
山梨市

光きらめく幻想パノラマ

新日本三大夜景
笛吹川フルーツ公園

笛吹川フルーツ公園
JR中央線山梨市駅→車7分/一宮御坂I.C.→30分
山梨市観光課 0553-39-2121
（財）山梨県公園公社 山梨県笛吹川フルーツ公園 0553-23-4101
問

交

所

富士吉田市

霊峰富士と日本情緒あふれる夜景

日本夜景100選
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神社
新倉浅間神社
富士急行線下吉田駅→徒歩5分/
河口湖I.C.→20分
富士吉田市観光協会
0555-22-1111

問

交

所

甲府城がやさしい光に包まれる

光のピュシス

全国から出展された光芸術作品

2005山中湖
アートイルミネーション

湖面もきらめく光アートの別世界

河口湖光のファンタジア
河口湖大橋がきらめく光のアーチに変身。湖畔の
もみの木などもイルミネーションで飾り、幻想的
な世界が浮かび上がります。冬花火や氷まつりも
期間中に開催。4ヵ月にわたり多彩な特別イベン
トが開催されます。

11/1 s2/26

富士河口湖町

空も空気も澄み渡っていく季節を彩る光のファンタジー。

宝石のようにきらめく夜景とイルミネーション、感動スポット、

この季節ならではのロマンチックな山梨をお楽しみください。

きらめくWinter ★ファンタジーきらめくWinter ★ファンタジー
富 士 の 国 や ま な し

「日本独自ともいえる夜景文化の魅力
を広く知らしめ、次代へ継承するため
2002年に発足した新日本三大夜景・
夜景100選事務局」によって選定され
た「新日本三大夜景」のひとつ。傾
斜面の園内随所から、甲府盆地の夜
景を眺望できます。

新日本三大夜景・夜景100選事務局選定「夜景100
選」のひとつ。705年建立の歴史ある神社で、夜空
にそびえる富士山をバックに、富士吉田市の夜景が
楽しめます。日没前に訪れ次第に夜の姿へと移りゆ
く富士を眺めるのも情緒がありおすすめです。

舞鶴城公園
JR中央線・身延線甲府駅→徒歩5分/甲府南I.C.→20分
甲府市商工会議所 055-233-2241問

交

所

山中湖花の都公園
富士急行線富士吉田駅→
バス20分花の都公園入口下車
→徒歩15分
山中湖観光協会問

交

所

12/2 s1/15

甲府市

11/18 s1/15

山中湖村

夜　景
SPOT

イルミネーション
EVENT

露天風呂から宝石箱のような
甲府盆地の夜景を眺められます。

夜景が楽しめる

史跡甲府城（舞鶴城公園）が美しいイルミネーションで飾られま
す。日本画家平山郁夫氏のシルクロード絵画や、イルミネーシ
ョンなどで再現されたサンリオキャラクターにも出逢えます。12
月23日～25日には、クリスマスイベントも開催されます。

それぞれの想いが表現された、
美しいアートイルミネーション
によって会場は幻想的な雰囲
気に包まれます。イルミネーシ
ョンは期間中毎日午後5時から
9時まで点灯されます。

銀河の街が輝く恒例イベント

イルミネーション IN にらさき
韮崎市　12/1s1/31

駅前商店街を中心に趣向を凝らしたイルミネーシ
ョンが点灯。銀河の街「にらさき」ならではの幻
想的な光景をかもし出します。
韮崎駅、韮崎駅前中央通り、本町通りなど
JR中央本線韮崎駅→徒歩1分/韮崎I.C.→5分
韮崎市商工会 0551-22-2204問

交

所

美しい光と名湯を一緒に楽しむ

イルミネーション点灯
身延町　12/上旬s2/下旬

湯之奥金山博物館駐車場を中心に、イルミネー
ションを点灯。歴史ある湯の里が、色とりどり
の光に包まれます。
湯之奥金山博物館駐車場など
JR身延線下部温泉駅→徒歩5分/甲府南I.C.、河口湖I.C.→50分
下部観光協会 0556-20-3001問

交

所

要害温泉［甲府市］ 055-253-2611問

JR中央線・身延線甲府駅→送迎車15
分/一宮御坂I.C.→30分
700円　 11～21時　営料

交

露天風呂から南アルプスと甲府盆地の大パノラマを
眺望。

天空の湯 ぶどうの丘 ［甲州市］ 0553-44-2111問

JR中央線勝沼ぶどう郷駅→徒歩20分/
勝沼I.C.→7分　 600円　 8～22時営料

交

露天風呂から鳳凰三山、南アルプスなどを背景に甲
府や笛吹の夜景を眺望。

みたまの湯［市川三郷町］ 055-272-2641問

JR身延線甲斐上野駅→タクシー10分/甲府南I.C.→15分
750円　 10～23時営料

交

公園内の丘の上にある露天風呂。
赤松の湯 ［山梨市］ 0553-23-5656問

JR中央線山梨市駅→タクシー7分/
一宮御坂I.C.→20分
600円　 10～21時営料

交

笛吹川フルーツ公園

HOT SPOT

満天にちりばめた星空を頭上に、
富士山と甲府盆地を眺望。

ほったらかし温泉［山梨市］ 0553-23-1526問

JR中央線山梨市駅→タクシー10分/
一宮御坂I.C.、勝沼I.C.→25分　
500円　 日の出30分前～22時営料

交

河口湖畔
富士急行線河口湖駅→徒歩20分/河口湖I.C.→15分
富士河口湖町観光課 0555-72-3168問

交

所

絶景ビューポイントと観光名所

夜景ドライブ
「フルーツライン」

笛吹市春日居から山梨市市川へ甲府盆地北斜面の果樹
園帯を抜ける約7kmのフルーツラインは、夜景ドライ
ブの新スポット。静かに広がる盆地の夜景はまるで光の
海のようです。また、周辺には笛吹川フルーツ公園をは
じめ温泉やワイナリーなど観光名所も点在します。

撮影：松土俊秀

笛吹市
■
山梨市

笛吹市商工課 055-261-2034
山梨市観光課 0553-39-2121問

問

宝石を散りばめたような
甲府盆地の夜景を一望

甲府駅北口から、
千代田湖・昇仙峡
へ向かう県道天神
平甲府線の途中に
ある和田峠は、甲
府盆地を一望でき
る絶好のポイント。

空気の澄んだ冬の空には富士山も顔を出
しています。瞬く星空を仰ぎ見ながら絵葉
書のような景色をご堪能ください。

甲府市

甲府市観光開発課 055-237-5702問

幻想的な氷のオブジェのライトアップ

増富ラジウム峡氷まつり
増富ラジウム温泉郷に、みずがき山を
イメージした巨大な氷のオブジェが登場します。
やわらかな太陽の光を受けてきらきら輝く美しい
オブジェは、夜はライトアップもされ、さらに魅
力的に。甘酒のサービスもあります。

2/5

北杜市

増富ラジウム温泉郷
JR中央線韮崎駅→バス70分／須玉I.C.→30分　
増富ラジウム郷観光協会 0551-45-0600問

交

所
夜景ドライブ
「甲府市・和田峠」



年末から来春まで県内の至る所で
イベントやお祭りが盛りだくさん。
山梨のあふれる魅力と楽しみ、発見！

5
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ア

伝

体

他

花 …花のイベント

…ふるさとのイベント

…アウトドア＆スポーツイベント

…伝統の祭り＆行事

…体験イベント

…その他のユニークなイベント

DECEMBER

◎待ちきれない！？　もうすぐ山梨にスキーシーズンがやってくる！
北杜市にある清里ハイランドパークの楽しみあふれるスキー場・サンメドウズ、

鳴沢村のふじてんスノーリゾートが12月中旬にオープン（予定）。オープニングイベントも予定されています。

［南部町］

内船歌舞伎
伝

約200年前、身延山参拝に訪れた江戸の旅芸
人一行が内船に伝えたといわれる歴史ある郷
土芸能。町無形文化財に指定されています。
南部町総合会館　 JR身延線内船駅→徒歩5分/清

水I.C.→50分　 南部町産業振興課 0556-64-3111 問

交所

［笛吹市］

晴雲寺の星祭り
伝

22日（木）
冬至の22日、深夜0時に始まり24時まで丸一
日招福除災を祈願。人気のお札は開運、交通
安全などに霊験あらたか。
晴雲寺　 JR中央線石和温泉駅→バス20分徒歩

30分/甲府南I.C.→15分　 笛吹市境川支所 055-
266-2111

問

交所

4日（日）

JANUARY

［道志村］

道志渓谷もちつき大会
ふ

生バンドの演奏が流れるなか、飛び入り参加
もできるもちつき大会を開催。甘酒、味噌田
楽や、道志渓谷の特産品も販売されます。
道の駅どうし　 相模湖I.C.→50分、御殿場I.C.→

50分　 道の駅どうし 0554-52-1811問

交所

［山梨市］

除夜の花火
ふ

31日（土）
除夜の鐘のかわりに108発の花火で2006年を
迎えます。カウントダウンをして、新年に変
わると同時に盛大に花火を打ち上げます。
笛吹川フルーツ公園最上段フルーツセンター　
JR中央線山梨市駅→車7分/一宮御坂I.C.→30分
山梨市観光課 0553-39-2121問

交

所

23日（祝）

［身延町］

「身延山除夜の鐘」
伝

31日（土）
徳川家康の側室、お万の方が寄贈したと伝わ
る大鐘に触れられるのは、通常僧侶のみ。除
夜だけ特別に開放し、参拝者が衝けます。
身延山久遠寺　 JR身延線身延駅→バス10分/

南アルプスI.C.→50分　 身延山久遠寺 0556-62-
1011

問

交所

［甲府市］

新春武田の杜ウォーク
ア

自然を満喫しながら、「健康の森」の遊歩道
を巡るウォークイベント。寒さに耐えながら
春を待つ木立の冬芽や樹木を観察します。
武田の杜　 JR中央線・身延線甲府駅→バス20分

→徒歩20分/甲府昭和I.C.→30分　 武田の杜管理事
務所 055-251-8551

問

交所

［上野原市］

道祖神祭（どんど焼き）
伝

14日（土）
秋山6地区で行われる、道路の悪魔を防ぎ、
旅の安全を守る神の祭り。正月飾りで焼いた
団子を食べると風邪をひかないと言われます。
秋山地区　 JR中央線上野原駅→タクシー25分、

上野原I.C.→25分　 上野原市教育委員会 0554-62-
3409

問

交所

8日（日）

［甲州市（大和村）］

田野の十二神楽
伝

江戸時代から伝わる五穀豊穣、家内安全、無
病息災などを祈願する12の舞を、保存会が奉
納。県の無形文化財に指定されています。
田野地区　 JR中央線甲斐大和駅→バス10分/勝沼

I.C.→15分　 甲州市大和地域総合局教育文化課
0553-48-2921

問

交所

［山梨市］

塩平の獅子舞
伝

14日（土）
迫力ある獅子舞やお囃が町を練り歩き、道祖
神にみごとな飾りが施される、小正月の伝統
行事。1年の安全を祈願して毎年行われます。
牧丘地区　 JR中央線塩山駅→タクシー20分/勝沼

I.C.→60分　 山梨市観光課 0553-39-2121問

交所

14日（土）

［富士河口湖町］

冬花火・湖上の舞
他

期間中土・日曜日の午後8時から、毎回約
2000発の打ち上げ花火とくじゃく花火が夜空
を彩る冬の花火大会。多彩な催しもあります。
河口湖畔　 富士急行線河口湖駅→徒歩20分/河口

湖I.C.→10分　 富士河口湖町観光連盟 0555-72-
3168

問

交所

［市川三郷町（六郷町）］

山田の神楽獅子
伝

14日（土）
道祖神にしめ縄を張り、無病息災などを祈願。
舞いながら地域全戸をまわります。約400年
前から伝わる県無形文化財指定の舞です。
落居地区　 JR身延線落居駅→徒歩5分/南アルプ

スI.C.→35分　 市川三郷町教育委員会 055-272-
6093

問

交所

14日（土）～2月19日（日）の土日

［富士河口湖町］

西湖・河口湖氷祭り
他

雪景色の富士山をバックに巨大な氷のオブジ
ェが飾られ、夜はライトアップされます。園
内には野鳥が生息し、遊歩道もあります。
西湖野鳥の森公園・梨宮公園　 富士急行線河口湖

駅→西湖線レトロバス47分/河口湖I.C.→25分　 富
士河口湖町観光課 0555-72-3168

問

交所

西湖 28日（土）～2月5日（日）・河口湖14日（土）～2月5日（日）

［笛吹市］

植物細密画展示展
他

21日（土）～2月4日（土）
清里在住の植物細密画家、野村陽子さんの作
品展。2/4（土）は「植物細密画教室」を開催。定
員20名（中学生以上）先着順。
森林公園金川の森　 JR中央線石和温泉駅→タクシ

ー10分/一宮御坂I.C.→2分　 森林公園金川の森管理
事務所 0553-47-2805

問

交所

［身延町］

寒造り味噌つくり体験
体

最高の味と言われる、寒の水で造った味噌。
町内産の大豆を使用して本物志向の味噌つく
りを体験し、昼食はほうとうを味わいます。
下部地区　 JR身延線市之瀬駅→徒歩10分　 下

部産業活性化推進協議会 0556-36-0504
問交所

下旬～2月中旬

［身延町］

身延山御頭講会（曳馬式）
伝

白装束の舎人に挽かれた飾り馬が、大本堂か
ら大客殿までゆっくり歩きます。日蓮聖人の
故事にちなみ、当時の様子を再現します。

13日（金）

身延山久遠寺　 JR身延線身延駅→バス10分/南ア
ルプスI.C.→60分　 身延山久遠寺 0556-62-1011問

交所

4

かわいい花や妖精、トロピカルランド…
ひと味違ったクリスマスの楽しみ方が勢ぞろい！
期間限定、山梨の聖夜がさらにパワーアップします。

真夏の南半球に旅した気分

トロピカルクリスマス

笛吹川フルーツ公園
JR中央本線山梨市駅→車5分/勝沼I.C.→
20分
（財）山梨県公園公社 0553-23-4101問

交

所

YAMANASHI
クリスマス イベント

巨大なクリスマスツリーが飾られた園内には、
冬を忘れそうなくらい色とりどりの南国の果物
や花が。パパイヤ、マンゴーなどトロピカルフ
ルーツの無料試食会が人気です。

山梨市

12/24s25

清里ウインターワールド2006（北杜市）

［丹波山村］

お松引き
伝

正月飾りを「しゅら」と呼ばれる大きなソリ
に乗せた「お松様」を、木遣りに合わせて道
祖神に奉納する、全国でも珍しいお祭りです。
村内各所　 JR青梅線奥多摩駅→バス60分/上野原

IC→56分　 丹波山村環境経済課 0428-88-0211問

交所

7日（土）

［南アルプス市］

ふるさと凧上げ大会
体

子どもからおとなまで一緒に凧上げを満喫。
手作り凧も歓迎で、参加者には凧をプレゼン
ト。賞品が当たる抽選会も開催されます。
八田地区第2スポーツ広場　 JR中央線・身延線→

バス30分/白根I.C.→10分　 南アルプス市八田支所
地域生活課 055-285-0011

問

交所

3日（火）

［北杜市］

フラワーセンターのお正月
他

壮大な富士山や甲斐駒ヶ岳、八ヶ岳の眺望を
バックに楽しむフラワーセンターのお正月。
もちつき大会や甘酒サービスもあります。
山梨県フラワーセンター　 JR中央線韮崎駅→バス

30分/韮崎I.C.、須玉I.C.→15分　 山梨県フラワーセ
ンター 0551-25-4700

問

交所

2日（月）・3日（火）

［山梨市］

Happy初日の出
他

新年のご来光を拝み、新たなる年の幕開けを
祝う催し。甘酒のサービス、山梨市民吹奏楽
団によるアンサンブル演奏で賑わいます。
笛吹川フルーツ公園最上段フルーツセンター　 JR

中央線山梨市駅→車7分／一宮御坂I.C.→30分　 山
梨市観光課 0553-39-2121

問

交所

1日（祝）

早朝6時オープン、朝市も開催
「紅富士冬まつり」 ［山中湖村］

富士山を眺望する露天風呂や、打たせ湯、寝湯、ジ
ェットバスなど、多彩なお風呂が楽しめる「紅富士
の湯」で、午前6時から9時30分まで冬期限定イベ
ントが開催されます。1階特設会場の地元商店による
朝市では、湖で捕れたワカサギやシジミをはじめ、
特産品が充実。紅に輝く富士山を眺めながらゆっく

り朝風呂を楽し
み、特産品ショ
ッピングを楽し
んだり、個室で
のんびりくつろ
いでいただけま
す。期間12/1～

3/31の土日祝祭日及び平成18年1/1～3
富士急行線富士吉田駅→バス20分花の都公園入口下車→徒歩5分
山中湖温泉　紅富士の湯 0555-20-2700問

交

緑の森に広がるメルヘンの世界

萌木の村クリスマス
北杜市

12/1 s25

萌木の村
JR小海線清里駅→徒歩10分/
長坂I.C.→20分
萌木の村 0551-48-3522問

交

所

萌木の村グリーンガーデンほか各
所にイルミネーションを設置し、
村全体が絵本の世界に。プレゼ
ント付のクリスマスパーティー
や、クリスマスコンサートも開催
されます。

北杜市

12/2 s26

鮮やかな世界の花の華麗な演出

クリスマスフィーリング

山梨県フラワーセンター
JR中央線韮崎駅→バス30分/
韮崎I.C.、須玉I.C.→15分
山梨県フラワーセンター
0551-25-4700

問

交

所

花をテーマにしたクリスマスイベ
ント。巨大クリスマスツリーが出
現し、シクラメンのクリスマスデ
ィスプレイやクリスマスコンサー
トなど楽しさあふれます。

韓流スターに出会える
スペシャルな夜
甲府富士屋ホテルの
クリスマスディナーショー
甲府市　12/14 1部17時～/2部20時～

敷地内に温泉も湧く贅沢なホテル「甲
府富士屋ホテル」がとっておきのクリ
スマスを企画。ゲストは、韓流歌手・
キム・ヨンジャ。特別なコース料理を
味わった後は、澄んだ歌声を心ゆくま
でお楽しみください。

シルバンズ
富士急行線河口湖駅→バス10分/河口湖I.C.→5分
シルバンズ 0555-83-2236問

交

所

甲府富士屋ホテル
JR中央線・身延線甲府駅→バス10分/
甲府昭和I.C.→15分
甲府富士屋ホテル 055-253-8111問

交

所

[北杜市]  

清里ウインターワールド2006
他

富士山に向かって100m以上も滑ることがで
きる「そりゲレンデ」、「雪原のアイスクリー
ム作り」など、冬のお楽しみが満載。
清里高原・清泉寮前牧草地　 JR小海線清里駅→車

5分/須玉I.C.→20分　 キープ協会 0551-48-
2111

問

交所

21日（土）～2月19日（日）

おいしい料理と地
ビールが食べ放
題、飲み放題。コ
ンサートやお楽し
み抽選会も。チケ
ットは前売制です
（大人5,000円、子

供3,000円）。12月23日～25日には「クリスマス カ
ップルディナー（要予約）」もご用意しています。

地ビールレストラン「シルバンズ」のクリスマス
クリスマス パーティー
富士河口湖町　12/12s15
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郵便ハガキに、住所・氏名・年齢・職業・電話番号
と希望プレゼント番号・プレゼント名をご記入のう
え、山梨県内の観光地・鉄道各駅・観光施設などに
設置されているスタンプを2ヵ所分押してご投函く
ださい。スタンプがない場合は、入場券の半券など
県内施設の利用がわかるものでも結構です。ただし、
交通拠点（JRおよび私鉄各駅・道の駅・高速道路
サービスエリア）に設置してあるスタンプや、交通
機関の切符、利用領収書のみによる応募は対象外と
させていただきます。交通拠点と県内観光施設のス
タンプなど各1ヵ所を組み合わせて応募するか、県
内観光施設2ヵ所分で応募してください。また応募
はおひとり様ハガキ1枚とし、1プレゼントに限ら
せていただきます。発送をもって発表にかえさせて
いただきます。
■送り先　〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-
6-1 山梨県観光キャンペーン推進協議会「富士
の国やまなし宝めぐりプレゼント」係

■応募締切　平成18年3月1日〈水〉（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。

PRESENT!

西桂町 5名様
「富士山のうまい水」と「三ツ峠そばの芽茶」（各500ml×12本）

ご応募方法

山梨をもっと楽しむ最新トピックス情報！

富士の国やまなしならではの
素敵なプレゼントが届きます。

今すぐ、山梨へ。

1

富士吉田市 10名様
「吉田のうどん」詰め合わせ2

南アルプス市 5名様
清酒「夜叉神」（720ml）3

南アルプス市 5名様
キウイフルーツワイン（720ml）4

忍野村 10名様
八海そば（1kg）5

身延町 5名様
小 梅 漬 け6

身延町 5名様
みのぶ生ゆば（15枚入）7

増穂町 10名様
ラ・フランスワイン（1本）8

甲斐市 10名様
「夢ギフト（梅ワイン）」（2本）9

甲斐市 10名様
「夢ギフト（桑の実ジャム）」（2本）10

鰍沢町 10名様
鰍沢ゆずワイン（2本）11

韮崎市 5名様
穂坂果実郷さくらんぼ狩りご招待券（ペア券）12

市川三郷町（六郷町） 5名様
印　鑑（1本）13

山中湖村 10名様
「紅富士の湯」「石割の湯」共通入湯券（ペア券）14

特産美味

お楽しみ

01
甲府市舞鶴城公園内恩賜林記念館内に、県内の観光情報を集めた「富士
の国やまなし情報コーナー」がオープン。入館無料で毎日午前9時30分か
ら午後4時30分開館。観光パンフレットを多数常備し、パネルや映像、タ
ッチパネル機で知りたい情報をすぐに入手できます。甲府城内をご案内
するボランティア「甲府城御案内仕隊」もご利用ください。
問●山梨県観光振興課 055-223-1573・（社）山梨県観光物産連盟 055-231-2722

観光の出発拠点がオープン

山梨の魅力満載「富士の国やまなし情報コーナー」

［道志村］

道志渓谷ほうとう祭り
ふ

地元野菜をたっぷり入れて大鍋で煮込んだ甲
州名物ほうとうを販売。寒さを忘れ、武田軍
団の陣中食と伝わる郷土料理を堪能できます。

5日（日）

道の駅どうし　 都留I.C.→30分/相模湖I.C.→50
分/御殿場I.C.→50分　 道の駅どうし 0554-52-
1811

問

交所

［甲州市］

えんざん桃源郷 ひな飾りと桃の花まつり
他

市内数箇所でひな飾りを展示、春の訪れを楽
しみます。主会場の甘草屋敷では、江戸～昭
和の各時代のひな人形や、つるし飾りを展示。

11日（土）～4月18日（火）

主会場：旧高野家住宅「甘草屋敷」 JR中央線塩
山駅下車　 甲州市役所 0553-32-2111問

交所

［甲府市］

地場産業まつり＆ジュエリー新作展
体

24日（金）～26日（日）

［甲府市］

県立美術館「新収蔵品展」
他

28日（土）～3月12日（日）

山梨県立美術館　 JR中央線・身延線甲府駅→バス
20分/甲府昭和I.C.→10分　 山梨県立美術館 055-
228-3322

問

交所

えんざん桃源郷 ひな飾りと桃の花まつり（甲州市）

※本誌のデータは平成17年9月末日現在のものです。
ご利用の際は各観光施設等へ最新案内をご確認ください。
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◎盛大なイベントが目白押し、2月23日は「富士山の日」！
日本のシンボル富士山を讃えるこの日を中心に、「冬の花火大会」や「富士山写真大賞」、富士山を眺望す

るウォーク大会（予定）など、町内各所で多彩な記念イベントが開催されます。

※平成17年11月1日現在の地図です。

平成17年度に新たに収蔵された作品を展示し
ます。特別展示室のみ観覧無料。

山梨の伝統工芸を実演、製作体験などを通し
て広く紹介。「宝石の街甲府」ならではのジュ
エリー新作展やワインの試飲及び抽選会も。
かいてらす山梨県地場産業センター　 JR中央線・

身延線甲府駅→タクシー10分、甲府駅北口からシャト
ルバス（土日のみ運行）10分/一宮御坂I.C.→20分　
かいてらす山梨県地場産業センター 055-237-1641

問

交所

盛大に無病息災祈願
「節分会」

2月3日の節分会に参加す
るなら、山梨がおすすめで
す。歴史ある各寺では、タ
レントなどを招いて豆まき
が行われ、家族で楽しめる
イベントも催されます。

MARCH

［南アルプス市］

十日市
伝

安養寺近くの沿道に約1kmにわたり特産の木
製品や鬼面瓦、縁起物の露店が並び、甲府盆
地に春を告げる祭りとして有名です。

10日（金）・11日（祝）

若草地区　 JR中央線・身延線甲府駅→バス30分/
南アルプスI.C.→5分　 南アルプス市若草支所地域生
活課 055-282-3100

問

交所

［甲府市］

厄除地蔵尊祭り
伝

13日（月）・14日（火）
「やくじぞうさん」の名で親しまれ、年に一度
だけ耳が開き願い事を叶えると言われる厄除
地蔵尊の例祭。弘法大師作と伝わります。
塩澤寺　 JR中央線・身延線甲府駅→バス15分/甲

府昭和I.C.→20分　 甲府市観光開発課 055-237-
5702

問

交所

［笛吹市］

松本のお天狗さん
伝

大蔵経寺山の中腹にある山神神宮の例祭。矢
立を象った金札や養蚕守護の大札が配布さ
れ、ふもとのお宮は神輿や露店で賑わいます。

21日（火）

山神神宮　 JR中央線石和温泉駅→徒歩15分/一宮
御坂I.C.→20分　 笛吹市観光商工課 055-262-
4111

問

交所

［山梨市］

万力穴観音祭
伝

断崖下の岩穴の観世音菩薩と数十体の石仏
群。ここに大般若経典600巻を並べ、10人の
僧侶がアコーディオンのように転読します。

19日（日）

万力穴観音　 JR中央線山梨市駅→徒歩15分/勝沼
I.C.→30分　 山梨市観光課 0553-39-2121問

交所

［笛吹市］

ハウス桃園花見会
花

日本で一番早い桃の花見で、ハウス桃園なの
で天候に関係なく暖か。入園料1人500円（ジ
ュース1本付）で飲食物持ち込みも自由です。

11日（土）～3月中旬

石和地区　 JR中央線石和温泉駅→車15分/一宮御
坂I.C.→15分　 JAふえふき富士見支所 055-262-
2158

問

交所

［身延町］

あかり展＆工芸市
体

18日（土）～19日（日）（予定）

富士川ふるさと工芸館　 JR身延線身延駅→タクシ
ー10分/南アルプスI.C.→60分　 富士川ふるさと工
芸館 0556-62-5424

問

交所

峡南地域の伝統産業である和紙の制作実演や
あかり作品の展示、また、ここで作られた陶
器、ガラスなどの工芸品を販売。

［笛吹市］

八代の三日市
伝

安産守護で有名な双子塚で、日蓮上人が三日
三晩読経した故事にちなみ、賑やかな市が立
ち、女児の舞や稚児行列も披露されます。

中旬の（土）（日）

定林寺　 中央線石和温泉駅→タクシー15分/一宮
御坂I.C.→15分　 笛吹市八代支所地域振興課 055-
265-2111

問

交所

［南アルプス市］

渓流つり大会
ア

四季を彩る清流、御勅使川で開催される釣り
大会。釣果はイワナやヤマメで、初心者用つ
り場もあるので初めてでも楽しめます。

12日（日）

芦安地区御勅使川　 JR中央線・身延線甲府駅→バ
ス50分/白根I.C.→30分　 夜叉神観光協会 055-
288-2117

問

交所

04
12月8日から翌5月（予定）まで、フジヤマミュージア
ムで新企画展「富士に祈る」が開催されます。古く
から「霊峰」として崇められる富士を描く時、画家
の心にはどのような富士が映っていたのでしょうか。
富士山の歴史を紹介するとともに、富士の神々しさ
が表現されている作品約30点を展示します。
問●フジヤマミュージアム 0555-22-8223

画家が描いた個性あふれる富士山を一堂に

フジヤマミュージアム「富士に祈る」を開催

03
笛吹市に10月オープンした「山梨県立博物館」が、子どもからおと
なまで幅広い層から人気を集めています。山梨の風土と歴史をわかり
やすくご紹介し、五感を使って体感できる体験型展示「歴史の体験工
房」や、屋外エリアの畑で耕作にも参加できる屋外体験学習など楽
しいプログラムが盛りだくさん。見ごたえあるメイン展示も必見 !!
問●山梨県立博物館 055-261-2631

遊びながら歴史と文化を学ぶ体験型博物館

かいじあむ「山梨県立博物館」で山梨通に！

02
毎年多くの話題を集めるNHKの大河ドラマ。2007年は山梨が舞台です。戦国時代
の乱世、最強軍団といわれた甲州武田軍。その軍旗は「風林火山」。夢に向かって
生き抜いた人々、夢なかばにして破れ散っていった人々――。それぞれが夢に賭け
る覚悟や無念をダイナミックに描きます。

2007年のNHK大河ドラマは「風林火山」に決定！

ヒーローは武田軍が誇る軍師・山本勘助

フルーツ王国山梨だからこそ、年
末・新春から5月まで半年近くもの
長期間楽しめるいちご狩り。今年も
おいしく実っています。種類が豊富
で、しかも市町村それぞれに栽培法
を工夫しているので、地域ごとにそ

［主な問い合わせ先］

JA甲府市（小曲町観光いちご組合）055-243-9609
塩山フルーツ村（甲州市） 0553-33-3395
高設養液いちご生産組合（甲州市） 0553-33-8889
いちごランド（山梨市） 0553-23-5155
山梨市観光課（山梨市） 0553-39-2121
カムイ御坂スキー場（笛吹市） 055-264-2614問

問

問

問

問

問

の味も個性的。好きなだけ食べて、しかも
おみやげ付き。ご予約はお早めに、とろけ
るような甘さを何度でもお楽しみください。

いちご狩り情報
今、旬！

FEBRUARY

柳町大神宮節分祭［甲府市］
甲府市観光開発課 055-237-5702

横近習大神宮節分祭［甲府市］
甲府市観光開発課 055-237-5702

雲岸寺豆まき［韮崎市］
雲岸寺 0551-22-0387

牛倉神社節分会［上野原市］
上野原市経済課0554-62-3119

昌福寺節分会［増穂町］
昌福寺0556-22-0218

身延山節分会［身延町］
身延山久遠寺0556-62-1011問

問

問

問

問

問

ハウス桃園花見会（笛吹市）

鰍沢ゆずワイン


