☎0555-76-8230

北杜市
ブルーベリー狩り

6月下旬～8月中旬
問合せ ▶農事組合法人ブルーベリー明野☎0551-25-6032

笛吹市
桃狩り

7月上旬～8月下旬 
問合せ ▶笛吹市観光物産連盟☎055-261-2829

笛吹市
ぶどう狩り

8月上旬～10月下旬
問合せ ▶笛吹市観光物産連盟☎055-261-2829

山梨市

フルーツフェスティバル
ももの日 7月16日㊏・17日㊐
もも・ぶどうの日 8月6日㊏・7日㊐
ぶどうの日 9月3日㊏・4日㊐

場　所 ▶笛吹川フルーツ公園
問合せ ▶公園管理事務所☎0553-23-4101

鳴沢村
ブルーベリー祭り

７月２３日土・２４日日
場　所 ▶道の駅なるさわ
問合せ ▶鳴沢村観光協会☎０５５５-８５-３９００
★はかり売りや、アイスも販売します。加工品の試食も行いま
すので、ぜひご賞味下さい。
《車》中央道河口湖IC→本栖湖方面１５分

観光果実園NET観光果実園NETフルーツ王国やまなし

フルーツ狩りの計画を立てるのに便利！

富士山八合目ご来光

江戸時代の浮世絵師歌川広重が「甲陽猿橋之図」で描いた日本三奇橋の一つ
である「猿橋」。
今年４月から土日、祝日に桂川をラフティングボートで下りながら、この浮世絵と
同じ構図で猿橋を見上げるという貴重な体験が出来るようになりました。名勝猿
橋の周辺は、四季折々の渓谷美を楽しむことが出来るので、とてもおすすめです。

猿橋（桂川）ラフティング

世界遺産の富士山をはじめ、南アルプスや八ヶ岳など多くの名峰を有する山梨。その一つ一つ
に美しい自然や歴史、文化が息づいています。憧れの名峰に挑戦してみませんか？

を楽しむ



夏のイベントカレンダー2016年7月～9月

山中湖村
山中湖花の都公園 夏の清風

７月１６日土～8月31日水
場　所 ▶山中湖 花の都公園
問合せ ▶山中湖 花の都公園☎0555-62-5587
★ひまわりや百日草などが楽しめる。また、体験等イベントも催され、山中湖
の夏を満喫！
《電車》富士急行線富士山駅→バス30分

山中湖村
山中湖エコウォーク（みさき散策コース）

8月14日日
場　所 ▶交流プラザきらら集合
問合せ ▶NPO法人富士山自然学校☎0555-20-3111
★交流プラザきららからみさきまでを山中湖畔沿いに歩き、ガイドが同行しながらツアーを行う。
《電車》富士急行線富士山駅→バス40分

山中湖村
山中湖エコウォーク（大平山ハイキングコース）

8月21日日
場　所 ▶交流プラザきらら集合
問合せ ▶NPO法人富士山自然学校☎0555-20-3111
★花の種類が豊富な大平山を、ガイドが同行して植物観察などをしながらハイキングする。
《電車》富士急行線富士山駅→バス40分

山中湖村
山中明神安産祭り

9月4日日～6日火
場　所 ▶山中諏訪神社
問合せ ▶山中諏訪神社
　　　　　☎0555-62-3952
★古くから妊産婦等が集まるお祭り
として全国的に有名。
《電車》富士急行線富士山駅→バ
ス30分

山中湖村
山中湖エコウォーク（ハリモミ純林散策コース）

9月4日日
場　所 ▶交流プラザきらら集合
問合せ ▶NPO法人富士山自然学校☎0555-20-3111
★天然記念物のハリモミ純林を歩き、季節ごとの植物をガイドが同行しなが
らツアーを行う。
《電車》富士急行線富士山駅→バス40分

山中湖村
山中湖エコウォーク（明神山ハイキングコース）

9月11日日
場　所 ▶交流プラザきらら集合
問合せ ▶NPO法人富士山自然学校☎0555-20-3111
★きらら～パノラマ台～明神山～三国峠～きららをハイキングしながら、ガイ
ドが同行して植物観察ツアーを行う。
《電車》富士急行線富士山駅→バス40分

山中湖村
山中湖花の都公園秋の彩り

9月中旬～11月上旬
場　所 ▶山中湖 花の都公園
問合せ ▶山中湖 花の都公園☎0555-62-5587
★前半には黄花コスモスとコスモスを、後半には味わい深い紅葉を楽しむことができる。
《電車》富士急行線富士山駅→バス30分

鳴沢村
なるさわキャベツ祭り

9月13日火
場　所 ▶道の駅なるさわ
問合せ ▶鳴沢村観光協会☎０５５５-８５-３９００
★試食や、キャベツを何個まで持てるか競争イベントを開催します。一番多く
持った方にはうれしいプレゼント！
《車》中央道河口湖IC→本栖湖方面１５分

上野原市
諏訪神社祭典

8月19日金
場　所 ▶諏訪神社
問合せ ▶上野原市経済課☎0544-62-3119
★甲州街道沿いの諏訪神社。祭日は地域の子どもたちで賑わいます。
《電車》JR中央線上野原駅→タクシー15分
《車》中央道上野原IC→10分

上野原市
牛倉神社祭典・入谷神社祭典

9月11日日
場　所 ▶牛倉神社・上野原市役所
問合せ ▶上野原市経済課☎0544-62-3119
★郡内三大祭りの一つでもあるお祭。迫力満点のお神輿は見逃せません。
《電車》JR中央線上野原駅→タクシー5分
《車》中央道上野原IC→5分

早川町
大トラねこ市　　

７月１７日日
場　所 ▶早川町役場駐車場
問合せ ▶早川町観光協会☎0556-48-8633
★物産販売、朝採れ野菜販売、飲食物販売、クラフト工芸品販売、服飾品
販売、子供遊び場コーナーなどがあります。
《車》中央道甲府南IC→約１時間

早川町
雨畑湖上祭　　

８月１５日月（予定）
場　所 ▶ヴィラ雨畑広場
問合せ ▶早川町教育委員会　望月☎0556-45-2547
★各種パフォーマンス、来場者プレゼント抽選会や尺玉ド迫力花火大会を行います。
《車》中央道甲府南IC→約１時間

大月市
かがり火市民祭り

8月6日土
場　所 ▶大月東小学校
問合せ ▶かがり火市民祭り実行委員会　
　　　　　☎0554-20-1829
★大月阿波踊りをはじめ、民謡・神輿・夜店な
ど盛りだくさんの市民祭り。
《車》中央道大月ＩＣ→約5分

丹波山村
祇園祭（ささら獅子舞）

７月１６日土・１７日日
場　所 ▶丹波山村各神社
問合せ ▶丹波山村観光協会☎0428-88-0411
★五穀豊穣を祈願して奉納される獅子舞。笛や太鼓のお囃子とともに村中
を練り歩く民俗色豊かな祭り。
《車》中央道上野原IC→６０分

丹波山村
夏まつり丹波　２０１６

７月３１日日
場　所 ▶丹波山村交流促進センター
問合せ ▶丹波山村温泉観光課☎０４２８-８８-０６１１
★メインステージでは、大道芸パフォーマーや、お笑い芸人ライブ等を予定。
《車》中央道上野原IC→６０分

上野原市
月見ヶ池弁財天祭り

７月23日土
場　所 ▶上野原市3454（上野原小学校横）
問合せ ▶上野原市経済課☎0544-62-3119
★花火大会や灯篭流しが行われ、温かい夏の雰囲気を感じられます。
《電車》JR中央線上野原駅からタクシー→10分、または徒歩25分

笛吹市
笛吹川石和鵜飼

7月20日～8月19日の水木土日
場　所 ▶笛吹市役所前笛吹川河川敷
問合せ ▶笛吹市観光商工課☎055‐262‐4111（代）
★「徒歩鵜（かちう）」と呼ばれる珍しい鵜飼です。古式ゆかしい伝統漁法を
お楽しみいただけます。観覧無料。
《電車》JR中央線石和温泉駅→徒歩20分　《車》中央道一宮御坂IC→15分

道志村
第３０回道志村ホタル祭り

７月９日土
場　所 ▶道志村観光農園
問合せ ▶道志観光協会☎0554-52-1414
★ホタル籠づくり、魚のつかみどり大会の他、夜にはホタルの観賞会・花火
大会を行います。
《車》中央道都留ＩＣ→３０分

道志村
道志渓谷夏祭り第１弾渓流祭り

７月９日土・１０日日
場　所 ▶道の駅どうし
問合せ ▶道の駅どうし☎0554-52-1811
★魚の展示・漁協のＰＲ活動・川魚の塩焼き・稚鮎から揚げ・魚のつかみど
り・冷やし野菜の販売を行います。
《車》中央道都留ＩＣ→３０分

道志村
道志渓谷夏祭り第２弾もろこし祭り

７月２３日土・２４日日
場　所 ▶道の駅どうし
問合せ ▶道の駅どうし☎0554-52-1811
★生もろこしの拡販・焼き、ゆでもろこし・夏野菜とフルーツのドブ漬けなどの
販売を行います。
《車》中央道都留ＩＣ→３０分

道志村
流しうどん体験

７月１日金～９月３０日金
場　所 ▶みなもと体験館 道志・久保分校
問合せ ▶みなもと体験館 道志・久保分校☎0554-20-4688
★うどん打ち体験で作ったうどんを流しそうめんのようにして食べることができます。
《車》中央道都留ＩＣ→３０分

道志村
化石クリーニング体験と鉱物探し

９月１７日土～１９日月（祝）
場　所 ▶みなもと体験館 道志・久保分校
問合せ ▶みなもと体験館道志・久保分校☎0554-20-4688
★本物の化石のクリーニング体験と道志川河原での黄鉄鉱探しを行います。
《車》中央道都留ＩＣ→３０分

道志村
道志渓谷秋の豚祭り

９月１７日土～１９日月（祝）
場　所 ▶道の駅どうし
問合せ ▶道の駅どうし☎0554-52-1811
★道志ポークの串焼き・道志ポーク豚汁・当日限定商品など販売を行います。
《車》都留ＩＣ→３０分

南アルプス市
南アルプス山麓サマーフェスティバル

7月30日土
場　所 ▶南アルプス市櫛形総合公園
問合せ ▶南アルプス市観光商工課☎055-282-6294
★南アルプス市のフルーツ最盛期に開催される市内最大級のイベントで
す。内容は、農産物直売等出店、お笑い芸人ショー等ステージイベントで、お
祭りの最後には花火が打ち上げられます。
《車》中部横断道南アルプスIC→約10分

南アルプス市
県民の森 夏のコンサート

8月6日土
場　所 ▶県民の森　森林科学館
問合せ ▶県民の森　森林科学館☎055-283-5718
★櫛形山の中腹に位置する県民の森の芝生広場でコンサートを開催しま
す。素敵な音楽を聴きながらゆっくりと1日を過ごしませんか？キッチンカーも
やってきます！！
《車》中部横断道南アルプスIC→約25分

甲斐市
大弐学問祭

9月22日木（祝）
場　所 ▶山縣神社周辺
問合せ ▶大弐学問祭実行委員会事務局（商工観光課）☎055-278-1708
★江戸時代、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。
《電車》JR中央線竜王駅→徒歩25分

身延町
第16回砂金掘大会

７月30日土
場　所 ▶甲斐黄金村・湯之奥金山博物館
問合せ ▶甲斐黄金村・湯之奥金山博物館☎0556-36-0015
★砂金掘大会は、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。
《電車》JR身延線下部温泉駅→徒歩約３分
《車》中部横断道増穂IC→約３０分

身延町
砂金甲子園！第13回東西中高交流砂金掘り大会

７月31日日
場　所 ▶甲斐黄金村・湯之奥金山博物館
問合せ ▶甲斐黄金村・湯之奥金山博物館☎0556-36-0015
★砂金採りの技術とテクニック、スピードを競う、いわば“スポーツ砂金採り”です。
《電車》JR身延線下部温泉駅→徒歩約３分 
《車》中部横断道増穂IC→約３０分

身延町
第16回こども金山探険隊

８月11日木（祝）・12日金
場　所 ▶甲斐黄金村・湯之奥金山博物館
問合せ ▶甲斐黄金村・湯之奥金山博物館☎0556-36-0015
★歴史事実に基づき、「金山衆」という先端技術者集団の生き方に触れ、
楽しみながら鉱山作業を理解するイベント
《電車》JR身延線下部温泉駅→徒歩約３分 《車》中部横断道増穂IC→約３０分

富士河口湖町
富士山河口湖音楽祭

８月13日土～28日日
場　所 ▶河口湖ステラシアター
問合せ ▶河口湖ステラシアター☎0555-72-5588
★世界的な指揮者、佐渡裕氏が監修する国内有数の音楽祭。子供から大
人まで広く音楽を楽しめる。
《電車》富士急行線河口湖駅→徒歩30分  
《車》中央道河口湖ＩＣ→５分

身延町
下部温泉ヤマメまつり

８月7日日
場　所 ▶下部温泉郷
問合せ ▶下部観光協会☎0556-20-3001
★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。
《電車》JR身延線下部温泉駅→徒歩約３分
《車》中部横断道増穂IC→約３０分

身延町
七面山　敬慎院大祭

９月１８日日・１９日月（祝）
場　所 ▶七面山敬慎院
問合せ ▶七面山 敬慎院☎0556-45-2551
★七面大明神を祭った開創の日を記念する大祭。
《電車》JR身延線下部温泉駅→タクシー約２０分
《車》中部横断道増穂IC→約６０分

富士川町
2016ふじかわ夏まつり

7月23日土
場　所 ▶青柳町地内県道42号線
問合せ ▶ふじかわ夏まつり実行委員会☎0556-22-0870
★県道４２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。
《電車》JR身延線鰍沢口駅→タクシー10分　《車》中部横断道増穂IC→5分

中央市
甲斐の七夕人形（お留守居さん）を作ろう

7月2日土・3日日
場　所 ▶中央市豊富郷土資料館
問合せ ▶中央市豊富郷土資料館☎055-269-3399
★甲斐の七夕人形（お留守居さん）を作りましょう。イベント開催時
間：午前10時～午後3時。人形作りは各日、午前10時、11時、午
後1時、2時の4回。人形作りの参加費用は1人50円。※大判の
七夕紙使用の場合は100円追加。当日の入館料は無料です。
《車》中央道甲府南IC→約１５分

中央市
こども夏まつり

7月30日土・31日日
場　所 ▶中央市豊富郷土資料館
問合せ ▶中央市豊富郷土資料館
　　　　　☎055-269-3399
★館内ウォークラリー、水てっぽう、魚釣
りゲーム、千歯こきなどの遊びにチャレ
ンジして参加賞をもらおう。イベント開催
時間：午前10時～午後3時。当日の入
館料は無料です。
《車》中央道甲府南IC→約１５分

中央市
桃の収穫祭

7月中旬
場　所 ▶道の駅とよとみ
問合せ ▶一般財団法人中央市農業振興公社
　　　　　☎055-269-3424
★とよとみ産の新鮮な桃の販売や試食の提供を行
い、各施設で桃に因んだ商品を販売しております。
《車》中央道甲府南IC→約１0分

甲府市
第67回甲府夏祭り

7月1日金～10日日（屋台出展は7日木～9日土）
場　所 ▶中央商店街ほか
問合せ ▶甲府商店街連盟☎055-233-2241
★甲府の七夕祭りとして色とりどりの吹流しや趣向をこらした飾りが甲府駅
前や中央商店街などを彩ります。
《電車》JR中央線甲府駅→徒歩約８～1３分

山中湖村
ともおぺ in山中湖

7月9日土～10月10日月㈷
場　所 ▶山中湖村内
問合せ ▶（一社）山中湖観光協会☎0555-62-3100
★山中湖周辺に仕掛けられた困難なミッションに「ともだち」とともに立ち向かい、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ります。
《電車》富士急行線富士山駅→バス30分

小菅村
三ヶ村 箭弓神社祭典

8月6日土
場　所 ▶川池地区 箭弓神社
問合せ ▶小菅村役場 源流振興課
　　　　　　☎0428-87-0111
★池の尻、川久保、田元地区で、毎年
８月第１週土曜日に「三ヶ村　箭弓神
社祭典」が開催されます。獅子舞が奉
納され、昼間は宮廻り、夜は祭典が行
われます。三頭立ての獅子舞はめずら
しく、貴重な舞を見ることができます。
《電車》青梅線奥多摩駅→西東京バ
ス「川久保」下車
《車》中央道大月IC→約35分

小菅村
橋立地区 八幡神社祭典

8月13日土
場　所 ▶橋立地区 八幡神社
問合せ ▶小菅村役場 源流振興課☎0428-87-0111
★橋立地区の八幡神社の祭典は、小菅村
の伝統ある地区祭典の一つで、毎年８月第２
土曜日に開催されます。昼間は宮廻り、夜は
祭典が行われ、古くから伝わる小菅村の郷土
芸能の獅子舞や神楽が奉納されます。
《電車》青梅線奥多摩駅→西東京バス「大菩
薩峠東口」下車 
《車》中央道大月IC→約40分

甲府市
「金魚スクエア（すくえや～！）」

7月16日土正午～午後2時（受付は午前11時半～）
場　所 ▶オリオンスクエア（甲府市丸の内1丁目）
問合せ ▶甲府市観光課☎055-237-5702
★奈良県の大和郡山市で8月に開催されている『全国金魚すくい選手権大
会』の甲府予選会として開催します。
《電車》JR中央線甲府駅南口→徒歩約８～１０分

富士吉田市
富士山開山祭

7月1日金
場　所 ▶北口本宮冨士浅間神社
問合せ ▶北口本宮冨士浅間神社☎0555-22-0221
★毎年7月1日、北口本宮冨士浅間神社では浅間大神様に開山が御奉告
され、富士登山者や登山道関係者の安全を祈念する開山祭が斎行されま
す。（関係者による神事が行われます。）
《車》中央道河口湖IC→富士吉田市内へ15分

富士吉田市
コニカミノルタ２４時間マラソン

７月１６日土・１７日日
場　所 ▶富士北麓公園陸上競技場
問合せ ▶富士吉田市陸上競技協会☎0555-22-3209
★24時間リレーマラソンは、チームで励まし合いながらタスキをつなぐ達成感
を存分に楽しめるイベント。
《車》中央道河口湖IC→富士吉田市内へ15分

富士吉田市
富士登山競走

7月22日金
場　所 ▶富士吉田市役所～
問合せ ▶富士登山競走実行委員会事務局☎0555-22-1111
★富士山を舞台とする日本屈指の山岳マラソン大会です。標高770mの富
士吉田市役所をスタートし、富士山頂までの約21ｋｍを競います。高低差は
日本最大の約3,000m!
《車》中央道河口湖IC→山中湖方面へ10分

7月23日土富士吉田市
富士吉田市市民夏祭り

場　所 ▶富士吉田市内
問合せ ▶富士吉田市役所市民協働推進課☎0555-22-1111
★富士吉田市の市制誕生を祝うお祭りとして始まり、現在は「富士の麓に
広がる笑顔～ひと・まち・富士を繋ぐチカラ～」というテーマで「市民夏祭り」
と称して開催されています。
《車》中央道河口湖IC→富士吉田市内へ15分

8月6日土富士吉田市
富士吉田梅若薪能

場　所 ▶北口本宮冨士浅間神社
              ※雨天時は「ふじさんホール・富士五湖文化ホール」
問合せ ▶富士吉田梅若薪能実行委員会☎0555-23-3100
★富士吉田市の夏を彩る恒例行事として北口本宮冨士浅間神社で毎年
開催されています。
《車》中央道河口湖IC→山中湖方面へ5分

8月26日金・27日土富士吉田市
吉田の火祭り・すすき祭り

場　所 ▶北口本宮冨士浅間神社他上吉田地区
問合せ ▶ふじよしだ観光振興サービス☎0555-21-1000
★吉田の火祭り（鎮火祭）は北口本宮冨士浅間神社と諏訪神社の両社の秋
祭りで、富士山のお山じまいの祭りとして毎年8月26日、27日に行われます。
《車》中央道河口湖IC→山中湖方面へ5分

8月28日日富士吉田市
火祭りロードレース

場　所 ▶富士北麓公園陸上競技場
問合せ ▶富士吉田市陸上競技協会☎0555-22-3209
★雄大な富士山を眺めながら、富士北麓地域を巡るマラソンです。コースは
ハーフ・10km・5km・3.5kmと幅広いコース設定があります。
《車》中央道河口湖IC→富士吉田市内へ15分

9月25日日富士吉田市
桜織の痛車ふぇす

場　所 ▶道の駅富士吉田
問合せ ▶ふじよしだ観光振興サービス☎0555-21-1000
★道の駅富士吉田のＰＲキャラクター「桜織」が主催する痛車を展示するイ
ベントです。
《車》中央道河口湖IC→山中湖方面へ10分

8月7日日都留市
第5回じょいつる市場

場　所 ▶三町商店街、高尾町通り（都留市中央地内）
問合せ ▶都留市役所産業課☎0554-43-1111（内線154）
★“まちににぎわいを”“みんながつるを楽しむ”をコンセプトに、出店者をはじめ
とする参加者自らがつくりあげるイベントです。三町商店街（都留市中央地
内）の高尾町通りを歩行者天国にし、クラフト販売やクラフト体験、雑貨販
売、リラクゼーション、地元商店のグルメなど、様々な店舗が出店します。
《電車》富士急行線都留市駅→徒歩4分

9月1日木都留市
八朔祭り第３４回ふるさと時代祭り

場　所 ▶谷村第一小学校校庭
問合せ ▶都留市役所産業課☎0554-43-1111（内線156）
★郡内三大祭りのひとつに数えられ、地元では「八朔祭り」、「おはっさく」と
呼ばれています。豪華絢爛、色とりどりに飾られた屋台にお囃子の競演、江
戸の衣装を身にまとった大名行列が都留の街をねり歩きます。
《電車》富士急行線谷村町駅→徒歩3分

甲府市
小江戸甲府の夏祭り（仮称）

8月11日木（祝）
場　所 ▶舞鶴城公園（甲府市丸の内一丁目）ほか
問合せ ▶甲府市観光課☎055-237-5702
★甲府の夏を代表する祭りとなるよう、今年度初めて開催します。どうぞ、お楽しみに！
《電車》JR中央線甲府駅南口→徒歩約5分

甲府市
サマーインこうふ

8月21日日
場　所 ▶歴史公園
問合せ ▶NPO法人甲府駅北口まちづくり委員会☎055-252-8797
★音楽と踊りで毎年異国情緒あふれる様々なパフォーマンスをお楽しみいた
だける祭典です。
《電車》JR中央線甲府駅北口→徒歩1分

甲府市
KOFU SAMURAI Wi-Fi × 戦国 BASARA スタンプラリー

7月23日土～9月30日金
場　所 ▶甲府市内
問合せ ▶甲府市観光課☎055-237-5702
★甲府市内を巡り、スタンプを集めてオリジナルグッズをゲットしよう。
※参加無料。まずは甲府市役所、甲府市観光案内所などでパンフレットを入手しよう。

山梨市
笛吹川源流まつり

8月21日日
場　所 ▶道の駅みとみ
問合せ ▶山梨市役所観光課観光企画担当☎0553-22-1111
★日本百名山の甲武信ヶ岳を分水嶺とする三筋の川、笛吹川、荒川、千曲川
の上流域の２市１村の交流の機会として開催するお祭りです。
《車》中央道勝沼IC→約40分

上野原市
無生野の大念仏

８月１６日火
場　所 ▶無生野集会場
問合せ ▶上野原市経済課☎0544-62-3119
★県下で唯一伝承されている大念仏。上野原に今尚生きる踊り念仏をぜひ。
《電車》JR中央線上野原駅→タクシー30分
《車》中央道上野原IC→30分

西桂町
三ツ峠ふるさと夏祭り

8月15日月
場　所 ▶西桂中学校グランド
問合せ ▶西桂町役場 産業振興課☎0555-25-2121
★各種模擬店やステージパフォーマンスなど楽しい催し物が行われます。
フィナーレの真上から降り注ぐ大輪の花火は圧巻です。
《電車》富士急行線三つ峠駅→徒歩5分  《車》中央道都留IC→約20分

清里フィールドバレエ
北杜市 ７月２８日木～８月１０日水
場　所 ▶萌木の村
問合せ ▶萌木の村☎0551-48-2907
★大自然の中、夜空や霧に彩られる幻想的なバレエをご堪能ください。
《電車》JR小海線清里駅下車→徒歩約10分
《車》中央道須玉ICまたは長坂IC→約20分

北杜市
八ヶ岳ホースショーinこぶちさわ

7月30日土
場　所 ▶山梨県馬術競技場
問合せ ▶小淵沢支所地域市民課☎0551-42-1491
★馬の街北杜市にて、全国的にも珍しい人馬一体となった演舞等が実施さ
れるお祭です。
《車》中央道小淵沢IC→約5分

北杜市
増富温泉湯祭

7月31日日
場　所 ▶増富ラジウム温泉
問合せ ▶増富ラジウム温泉郷観光協会☎0551-45-0028
★甲斐源氏太鼓の演奏やビンゴゲーム、抽選会等のイベントが多数あります。
《車》中央道須玉IC→約30分

北杜市
八ヶ岳薪能

8月3日水
場　所 ▶身曾岐神社
問合せ ▶八ヶ岳薪能実行委員会☎03-3568-3229
★薪能ならではの自然と舞台が一体となった荘厳さと、日本の精神伝統文
化の奥深さを満喫していただけけます。
《車》中央道小淵沢IC→約5分

北杜市
北杜市ふるさと祭り

8月7日日
場　所 ▶長坂スポーツ公園
問合せ ▶高根支所・長坂支所☎0551-42-1441・0551-42-1451
★和太鼓演奏や名水「三分一湧水」を使った流しそうめん等のイベントがあ
り、祭りの締めくくりには花火も打ち上げられます。
《車》中央道長坂IC→約15分

北杜市
明野納涼祭

8月14日日
場　所 ▶明野中学校
問合せ ▶明野支所☎0551-42-1421
★飲食ブースの出店多数あり、盆踊りにも参加いただけます。プログラムの最後にはお楽しみ抽選会も。
《車》中央道須玉IC→約10分

北杜市
八ヶ岳ロードレース

9月4日日
場　所 ▶サンメドウズ清里
問合せ ▶八ヶ岳ロードレース事務局☎055-231-3121
★標高1,000m以上の本コースは、アップダウンのあるタフなコースですが、自然に囲まれて夏でも爽や
かです。イベント会場では地元の飲食ブースやヒーローショーなど家族で来てもお楽しみいただけます。
《車》中央道長坂IC→約20分

韮崎市
戦国ヒルクライムin韮崎・甘利山～甲斐の国激坂決戦～

7月16日土・17日日（１６日受付・１７日大会）
場　所 ▶みだい体育センター⇨甘利山（標高差1138m、平均斜度9.5%）
問合せ ▶戦国ヒルクライムin韮崎・甘利山実行委員会☎0551-22-1991
★現代に蘇る！！戦国自転車レース！！～疾きこと風のごと
く激坂を制す～武田家のお膝元、甲斐国・韮崎で、現
代に蘇る戦国ヒルクライムレース。南アルプスの前衛・
甘利山のまったくもって甘くない激坂に挑め！上位入
賞者に与えられる「武田24将」の称号は誰の手に！？
《電車》JR中央線韮崎駅下車→タクシー15分
《車》中央道韮崎IC→３０分

富士河口湖町
2016富士河口湖灯籠流し

８月１６日火
場　所 ▶河口湖湖畔の大石公園
問合せ ▶富士河口湖町観光課☎0555-72-3168
★願いを込めた灯籠が湖面を幻想的に彩ります。
《電車》富士急行線河口湖駅→河口湖周遊バス32分（河口湖自然生活館）下車
《車》中央道河口湖ＩＣ→１５分

上野原市
秋山ふるさと祭り

８月中旬
場　所 ▶上野原市立秋山中学校校庭
問合せ ▶上野原市経済課☎0544-62-3119
★地域の人々が作る活気あふれる「秋山ふるさと祭り」
《電車》JR中央線上野原駅→タクシー20分

山中湖村
山中湖エコウォーク（大平山ハイキングコース）

7月24日日
場　所 ▶交流プラザきらら集合
問合せ ▶NPO法人富士山自然学校
　　　　　☎0555-20-3111
★花の種類が豊富な大平山を、ガイドが
同行して植物観察などをしながらハイキン
グする。
《電車》富士急行線富士山駅→バス40分

4 5

7月

8月

9月
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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

秩父市 甲府市
国道140号線 国道140号線～県道6号線

約1時間 約1時間
雁坂トンネル

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

八王子JCT海老名JCT
圏央道

約20分

中央自動車道

約60分
神奈川方面
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
松　本　駅 甲　府　駅

JR身延線（特急）

約2時間

JR東海道新幹線

約1時間
名 古 屋 駅 甲　府　駅静岡駅

東京方面
より

甲府～新宿線／約２時間新宿高速バスターミナル 甲府駅

富士五湖～新宿線／約２時間新宿高速バスターミナル 河口湖駅

静岡方面
より

竜王・甲府～静岡線／約3時間 甲府駅静岡駅

河口湖～清水・静岡線／約2時間 河口湖駅静岡駅

愛知方面
より

お問い合せ

竜王・甲府～名古屋線／約４時間 甲府駅名古屋駅

富士山駅・河口湖～名古屋線／約４時間30分 富士山駅名鉄バスセンター

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）

富士山駅・河口湖～大阪・京都線線／約11時間 富士山駅大阪（あべの橋）

富士山駅～羽田空港線／約2時間30分 富士山駅羽田空港

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

甲府駅名古屋駅金沢駅

横浜より

金沢より

博多より

高速バス／約2時間10分 甲府駅横浜駅

甲府駅博多駅

●高速バスでお越しの場合

甲 府・昇 仙 峡 エリア
富士山・富士五湖エリア

山梨交通バスセンター　☎055-223-5711
富士急コールセンター　☎0555-73-8181

横浜市方面 甲府昭和IC

北陸道高速バス
約4時間

名古屋ライナー
約4時間

名古屋駅高速バスどんたく号
約11時間

名古屋ライナー
約4時間

❶〔山中湖村〕
山中湖ワイン（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名様
❷〔身延町〕
下部温泉鉱泉ミネラルウォーター《神水》
500ml 1ケース（24本入り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10名様
❸〔中央市〕
とうもろこしワイン「トウモロコシの夢」（1本）・・・・・3名様
❹〔市川三郷町〕
オノオレカンバ印鑑（木製・12mm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2名様
❺〔忍野村〕
忍野村ポストカード（12枚セット）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10名様
❻〔鳴沢村〕
キャベツワイン（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3名様

■アンケート
ひし丸は何ページのどこにいますか？ 山梨のイメージを教えて下さい。
■ご応募方法
郵便ハガキに、住所・氏名・年齢・職業・電話番号とアンケート・希望
プレゼント番号・プレゼント名をご記入の上応募してください。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。
■送り先
〒400-0031 甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁別館2階
 （公社）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28年9月30日㊎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。

❻❻

❸❸❶❶

❹❹

抽選で、山梨ならではの素敵なプレゼントが届きます。 ご応募締切／平成28年9月30日㊎必着めぐりプレゼント宝宝

芸術・文化・科学に触れる

山梨県立考古博物館 ☎055-266-3881
《電車》JR中央本線甲府駅南口⇒山梨交通8番のりば中道橋経
由豊富行バス「考古博物館」下車
《車》中央道甲府南IC⇒約1分（インター出口正面）
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日（日曜日の場合を除く）

7月16日㈯～8月28日㈰
夏季企画展「山梨のはにわ」
山梨県内の古墳から出土した埴輪にスポットを当て、子どもたちの
素朴な「なぜ？」にも答えながら、埴輪からみた山梨の古墳時代に
ついて考えます。

7月24日㈰
縄文問答「なるほど！考古博（２）有孔鍔付土器の話」
縄文問答では毎回テーマを替えて講話をしながら、皆さん
からのさまざまな疑問に答えていきます。

9月28日㈬～11月23日㈬㈷
第３４回特別展「よみがえる武士の魂
　　　　　　―鎌倉・平泉と甲斐源氏の武家文化―」
この特別展では、甲斐源氏とその末裔の活動を辿りながら、
甲斐の地に育まれた武士の魂に迫ります。

《電車》JR中央本線甲府駅北口⇒山梨交通２番バスのりば科学館
行き路線バス（土･日･祝日のみ※7/16～8/21は毎日運行）
《車》中央道甲府昭和IC⇒車約30分。
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）
　　　※7/14～8/28は休まず開館

山梨県の礎を築いた人々や、わが国の近代化に尽力した
人々のなかから、さまざまな分野で活躍した本県ゆかりの９名
の人物を紹介しています。子ども向けのコンテンツでは、プロ
ジェクション・マッピングやクイズもあり、大人はもちろん子どもに
も楽しめる内容です。◎入館無料

山梨県立博物館 ☎055-261-2631
《電車》JR中央本線石和温泉駅⇒バス約10分
《車》中央道一宮・御坂IC⇒約8分
休館日：火曜日（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日（日曜日の場合を除く）

7月23日㈯・8月27日㈯
かいじあむ古文書講座
かいじあむ古文書講座「医に関する古文書を読む１・２」
13：30～15：00◎参加費無料◎要申込み

8月6日㈯
特別講演会『医は仁術』について
13：30～15：30
講師：鈴木一義氏（国立科学博物館産業技術史資料情報
センター長）酒井シヅ氏（順天堂大学特任教授）

8月14日㈰・15日㈪
かいじあむの夏祭り
うちわ作り・水鉄砲・スーパーボールすくい・おすいとん試食
など◎詳細はＨＰなどでご確認下さい。

7月16日㈯～8月28日㈰
サイエンス・クエスト クリスタル城の秘密
～めざせ！鉱物ハンター～
クリスタル城で鉱物について学び、謎解きダ
ンジョンに挑戦しよう！ 

7月16日㈯～11月6日㈰
「オーロラの調べ　神秘の光を探る」
神秘的なオーロラに包まれる体験をしましょう。
◎7月16日（土）～11月6日（日）
　土、日、祝日、夏休み期間
　13：30～14：15

山梨県立美術館 ☎055-228-3322
《電車》JR中央本線甲府駅南口⇒山梨交通御勅使・竜王駅経由敷島営
業所・大草経由韮崎駅・貢川団地各行きのバス約15分「県立美術館」下車
《車》中央道甲府昭和IC⇒約10分
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日（日曜日の場合
を除く）、ただし7月18日、8月8日、8月15日は臨時開館

6月25日㈯～8月21日㈰
特別展「美し、やまなし、パワー！　
　　　 山梨の女性アーティストたち」
明治時代の南画家・野口小蘋や、
『エースをねらえ！』のマンガ家・山本鈴
美香など、山梨県にゆかりのある様々
な女性アーティストたちが県内外で活
動をしてきました。パワーと個性に満ち
た約80点の作品をお楽しみ下さい。

9月3日㈯～10月10日㈪㈷
特別展「国立美術館巡回展 煌めく名作たち」
京都国立近代美術館を中心とした国立美術館の所
蔵する選りすぐりの作品を紹介します。竹内栖鳳らの
日本画、安井曾太郎らの洋画、さらには漆工芸、竹工
などの工芸。京都を中心に活躍し、近代を代表する
美術家たちの作品を一堂に会する好機です。

山梨近代人物館 ☎055-231-0988

《電車》JR中央本線甲府駅南口⇒徒歩約5分
《車》中央道甲府昭和IC⇒車約15分。駐車場は山梨県庁防災新
館地下駐車場をご利用ください。
休館日：毎月第2・第4火曜日

4月1日㈮～9月末日まで 開館時間/9：00～17：00
第三回展示 近代山梨を築いた人々

山梨県立科学館 ☎055-254-8151

丹波山村
丹波渓谷花火大会

８月１５日月
場　所 ▶丹波山村交流促進センター周辺
問合せ ▶丹波山村温泉観光課☎0428-88-0611
★会場が山々に囲まれているため迫力の花火の音を体感できます。
《車》中央道上野原IC→６０分

笛吹市
第５２回石和温泉花火大会

8月21日日
場　所 ▶笛吹市役所前笛吹川河川敷
問合せ ▶笛吹市観光物産連盟☎055‐261‐2829
★笛吹市夏祭りのフィナーレを飾る花火大会。迫力満点の花
火。有料観覧席もご用意しています。
《電車》JR中央線石和温泉駅→徒歩20分
《車》中央道一宮御坂IC→15分

道志村
盆踊り花火大会

８月１４日日
場　所 ▶道志村民グラウンド
問合せ ▶道志村役場産業振興課☎0554-52-2114
★道志村の花火は音が違う！大迫力の花火をお楽しみください！！
《車》中央道都留ＩＣ→３０分

南部町
南部の火祭り

８月１５日月
場　所 ▶富士川河川敷南部橋上下流
問合せ ▶火祭り実行委員会（南部町役場）☎0556-64-3111
★南部の火祭りは４つの伝統行事である、大松明、百八たい、
投げ松明、灯ろう流しが行われます。
《電車》ＪＲ身延線内船駅下車徒歩約20分

身延町
下山愛宕祭典花火大会

８月16日火
場　所 ▶下山新町地内
問合せ ▶身延町役場 観光課☎０５５６-62-1116
★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。
《電車》JR身延線下部温泉駅→タクシー約１５分
《車》中部横断道増穂IC→約３０分

市川三郷町
神明の花火大会

8月7日日
場　所 ▶市川三郷町三郡橋下流笛吹川河畔
問合せ ▶市川三郷町ふるさと夏まつり実行委員会
　　　　 ☎055-272-1101
★夜空に色鮮やかな花が次 と々咲き、まるで花火に包まれて
いるような感覚を味わえます。
《電車》JR身延線市川大門駅下車→徒歩約10分
《車》中央道甲府南IC→約20分・増穂IC→約5分

韮崎市
武田の里にらさき 花火大会＆武田陣没将士供養会

8月16日火18：00～（花火大会は20：00～）
場　所 ▶釜無川河川公園
問合せ ▶武田の里まつり実行委員会☎0551-22-1991
★今年は韮崎市名誉市民・大村智博士ノーベル賞受賞記念として大型
スターマインや音楽と連動した特別演出花火などが打ち上げられます。
《電車》JR中央線韮崎駅下車→徒歩15分
《車》中央道韮崎IC→１０分

山中湖村
報湖祭 花火大会

8月1日月
場　所 ▶山中湖畔周辺
問合せ ▶（一社）山中湖観光協会☎0555-62-3100
★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、災難がないよう湖の恵みに感謝と祈りを捧げる祭り。
《電車》富士急行線富士山駅→バス30分

笛吹市
石和温泉連夜花火

7月20日水～8月20日土
場　所 ▶笛吹市役所前笛吹川河川敷
問合せ ▶石和温泉旅館協同組合☎055‐262‐3626
★約１ヶ月、毎日１０分間の花火が夏の夜空を彩ります。観覧無料。
《電車》JR中央線石和温泉駅→徒歩20分
《車》中央道一宮御坂IC→15分

山梨市
笛吹川県下納涼花火大会

7月23日土
場　所 ▶笛吹川万力大橋下流
問合せ ▶山梨市花火大会実行委員会☎0553‐22‐0806

富士河口湖町
富士山山開き花火大会

７月２日土
場　所 ▶河口湖湖畔の船津浜・平浜駐車場
問合せ ▶河口湖観光協会☎0555-72-2460
★７月１日に行われる富士山の山開きを祝う花火大会
《電車》富士急行線河口湖駅→徒歩１５分　
《車》中央道河口湖IC→10分

富士河口湖町
本栖湖神湖祭

８月３日水
場　所 ▶本栖湖湖畔の町営駐車場
問合せ ▶本栖湖観光協会☎0555-87-2518
★花火大会や情緒たっぷりの夏祭りを楽しめる。
《電車》富士急行線河口湖駅→鳴沢・精進湖・本栖湖周遊バス50分（本栖湖観光案内所）下車
《車》中央道河口湖ＩＣ→2０分

富士河口湖町
精進湖涼湖祭・精進湖音楽祭

８月４日木
場　所 ▶精進湖湖畔の他手合浜
問合せ ▶精進湖観光協会☎0555-87-2311
★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。
《電車》富士急行線河口湖駅→鳴沢・精進湖・本栖湖周遊バス38分（こ抱き富士ビューポイント）下車
《車》中央道河口湖ＩＣ→4０分

富士河口湖町
第100回河口湖湖上祭前夜祭

８月４日木
場　所 ▶河口湖湖畔の船津浜・平浜駐車場
問合せ ▶河口湖観光協会☎0555-72-2460
★富士五湖花火大会のフィナーレを飾る最大規模の花火大会
の前夜祭。よさこいソーラン踊り、打上花火大会
《電車》富士急行線河口湖駅→徒歩15分
《車》中央道河口湖ＩＣ→１０分

富士河口湖町
西湖竜宮祭

８月2日火
場　所 ▶西湖湖畔の前浜
問合せ ▶富士河口湖町　足和田出張所☎0555-82-2311
★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。
《電車》富士急行線河口湖駅→西湖周遊バス25分（西湖東口）下車
《車》中央道河口湖ＩＣ→２０分

富士河口湖町
第100回河口湖湖上祭

８月５日金
場　所 ▶河口湖湖畔の船津浜・平浜駐車場
問合せ ▶河口湖観光協会☎0555-72-2460
★富士五湖花火大会のフィナーレを飾る最大規模の花火大会。
100回記念プログラム、スペシャルライブあり
《電車》富士急行線河口湖駅→徒歩15分
《車》中央道河口湖ＩＣ→１０分

❺❺

週末は山梨にいます。週末は山梨にいます。

YAMANASH I  P I CK  U P  N EWS
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 7月10日㊐17時～8月31日㊌17時
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。　※マイカー規制時の駐車場は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お問合せ先
　山梨県道路公社 富士山有料道路管理事務所
　☎0555-72-1311
◎駐車場についてのお問合せ先
　山梨県観光部観光資源課
　☎055-223-1521　または
　山梨県立富士北麓駐車場内観光案内所
　☎0555-72-9900

富士山保全協力金のお願い
平成28年7月1日㊎～9月10日㊏ 24時間
■目　　的／美しい富士山を後世に引き継ぐため、富士山の環境保全や登山者の安全対策に活用します。
■金　　額／基本1,000円（子どもや障害をもつ方は協力いただける範囲の金額）
■受付方法／現地受付（富士スバルライン5合目、吉田口6合目、県立富士北麓駐車場）
　　　　　　事前受付（インターネット、コンビニ払い）
■対 象 者／五合目から山頂を目指す登山者
■富士山保全協力金の使い途／
　　　　　　富士山五合目以上で、新規に行う事業や、

拡充する事業に使わせていただきます。例）
トイレの新設・改修、救護所の拡充、噴火災
害対策、安全誘導員の配置、情報提供 等

宮沢賢治《保阪嘉内宛はがき》
佐野智子《自画像》韮崎大村美術館蔵

竹内栖鳳《秋興》1927年
京都国立近代美術館蔵

山梨県立文学館 ☎055-235-8080

《電車》JR中央本線甲府駅南口⇒山梨交通御勅使・竜王駅経由敷島営
業所・大草経由韮崎駅・貢川団地各行きのバス約15分「県立美術館」下車
《車》中央道甲府昭和IC⇒約10分
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日（日曜日の場合
を除く）、ただし7月18日、8月8日、8月15日は臨時開館

7月9日㈯～8月28日㈰
特設展「宮沢賢治 保阪嘉内への手紙」
詩、童話に独自の世界を切り開
いた宮沢賢治（1896～1933岩
手県生まれ）。無二の親友で
あった山梨県韮崎市出身の保
阪嘉内（1896～1937）との交友
を表す73通の手紙を公開し、賢
治と嘉内の友情に迫ります。

休館日については変更になる場合があります。

❷❷

甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁舎別館2F

※詳しくはホームページ等をご覧下さい。 問い合せ先：世界遺産富士山課 ☎055-223-1521



公益社団法人 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県庁別館2階　☎055-231-2722
http://www.yamanashi-kankou.jp/

検索いい旅やまなしナビ

山梨県発「地元が創るおすすめツアー」

小高い丘の上で
甲府盆地を眺めながら
ご家族、お仲間で
お楽しみ下さい。

中澤孝次プロ設計

055-266-5005
〒400-1501山梨県甲府市上曽根町朝日4011

中央道甲府南ICから約1分

グループ

検 索

お問合せ 詳しくはこちら...

富士山の大自然とあそぼ！
山梨県南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1
0555-72-2239　http://www.doggypark.jp/

薬石の湯 瑰泉
山梨県笛吹市石和町四日市場1679　TEL055-262-1830
24時間営業／年中無休

石和温泉（アルカリ性単純泉）と
薬石が作り出す良質の温泉をお楽しみ下さい。

宝石露天風呂

薬石ドーム

岩盤浴

甲府市青沼１-３-１１ TEL055-233-8800
9:00～18:30

甲府の文化が息づく地に
桔梗屋甲府本館オープン「みのぶ・ふるさと便」「みのぶ・ふるさと便」

身延町内産の安心・安全な名産品を毎回【￥３，０００分の商品】と
ふるさとのかおりのするおまけと共にお届けします

≪限定８０口≫年４回分会費１２，０００円
（送料別途１回￥600×４＝￥２，４００円）

ＮＰＯ法人　みのぶ観光センター
℡0556-42-2005
〒409-3304　山梨県南巨摩郡身延町切石192-2
ＵＲＬ　http://www.fujikawa.or.jp/̃center/furusato/

お問い
合わせ

観光スポット・
イベント情報満載！

大月市 猿橋

やまなし
観光＆イベントガイドブック

Yamanashi Event Guide

夏
7.1～9.30

富士の国やまなし
観光キャラバン隊長「武田菱丸」

夏の山梨も
とっても素敵！

富士の国やまなし
観光ナビゲーター
ハローキティ
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このガイドブックの中の
どこかに僕が隠れているマル！

探してみてマル！


