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川俣川渓谷 吐竜の滝

●中央自動車道長坂ICから
【清里聖アンデレ教会】
まで車約30分、
【 吐竜の滝駐車
場】
まで車約30分
●JR小海線清里駅から吐竜の滝駐車場バス停まで期間限定で清里ピクニックバスあり
●北杜市観光・商工課 0551-42-1351
●北杜市観光協会 0551-42-1414

三分一湧水

尾白川渓谷

甲斐小泉の林を流れる日本名水百選の
「三分一湧
水」
は、
その昔、
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、今は気持ちのいい
湧水公園になっています。
「湧水館」
では名水で打っ
たお蕎麦や農産物の直売、
展示等も楽しめます。
●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 0551-42-1414

●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 0551-42-1414

Minami-Alps city

八千代の滝

「県民の森」
にある
「平成峡遊歩道」
からは、
「八千代の滝」
をはじめ、
４つの滝を
眺めることができます。
●中部横断自動車道南アルプスICから
【県民の森】
まで車約30分
●JR甲府駅から
【小笠原橋バス停】又は
【下仲町バス停】
までバス約40分、
【県
民の森】
までタクシー約20分

夜叉神峠

南アルプスの前衛山にあたる
「夜叉神峠」は、富士山に継ぐ
第２の高峰•北岳を含む
「白峰
三山」の絶景を展望できる山
として有名です。標高1,770m
の展望地まではミズナラやカ
ラマツ林のなかを気持ちよく
森林浴をしながら1時間ほど。
3,000m級の山々の連なりが
望め、息をのむような感動で
す。
●中央自動車道甲府昭和ICから
【夜叉神峠登山口】
まで車約60分、又は中部横断自動車道白根IC
から車約50分
●JR甲府駅から
【夜叉神峠登山口バス停】
までバス約80分

広河原

南アルプスの登山基地にあたり、北岳を望む白鳳渓谷のなかにありま
す。目の前の
「野呂川」
には貴重なヤマトイワナが生息し、時に野生動物
が顔を出すなど、南アルプスに抱かれた豊かな自然に触れ合えます。
●中部横断自動車道白根ICから
【芦安市営駐車場バス停】
まで車約40分、芦安市営駐
車場から
【広河原バス停】
までバス約1時間
●JR甲府駅から
【広河原バス停】
までバス約2時間10分
●南アルプス市観光課 055-282-6294
●南アルプス市観光協会 055-284-4204

富士川町
Fujikawa town

大柳川渓谷

富士川町•十谷集落の谷深く、吊り橋の景観で知られる
「大柳川渓谷」
が流れます。遠く喧噪をはなれ、
聴こえるの
は鳥のさえずり、
清冽な水音、
谷わたる風のさやぎ。 遊歩
道からは大小10本の吊り橋と8つの滝を巡ることができ、
渓谷沿いに湧く秘湯
「十谷温泉」
も野趣あふれます。

おすすめスポット

南アルプス市

笛吹市

を求めてやまなし

名峰•八ヶ岳が生み出している最も美しい渓谷として知られる
「川
俣川東沢渓谷」
。遊歩道からは大小の美しい滝、
獅子岩•天狗岩•黄
金の砦など奇岩の数々、
ブナの天然林など、
夏でも瑞々しさあふ
れる八ヶ岳の自然を堪能できます。なかでも渓谷の源流域でダイ
ナミックな水音を立てるのは
「吐竜の滝」
。落差10m、
幅15m。鮮
やかに苔むした岩肌を幾筋もの美しい絹糸がつたい、
周囲は神秘
的な大自然のエネルギーに包まれています。

日本名水百選に名を連ねる
「尾白川」
は、南アルプ
ス北端の名峰
「甲斐駒ケ岳」からあふれ出て、名水
の里
「白州」
へと流れ下る、水色の美しさを誇る渓
谷です。神蛇滝、百合ヶ淵、千ヶ淵、名物の吊り橋な
ど見どころも豊富。
トレッキング、渓流釣り、キャン
プ、水遊び等のメッカになっています。

涼

Hokuto city

水辺 と山

北杜市

甲府市
Kofu city

●中央自動車道甲府昭和ICから車約30分
●JR甲府駅から
【天神森バス停】
までバス約30分
●昇仙峡観光協会 055-287-2158
●甲府市観光課 055-237-5702
●甲府市観光協会 055-226-6550

道志村
Doshi village

水源の森

北丹沢山塊と道志山脈の山嶺に囲まれた渓谷の村。真ん中を清流
「道志川」
がつらぬき、
谷深
い山あいを葉脈のように幾つもの沢が注ぎこむ渓谷美で知られます。
この渓谷を中心に、
美
しい滝や吊り橋、
源頼朝伝説の的様、
川遊びや渓流釣りなどが楽しめ、
観光化されていない大
自然が魅力。キャンプ場、
民宿、
天然温泉、
クレソンが名物の道の駅など、
森と清流を満喫でき
るスポットも充実しています。

●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バス約40分
●道志村観光協会 0554-52-1414

雄滝・雌滝
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●JR石和温泉駅からタクシー約50分
●中央自動車道一宮御坂ICから車約50分
●笛吹市役所芦川支所 055-298-2111

沢妻亭

芦川の渓谷沿いに
ある沢妻亭は、手打
ちそばをはじめ、芦
川 特 産 のさしみこ
んにゃく、ヤマメの
塩焼きなど山里の
魅 力 が 楽しめるお
食事処です。
（火曜定休）
055-298-2603

山梨市

Yamanashi city

西沢渓谷

秩父多摩甲斐国立公園の大自然のなか圧倒的な渓谷美を誇る
「西沢渓
谷」
。1周約4時間の遊歩道から大自然の至宝のような渓谷をたっぷり堪
能することができます。
コースは神秘的な滝や淵の連続。日本の滝100選
の
「七ツ釜五段の滝」
や
「トロッコ軌道跡」
、初夏の新緑、
シャクナゲの群落
など見どころが充実しています。また県内初の
「森林セラピー基地」
として
充実のセラピーガイドツアーも企画されています。
●中央自動車道勝沼ICから車約60分
●JR山梨市駅から
【西沢渓谷入口バス停】
までバス約60分
●山梨市観光課 0553-22-1111

竜門峡

武田家終焉の地
「甲斐大和」
から、ゆかり
の
「景徳院」
を過ぎ間もなく
「竜門峡」
入口
です。ほとばしる水 の 流 れに沿って約
2.4kmの遊歩道が整備され、 ちょっとし
たトレッキングにはもってこいのコース。
渓谷に横たわる巨岩、
谷に架かるスリリン
グな丸太橋、
「落合三つの滝」
など、
深山幽
谷の雰囲気を味わいつつ、
マイナスイオ
ンをたっぷり浴びることができます。

富士五湖

大菩薩嶺

深田久弥の『日本百名山』、中里介山の『大菩薩峠』など
名作の舞台にもなった標高2,000mの頂きは、初夏から
夏にかけ緑まぶしい草原に高山植物の花々がほころび、
尾根づたいに爽快なトレッキングを楽しめます。見下ろせ
ば緑の山々の大海原、
雲の下には霞むような下界の町並
み。その眺めは雄大の一言。山頂付近まで車で乗りいれ
できアクセス条件も便利になっています。

●中央自動車道勝沼ICから車約15分
●JR甲斐大和駅からバス約15分
●甲州市観光協会事務局
（甲州市観光交流課内）
0553-32-2111
（代）

●中央自動車道勝沼ICから車約40分
●JR塩山駅から
【登山口バス停】
までバス約25分
●甲州市観光協会事務局
（甲州市観光交流課内）
0553-32-2111
（代）

富士を巡る旅

忍野八海

日本名水百選の「忍野八海」
は、富士山の雪解け水が20年
Fujigoko
以上の歳月をかけて濾過され、
湧き出している8つの美しい湧
水群です。吸い込まれそうに深
く神秘的な水色、
鮮やかな水草の揺れる透明な輝き、
その清らかな水で打つ
「忍野そば」
もオススメ。

北口本宮冨士浅間神社

歴史ある富士山信仰の吉田口登山道
の起点に鎮座し、富士山に由緒をもつ
社のなかでも代表格。富士山を背にし
た広大な諏訪の森に伸びる荘厳な参
富士登山
道、大鳥居、国の重要文化財である三棟
吉田口ルートの良いところは5合目から頂上にか の本殿、拝殿脇のご神木など、富士山信
け16軒の山小屋が充実していること。たとえば、 仰の拠点です。
日照の厳しい時間を避けた午後遅めから登りは
●中央自動車道河口湖ICから車約10分
じめ、
夕暮れ前に山小屋到着。名物の影富士や富
●富士急行線富士山駅から徒歩約20分
士山からの夜景、
星空を堪能しつつ、
たっぷり休
●ふじよしだ観光振興サービス
んで、早朝ご来光を見てから、
じっくり山頂を目
☎0555-21-1000
指すというコース。
無理せず、
ゆっくり、
これが、
高山病などの危険対
策から考えても富士登山のベストスタイル。

富士山の世界文化遺産を目指して

●忍野村／●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【忍野八海入口バス
停】
までバス約20分
●忍野村観光協会 0555-84-4222

風穴・氷穴

夏でもひんやり。富士山の神秘的な
地下世界を探検できるのが、
富士山
噴火が生み出した溶岩洞窟群です。
なかでも国の天然記念物に指定され
る
「富岳風穴」
「鳴沢氷穴」
は最大規模
を誇り、
洞内は溶岩と氷に覆われ、
真
夏でも気温3℃という震えるような涼
しさ、
名物の氷柱も見られます。

道の駅どうし

新道峠

日本一の富士山の眺めと評され、
撮影スポットとして人気です。眼下の河
口湖ごしに裾野まであらわにした富士山の姿が眺望でき圧巻。早朝には
雲海に浮かぶ富士。夜には麓の夜景に浮かびあがる幻想的な富士山な
ど、
季節や時間帯で移りゆく素晴らしい霊峰の姿に出逢えます。

Koshu city

北杜市 尾白川渓谷 神蛇滝

昇仙峡・仙娥滝

標高1,793mの黒岳に源を発する美しい
「芦川渓谷」
は、
手つかずの
自然と天然のイワナやヤマメ釣りができる渓流としても人気です。名
勝・奇勝も多く、
清流と山々のコントラストが鮮やか。渓谷沿いの景観
に見飽きることはありません。笛吹市芦川町から甲府市、
市川三郷町
へと3市町をまたぐ延長25kmの渓谷景観は刻々と表情が変化し、
渓
谷沿いの県道をドライブするのもおすすめ。また笛吹市芦川町は
「に
ほんすずらん」
の群生が見られる里としても知られています。

甲州市

●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
【十谷観光駐車場バス停】
までバス
2本乗り継ぎ約40分
●富士川町役場商工観光課
0556-22-7202

独特の渓谷美で国の特別名勝に指定され、
日本一とも評される
「昇仙峡」
。甲府市街地からわずか
30分、
そこからは瞬く間、
夏でも深山幽谷の世界。急流に削り取られた花崗岩の断崖がそびえた
ち、
主峰
「覚円峰」
の迫力の姿が夏のまぶしい緑に彩られ訪れる人を出迎えます。奇岩の連なる渓
谷の再奥部で水飛沫をあげる
「仙娥滝」
周辺は、夏でも冷気が満ちるほど。名物のトテ馬車や、
ロープウェイ、
影絵の森美術館なども楽しめます。

Fuefuki city

芦川渓谷

●富士河口湖町西湖／鳴沢村
●中央自動車道河口湖ICから車約15分
●富士急行線河口湖駅からレトロバス約25分
●富岳風穴 0555-85-2300／●鳴沢氷穴 0555-85-2301

御師 旧外川家住宅

富士山の御師をしていた
外川家を修復保存した学
習施設。御師の実態や富
士信仰を総合的に学ぶこ
とができます。

●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 ●火曜日休館
（祝日
の場合はその翌日） ●9:30〜17:00
（入館は16:30まで）
☎0555-22-1101
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May

1 〜11/14

【富士河口湖町】

富士山ご来光号バスツアー

日本一の山である
「富士山」
の入り口である五合目にて、
地平線から上がっ
てくる日の出、
ご来光を見ていただき、
大自然の感動を味わっていただく企
画。ご来光見学に来ていただいた方には湯茶と甘酒、
コーヒーの提供と、
遙
拝証明書の発行をサービスとして行っております。
:富士山五合目 ;河口湖温泉旅館組合加盟店宿泊施設からご来光号
バスにて送迎 <河口湖温泉旅館組合事務局 10555-72-0346
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1 〜3

【笛吹市】

June
すずらんの里祭り

祭り期間中には、
すずらん群生地大駐車場に特設テント村を開設して、
特産
品の販売等を行います。また、
「田舎体験おてんぐさん」
（055-298-2833）
では、
そば・ほうとう打ち体験が出来ます。
（前日までに要予約）
:特設テント村：すずらん群生地大駐車場／そば・ほうとう打ち体験：
「田
舎体験おてんぐさん」 ; JR中央本線石和温泉駅からバスで上芦川バ
ス停下車。上芦川バス停から、祭り期間中のみの無料送迎バスで約２０
分 ; 中央自動車道一宮御坂ICから車約40分 < すずらんの里祭り
実行委員会
（笛吹市役所芦川支所内） 1055-298-2111

8 〜10

【山梨市】

第１７回万葉うたまつりとホタル鑑賞会

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

9 〜17

【甲斐市】

桑の実摘み体験

若い方には新鮮な、中高年の方には懐かしい味が楽しめる桑の実摘み体
験。時間制限なしの食べ放題で、摘み取った桑の実1パック
（約200ｇ）
の持
ち帰りもOK。
:桑の実摘み園
（甲斐市大垈2128） ;東京方面：中央自動車双葉サー
ビスエリアスマートICから車約7分 東京方面：中央自動車甲府昭和ICか
ら車約20分 長野方面：中央自動車道韮崎ICから車約20分 ;JR中央
本線塩崎駅からタクシー約5分 <甲斐市商工会 1055-276-2385

9

【身延町】

一色ホタルまつり

ホタル飛び交う６月のはじめに、
ホタルの里一色において行われるイベン
ト。会場にて歌謡ショーなどの催しものや、
出店などでイベントを盛り上げ、
ホタル鑑賞のはじまりを告げる。
:一色地内 一色公民館 ;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10分
<ホタルまつり実行委員会 10556-62-1116

9

【中央市】

スイートコーン収穫祭'12

午前９時より、
甘みタップリ
「ゴールドラッシュ」
のスイートコーンのもぎとり
体験
（有料、
お持ち帰り）
やスイートコーン無料試食・朝採りスイートコーン
の販売など売り切れ次第終了となります。
:道の駅
「とよとみ」 ;中央自動車道昭和ICから車約15分 ;ＪＲ身延
「とよとみ」 1055-269-3424
線東花輪駅から徒歩約30分 <道の駅

10

【甲府市】

風土記の丘もろこしフェア

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

10

【北杜市】

第６５回清里高原つつじ祭り

初夏の清里高原・美し森につつじが咲き、赤く染まります。つつじの植栽
やバーベキューも行われ、多くの方で賑わいます。
:美し森駐車場 ;中央自動車道長坂ICから車約30分
;ＪＲ小海線清里駅からタクシー約5分
<北杜市役所高根総合支所地域振興課振興担当 10551-42-1443

10

【北杜市】

第６回つつじ祭り清里ウォーク

新緑の清里高原を歩いてみませんか。健脚コース15㎞、
ファミリーコース
10kmを設定し、
多くの方々のチャレンジをお待ちしております。
: 清里丘の公園 ; 中央自動車道長坂ICから車約25分 ;ＪＲ小海線
清里駅からタクシー約5分 <株式会社 清里丘の公園 10551-48-4811

15 〜17

【身延町】

身延山開闢会・御入山行列

開闢会：宗祖開闢会大法要が３日間、
大本堂において行われます。御入山行
列：日蓮聖人が身延山に入られたことを記念して行われる年中行事。騎馬武
者、
奴、
稚児、
学僧などが古式ゆかしく門前町を練り歩き、
行列終了後、
御草
庵跡において大法要が執り行われる。
:身延山久遠寺 ;中部横断道増穂ICから車約40分、東名高速道路新
東名清水ICから車約50分 ;ＪＲ身延線 身延駅からタクシー約10分
<身延山久遠寺 10556-62-1011

6月上旬〜下旬

【甲斐市】

さくらんぼ狩り

「低樹高栽培」
という独自の育成方法により、
すべての実の日当たりが良く
なり、
甘くて美味しいさくらんぼが育ちます。※要予約
:ＪＡ梨北双葉支店
（甲斐市岩森211） ; 東京方面：中央自動車道双葉
サービスエリアスマートICから車約10分 東京方面：中央自動車道甲府昭
和ICから車約15分 長野方面：中央自動車道韮崎ICから車約5分 ; JR
中央本線塩崎駅からタクシー約5分 <JA梨北 10551-28-6111

6月上旬〜10月上旬

【富士河口湖町】

花のナイアガラ＆花街道と花小富士

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

16

【市川三郷町】

甘々娘収穫祭

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

22 〜7/1

【南部町】

第１2回南部あじさいまつり

山梨県の花の名所に指定されている
「うつぶな公園」
では、
あじさいボラン
ティアの方々が育てている90種約3万株のアジサイが咲き誇ります。期間
中はアジサイの直売をはじめ、模擬店の出店などがあります。
（予定）
入園
料３００円
（中学生以下無料）
:うつぶな公園 ;中央自動車道甲府南ＩＣから国道５２号南下して南部
方面へ ; JR身延線内船駅から徒歩約15分 < あじさいまつり実行
委員会
（南部町役場産業振興課内） 10556-64-3111

22 〜7/16

【富士河口湖町】

河口湖ハーブフェスティバル

メイン会場(八木崎公園）
では、
ラベンダー鑑賞
（ハーブガーデンライトアッ
プは日没〜22時）
やステージイベント
（土・日のみ開催、大道芸を予定。）
、
ビンゴ大会
（6/23〜7/16の午前１１時３０分〜）
を開催いたします。
: 河口湖畔八木崎公園
（メイン会場）
、大石公園
（サブ会場） ; 中央自
動車道河口湖ICから車約10分 ;富士急行線河口湖駅からレトロバス
八木崎公園下車 <富士河口湖町観光課 10555-72-3168

23

【韮崎市】

1 〜7

小田川ホタルまつり

環境省
「ふるさといきものの里１００選」
に選定された小田川地区の柳原神
社で行なうお祭り。ホタルの鑑賞のほか、
ホタル籠作り、
農産物販売もあり
ます。
（道の駅にらさき、
イエローハット韮崎店からは無料シャトルバス有り。
駐車場無料。）
:柳原神社境内前広場 ;中央自動車道韮崎ICから車約10分 ;JR中
央本線穴山駅からタクシー約15分 <小田川ホタルまつり実行委員会
10551-25-5619
（篠原）
、0551-25-5308
（水上）

24

【山梨市】

乙女湖・高原つつじ祭り

乙女湖は美しい山並みやダムならではの景観。近くの乙女高原では、
一面
に咲き誇るレンゲツツジを鑑賞しながら散策が出来ます。
:琴川ダム乙女湖湖岸広場 ;中央自動車道勝沼ICから車約60分
;ＪＲ中央本線山梨市駅からタクシー約50分
<山梨市役所観光課 10553-22-1111

24

【都留市】

ヤマメ＆イワナのつかみ取り

都留市の自然体験施設
「宝の山ふれあいの里」
を流れる川をせき止め作っ
た池で、
ヤマメ＆イワナのつかみ取り体験を行います。つかまえた魚は自分
でさばいて塩焼きにして食べます。
（定員２５名、
1人/1,000円、
要申込）
:宝の山ふれあいの里 ;中央自動車道都留ICから車約10分
;富士急行線都留市駅からタクシー約15分
<宝の山ふれあいの里管理棟 10554-45-6222

6月下旬〜7月中旬

【大月市】

第１１回名勝猿橋あじさい祭り

猿橋から猿橋公園までの遊歩道沿いに約3,000株のあじさいが6月下旬か
らいろとりどりにに咲きはじめます。公園内では期間中、
家族みんなで楽し
めるイベントの開催を予定しています。
:猿橋〜猿橋近隣公園 ;中央自動車道大月ICから東京方面車約15分
;JR中央本線猿橋駅から徒歩約15分
<大月市観光協会 10554-22-2942

30

【南アルプス市】

南アルプス開山祭

南アルプスの開山期に広河原モニュメント前の広場で、
先駆者の偉業に感
謝し、
入山者の安全登山、
山岳観光の活性化を祈念して行われます。百年前
のいでたちの案内人による
「蔓払い」
がとり行われます。勇壮な夜叉神太鼓
の中、
振り下ろされる斧が束ねた蔓を切り開きます。従者により払われた蔓
の門を参加者や登山者が通り抜けて安全登山を願う祭りです。
:南アルプス市広河原 ;中部横断道白根ICから車約30分、芦安市営
駐車場〜広河原行きバスで約１時間
<南アルプス市役所観光商工課 1055-282-6294

30 〜7/1

【富士吉田市】

富士山開山前夜祭・開山祭

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」
。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20分
<(財)ふじよしだ観光振興サービス 10551-21-1000

7

1

July

【都留市】

第６３回
「甲府夏祭り」

【甲府市】

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

7/3 〜8/31

【山中湖村】

花の都

夏の陣

涼しい夏を迎えるこの時期、
30万本のひまわりや100万本の百日草などが
時期ごとに楽しめます。その他、
七夕など記念日には特別なイベントも催さ
れる予定。山中湖の夏を満喫できます。
:花の都公園 ;東富士五湖道路山中湖ICから車約2分
; 富士急行線富士山駅から周遊バスふじっ湖号にて29分、花の都バス
停下車 <花の都公園 10555-62-5587

7月中旬

双葉農の駅 初夏の感謝デー

【甲斐市】

新鮮で、
おいしくて、
安い野菜や果物などの販売のほか、
収穫体験や無料配
布コーナーなどの催しも行われます。
:双葉農の駅 ;東京方面：中央自動車道双葉サービスエリアスマートIC
から車約10分 東京方面：中央自動車道韮崎ICから車約10分 ;JR中央
本線塩崎駅からタクシー約5分 <双葉農の駅 10551-20-0035

14

【甲府市】

全国金魚すくい選手権大会甲府予選会

毎年、
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。
:甲府中央商店街銀座通り ;JR甲府駅から徒歩約10分
;中央自動車道甲府南ICから車約20分
<甲府市役所観光課 1055-237-5702

7月中旬〜8月上旬

【富士河口湖町】

天上山ハイキングコースあじさい見学

天上山に咲き誇る１０万本の紫陽花をハイキングしながら観賞すること
が出来ます。足腰に自信のないお客様でも、ロープウェイにて楽しんで
いただくことが出来ます。
（所要時間：約70分、ロープウェイを利用した
場合は約50分）
:河口湖天上山あじさい公園 ;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徒歩約15分
<天上山公園カチカチ山ロープウェイ 10555-72-0363

7月中旬〜8月末

【小菅村】

源流体験教室

【笛吹市】

水･木･土･日曜 7/20・8/19は曜日関係なく開催

笛吹川石和鵜飼

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。1日2名を限定として
「鵜匠体験」
（有料・年齢制限等有
り）
にご参加頂けます。
: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
<笛吹市役所観光商工課 1055-262-4111

21 〜8/19

都留市の自然体験施設内にある泥たんぼで思いっきり遊びまくるイベント
です。泥んこになったあとは、
三ツ峠から流れる清流で川あそびをし、
ドラム
缶風呂でほっこりくつろぎます。
（定員３０名、
１人/1,000円、
要申込）
:宝の山ふれあいの里 ;中央自動車道 都留ICから車約10分
;富士急行線都留市駅からタクシー約15分
<宝の山ふれあいの里管理棟 10554-45-6222

富士スバルランドドギーパーク
「わんぱく祭り」

恒例のかぶと虫狩りやディスクドッグショーを開催。8/12〜14は子供たち
に人気のキャラクターショーを開催致します。
:富士スバルランドドギーパーク ;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駅前より送迎バス約15分
<富士スバルランドドギーパーク 10555-72-2239

甲府夏祭り 7/1 〜7

22 〜8/26

【北杜市】

北杜市明野サンフラワーフェス2012

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
でも鑑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ICから車約15分、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
1明野総合支所地域振興課 0551-42-1423

28

【南アルプス市】

南アルプスフェスティバル（仮称）

おいしい南アルプス市のフルーツ。桃やすももが最盛期を迎える時期に
開催します。長野や静岡からの特産品の販売や夜ならではの催し物も検
討中です。他にも、
Ｂ級グルメの浪江焼きそばや伊那ローメンズクラブ
も参加予定です。
:櫛形総合公園 ;中部横断道南アルプスICから車約10分
<南アルプス市役所観光商工課 1055-282-6294

30 ・31

【韮崎市】

若宮八幡宮例祭・みこしまつりinにらさき

３０日には、神輿や和太鼓の演奏、神楽が奉納されます。若宮八幡宮では
「茅の輪くぐり」
の伝統行事を開催。
:若宮八幡宮〜韮崎駅前通り ;中央自動車道韮崎ICから車約10分
;JR中央本線韮崎駅から徒歩約10分 <例祭：若宮八幡宮
10551-22-1727 <みこしまつり：韮崎市商工会 10551-22-2204

8

August

【山中湖村】

ヒオウギの里祭り

希少な植物
「ヒオウギ」
と高指山の自然を専属のインストラクターと共に
観察するツアーです。
:山中湖交流プラザきらら ;東富士五湖道路山中湖ICから車約15分
; 富士急行線富士山駅から周遊バスふじっ湖号にて56分、山中湖交流
プラザバス停下車 <NPO法人富士山自然学校
10555-20-3111

4

【小菅村】

三ヶ村

箭弓神社祭典

三頭立ての獅子舞が奉納される、川池・田元地区の祭典。
昼間：宮巡り 夜：祭典
:箭弓神社
（川池地区）
及び周辺 ;圏央道青梅ICから車約７０分、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 <小菅村役場源流振興課 10428-87-0111

4

【北杜市】

【富士河口湖町】

泥たんぼ祭り

2012ふじかわ夏まつりＲ５２

サマー大バーゲンセール、
ワールド・スィーツ・サミット、昭和のあそびと落
書きコーナー等各種イベント、
ステージイベントも開催いたします。
:青柳町地内国道52号 ;中部横断道増穂ICから車約5分
;JR身延線鰍沢口駅・市川大門駅からタクシー約5分
<富士川町商工会 10556-22-0870

3 〜15

多摩川源流部をライフジャケットを着用して探検する本格的体験ツアーで
す。ツアーにはガイドが同行し、説明しながら源流部を登っていきます。
所要時間：4時間程度
;圏央道青梅ICから車約７０分、中央自動車道上野原ICから車約４５分
;JR青梅線奥多摩から西東京バス
「小菅行き」
約５０分
<NPO法人多摩源流こすげ 10428-87-7055
（要予約）

20 〜8/19

28

【富士川町】

花の都

第３４回八ヶ岳ホースショーinこぶちさわ

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ｉ
ｎこぶちさわ実行委員会事務局
10551-42-1491

8

【忍野村】

第35回忍野八海祭り

忍野八海にちなんで、毎年8月8日に開かれる八海祭り。高座山山腹で
の
「八文字焼き」
、花火大会、その他朝から様々な催しがあり、
１日を通し
て楽しめます。
:忍野中学校グラウンド ;中央自動車道河口湖ICから車約25分
;富士急行線富士山駅から内野方面行きバス約25分
<忍野村役場地域振興課 10555-84-7794
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【小菅村】

橋立地区

八幡神社祭典

獅子舞と神楽が奉納される、橋立地区の祭典。
昼間：宮巡り 夜：祭典
:八幡神社
（橋立地区）
及び周辺 ;圏央道青梅ICから車約７０分、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 <小菅村役場源流振興課 10428-87-0111

12

【甲府市】

夏のフルーツ祭り
（予定）

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

12

【北杜市】

北杜市大泉ふるさと祭り

北杜市大泉地域のお祭り。大泉そば、高原フレッシュサラダの無料提供、
じゃんけん大会、抽選会、魚のつかみ取りなど盛りだくさんのイベントを
用意する予定です。
:大泉スポーツ広場
（泉小学校グランド）
;中央自動車道長坂ICから車約10分
;JR中央本線長坂駅からタクシー約10分
<北杜市大泉ふるさと祭り実行委員会 10551-42-1461

14

【中央市】

中央市与一公まつり'12

中央市の夏祭りである、与一公まつりを開催します。夏の風物詩の盆踊り
大会や、
まつりの華である花火３０００発の打ち上げを予定しております。
: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

8月中旬〜9月上旬

【韮崎市】

円野町かかし祭り

毎年世相を反映したユニークなかかしを
「かかしの里」
の田園地帯に展
示。展示されているかかしは全て応募された作品で、期間中、表彰式も
行われます。
:つぶら野会館 ;中央自動車道須玉ICから車約15分
;JR中央本線穴山駅からタクシー約15分
<円野町かかし祭り実行委員会 10551-27-2223

19

【山梨市】

第７回笛吹川源流まつり
（予定）

甲武信ケ岳を分水嶺とする
「笛吹川、荒川、千曲川」
の上流域にある
「山
梨市、秩父市、川上村」
の交流として開催。郷土芸能、
じょいそーらんなど
盛りだくさん。
:道の駅みとみ特設会場 ;中央自動車道勝沼ICから車約50分
;ＪＲ中央本線山梨市駅から市営バス約60分
<山梨市役所観光課 10553-22-1111

9

1

【小菅村】

September
小永田地区

熊野神社祭典

小菅村無形文化財になっている神代神楽が奉納される、小永田地区の祭
典。 昼間：宮巡り 夜：祭典
:熊野神社
（小永田地区）
及び周辺
;圏央道青梅ICから車約７０分、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
<小菅村役場源流振興課 10428-87-0111

夏の陣 7/3 〜8/31

河口湖ハーブフェスティバル 6/22 〜7/16
一色ホタルま1つり 6/9

名勝猿橋あじさい祭り 6月下旬〜7月中旬

すずらんの里祭り 6/1 〜3

小田川ホタルまつり 6/23

三ヶ村
全国金魚すくい選手権大会甲府予選会 7/14

身延山開闢会・御入山行列 6/15 〜17

桑の実摘み体験 6/9 〜17

3

風土記の丘もろこしフェア 6/10

箭弓神社祭典 8/4

源流体験教室 7月中旬〜8月末

甘々娘収穫祭 6/16

南部あじさいまつり 6/22 〜7/1

南アルプス開山祭 6/30

富士山開山前夜祭・開山祭 6/30 〜7/1

笛吹川石和鵜飼 7/20 〜8/19

ヒオウギの里祭り 8/3 〜15

夏のフルーツ祭り 8/12

4
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青木ヶ原樹海ネイチャーガイドツアー

富士川下り
江戸時代の初期から昭和のはじめまで300年以上も続いた富士川の舟
運が、
「 富士川下り」
として復活しました。目の前に広がる情緒あふれる
四季の魅力を、大型の和船でお楽しみいただけます。

●平日：大人2,200円、
こども1,000円
土日祝祭日：大人2,500円、
こども1,250円
●富士川舟運株式会社 0556-27-0194

レイクスポーツ体験［富士河口湖町］

富士山の溶岩流上に形成された貴重な原生的な自然の残る青木ヶ原樹海で
のエコツアー。富士河口湖町が認定したネイチャーガイドの解説を聞きながら、
日本唯一最大の溶岩流上原生林の中で、
さまざまな溶岩洞穴群や多様な動
植物と出会えます。
●事前予約不要な
「定期ガイドツアー」
（コウモリ穴周辺の周回１時間コー
ス）
と2日前までの予約が必要な
「予約ガイドツアー」
（1〜4時間程度）
の2
種類のツアー
●両ツアーとも、1人につき1時間500円
（コウモリ穴入洞料等は別途必要）
2名〜最大10名 ●通年
●西湖コウモリ穴 0555-82-3111

河口湖・西湖で、
カナディアンカヌーやシーカヤック、
バナナボート
などを体験することができます。インストラクターの指導のもと、湖
上ならではの素晴らしい富士山麓の景色を楽しむことができます。
●西湖レイクサイドキャンプ場 090-3314-4883
●紅葉台キャンプ場 0555-82-2250
●カントリーレイクシステムズ 0555-20-4052
●河口湖レイクサイドコテージ 0555-20-4511
●奥河口湖いなかむら
（代表／長浜旅館） 0555-82-2128

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

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

７月１４日
（土）
０時〜７月１６日
（月）
２４時までと８月４日
（土）
０時〜８月１５日
（水）
２４時までの２回に分けての実
施。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 0555-72-1311
○駐車場についての問い合わせ先
山梨県観光部観光資源課 055-223-1521 または
県立富士北麓駐車場内観光案内所 0555-72-9900

松本IC

東京方面から

高井戸IC

愛知方面から

名古屋IC

甲府昭和IC

中央自動車道

甲府昭和IC

約3時間
国道52号線

中部横断自動車道・
中央自動車道

増穂IC

約1時間30分
国道138号線

須走IC

約30分

甲府昭和IC

約20分
東富士五湖道路・
中央自動車道
（大月JCT経由）
約1時間

甲府昭和IC

JR中央本線・東海道新幹線・身延線でのアクセス
新

宿

駅

松

本

駅

約1時間30分
JR中央本線
（特急）
約1時間10分
JR東海道新幹線
約1時間

JR身延線（特急）

静岡駅

約2時間10分

甲 府

駅

甲 府

駅

甲 府

駅

群馬県

SoftBank、docomo、auのAndroid携帯電話とiPhone/iPadで利用できます。

JR

長野県

動
自
央

小淵沢

小

海線

山梨県

車
道

ビタミンレターキャンペーン

埼玉県

中

■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）

3

JR中央本線
（特急）

名古屋駅

見る・遊ぶ・食べる・体験・宿泊・入浴・お土産等の バス情報と連動！
スポット及びイベント情報

甲府昭和IC

河口湖

大月

富士急行線

富士山

路
五湖道
東富士

2012年6月1日 〜8月31日

東京都

圏央道
JR中央本線

甲府

中部横断
自動車道 増穂IC 中央自動車道
ＪＲ身延線

受付応募期間

甲府昭和IC

約60分

中央自動車道

御殿場市方面

富士の国やまなし観光ネットと連携し情報を提供

県立富士北麓駐車場で６月からレンタサイクルがスタートします。
世界遺産の構成資産や名物吉田のうどん店を、
自転車で巡りましょう
！
・自転車は電動自転車です
・駐車料金は無料です
（マイカー規制期間は有料）
・駐車場に観光案内所もあります
●料金：有料
●お問い合わせ
山梨県観光振興課 055-223-1557
観光案内所 0555-72-9900

中央自動車道

約1時間30分

静岡市方面

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。

レンタサイクル［富士吉田市］

甲府昭和IC

約60分

岡谷JCT

約15分

静岡方面から

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！

特殊な素材で作られた大型ゴムボートに乗り、乗客みんな
で力を合わせて日本三大急流のひとつ富士川をくだりま
す。動力は基本的に「人力」
ですが、特別な体力は必要な
く、
どなたでも気軽に楽しむことができます。穏やかな流れと
激流ポイントが交互に訪れる富士川で、爽快なスリルを味
わってください。
●料金：要問い合わせ ●4月〜10月頃
●富士川倶楽部
（ＮＰＯみのぶ観光センター内）
0556-42-2770

中央自動車道

八王子JCT

約30分
長野自動車道

長野方面から

2
町歩きふらっと案内

ラフティング体験［身延町］

圏央道

埼玉方面から 圏央鶴ヶ島IC

身延

静岡県

神奈川県

検索

ビタミンやまなし

夏の特 別 展 ・ 企 画 展

富士山を世界文化遺産に

I N F O R M A T I O N 好奇心を刺激する展示で山梨の夏を楽しんで！
笛吹市／
山梨県立博物館

やまなしの夏の夜を彩る花火大会&火祭り

8/2

【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

神明の花火大会

石和温泉花火大会

吉田の火祭り

7/7

【富士河口湖町】

富士河口湖山開きまつり花火大会

富士山の山開きと富士北麓の夏を告げる花火大会。湖畔から打ち上
げられる花火によって、富士の山開きが幻想的に彩らます。
（20：00〜
20：30花火打ち上げ）
:河口湖畔船津浜 ;中央自動車道河口湖ICから車約5分 ;富士急
行線河口湖駅から徒歩約10分 <河口湖観光協会 10555-72-2460

7/20 〜8/20

【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

7/28

【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

8/1

【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

5

8/3

【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

8/4

【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

【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 ・5

【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

8/7

【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

8/15

【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

7/14 〜
9/3

絶滅したはずの秋田のクニマスが、遠く離れた山梨・
西湖で生存していた！この展覧会では、最新の研究
成果によりクニマスの謎に迫るとともに、山梨の
人々と魚たちの関係史を探ります。
また、山梨の食
文化を支える海産物を育む相模湾や駿河湾の魚類
の生態など、子どもたちとともに学びたい海の環境
についても紹介します。
▶山梨県立博物館企画展示室
■JR石和温泉駅からバスで約10分
◆中央自動車道一宮・御坂ICから車で約8分
●山梨県立博物館 ☎055-261-2631

8/21

【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

8/26 ・27

【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

愛と
友情の物語。
この作品は、菊池寛や林芙美子、山梨
出身の村岡花子、徳永寿美子らが翻訳してきました。
物語の魅力や背景を挿絵と共に紹介し、夏休み中親
子で楽しんでいただく展示とします。
▶山梨県立文学館企画展示室 ■JR中央線甲府
駅より、南口バスターミナル6番乗り場から約15分、
「県立文学館東」
「県立美術館」下車 ◆中央自動
車道甲府昭和ICより、料金所を昇仙峡・湯村方面へ
出て、200ｍ先を左折、徳行立体南交差点左折、
ア
ルプス通りを約2km直進、貢川交番前交差点を左
折、国道52号を約1km左側
●山梨県立文学館 ☎055-235-8080

7/21 〜
8/31

甲府市／
山梨県立美術館

東郷青児《望郷》1959年

鋳物師屋遺跡出土土偶

甲府市／
山梨県立美術館

4/28 〜
6/24

7/14 〜
9/23

損保ジャパン東郷青児美術館

増田誠《リュー・ムフタール》1974年

個人蔵

マリー・ローランサンと東郷青児展 増田誠 パリ−人生の哀歓

ねがいと祈り

（現、都留市）
に生まれた増
第１部「土偶のねがい」／第２部「富士山への祈り」 繊細で華やかな少女を描いたマリー・ローランサン 山梨県南都留郡谷村町
（1920〜1989）
は、1957年に単身パリに渡
（1883-1956）
と、誰でも親しめる洗練された女性 田誠
第1部 土偶は縄文時代に作られた土製の人形で、豊 像で人気を博した東郷青児（1897-1978）。本展 り、30年以上同地で活躍しました。没後の1991年
穣や安産などの祈りや願いを込めて作られたと考えられ では、二人が影響を受けた同時代の画家たち−ピカ には故郷に増田誠美術館が開館し、重要な作品を
ています。この土偶に込められた思いを紹介します。
ソ、
モディリアーニ、ユトリロ、
ココ・シャネル、竹久夢 多数所蔵しています。本展では、同館の作品や山梨
第2部 近年、富士山信仰に関する調査が積極的に 二らの作品とともに、20世紀を駆け抜けた二人の作 県内の各地に所蔵されている作品のほか、増田をパ
行われています。調査の結果、明らかになってきた祈りの 品を様々な視点から展観し、
自ら信じた
「美」の本質 リへ送り出した北海道の所蔵家の作品も展示し、増
姿に迫ります。
田誠の画業を広く紹介します。
を問いかけます。
▶山梨県立考古博物館■JR中央線甲府駅南口山梨
交通観光バス８番乗り場 中道橋経由豊富行『県立考 ▶山梨県立美術館 特別展示室 ■JR中央線甲府駅より、甲府駅バスターミナル（南口）6番乗り場から発車するすべてのバ
「県立美術館」下車 ◆中央自動車道甲府昭和ＩＣより、料金所を昇仙峡・湯村方面へ出て、200ｍ先を左折、徳
古博物館』下車※市立甲府病院方面からもバスが出て スで約15分、
います。◆中央自動車道 甲府南ICから１分（すぐ前） 行立体南交差点左折、アルプス通りを約2ｋｍ直進、貢川交番前交差点を左折、国道52号を約1ｋｍ左側 ●山梨県立美術館
☎055-228-3322 詳細は山梨県立美術館ホームページhttp://www.art-museum.pref.yamanashi.jpをご覧下さい。
●山梨県立考古博物館 ☎055-266-3881

週末は山梨にいます。

宝めぐりプレゼント

【韮崎市】

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

甲府市／
山梨県立考古博物館

7/21 〜
8/26

「クニマスは生きていた〜
特設展「フランダースの犬」
山梨おさかな発見物語〜」 少年ネロと老犬パトラッシュの深い絆を描いた

8/16

夏の武田の里祭り
「武田陣没将士供養会・花火大会」
（予定）

甲府市／
山梨県立文学館

抽選で、山梨ならではの素敵なプレゼントが届きます。

夏 プレゼント

■

つるの雫(熊太郎の大好物１本＆グラス１個のセット） 2名様
笛吹市旬のフルーツ
（ぶどう） 2kg
笛吹市旬のフルーツ
（柿） 2kg

5名様
5名様

市川三郷町

オノオレカンバ
（木製）
印鑑
（１２ｍｍ） 1本

2名様

身延町

身延町特産品詰合せセット

※画像と現物のセット内容は
変わる場合もあります。

富士河口湖町 白いトウモロコシ(ピュアホワイト） 3本 ※7月末締切

山中湖村

イメージ

■

■

イメージ

■

■

■

■

ご応募締切／平成24年9月30日（日）

都留市
笛吹市

■

山中湖ワイン 1本

5名様
5名様
1名様

甲府市

■

■

■

信玄キティファイル 1枚
5名様
上九の湯無料入浴券＆フェイスタオルセット 1セット 5名様

南アルプス市 ソルダム酒１本／フルーツジャム２個
5名様
北杜市
山脈塩屋商品詰め合わせ（塩ヨーカン・塩サイダーなどのセット） 5名様
韮崎市

富士吉田市

中央市

「ビジュー・
ド・穂坂」
ジャム

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
（12本入） ※7月末締切

3名様
5名様
5名様

【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：平成24年9月30日
（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。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24年6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。

6

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

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）
いろど

1994年ギネスブック認定世界唯一の影絵原画美術館

あかり

彩りと灯 夢みる心・夢見るちから切り絵展
〜辰己雅章の世界〜 7/7 〜9/23

昇仙峡
大好評！ 特別企画展第2弾！
！

ご当地キティ展

〜 世 界 中 から大 集 合 〜
初のオリンピックキティも登場！
！
開催中！
！

Tel.055-287-2511
http://www.kageenomori.jp/

同時開催！
藤城清治影絵展
「裸の大将」
山下清展

協賛：講談社 ⓒ1976,2011SANRIO CO,LTD APPROVAL NOS513611

開館時間／9：30〜17：30
（最終入館は17：00） 休館日／水曜日
（8月15日は開館）
入館料／一般700円 小中学生300円 団体割引
（20名以上）
／一般600円 小中学生250円

身延町下山1597 富士川クラフトパーク内

山梨県内初！
！ スマホでタクシー配車はじめました
全国タクシー配車
ダウンロード
（無料）

県下最多の車両で迅速配車

好評の便利タクシー実施中

代行タクシー24時間受付

お得な割引回数券販売中

各種クレジットカード乗車OK

ハイヤー使用での配車OK

0120-82-2121 24時間体制

の高速バス

ご予約
お問合

☎0556-62-4500

http://www.kirienomori.jp/

甲府 ⇔ 新宿線

片道1,950円

身延･南アルプス ⇔ 新宿線

片道2,800円

北杜･白州 ⇔ 新宿線

片道2,350円

甲府 ⇔ 京都･大阪線

片道8,500円

竜王･甲府 ⇔ 名古屋線

片道4,500円

竜王･甲府 ⇔ 成田空港線

片道4,300円

竜王･甲府 ⇔ 羽田空港線

片道3,000円

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 / 羽田空港線

TEL 055-223-5711

富士急コールセンター（受付時間7：30〜20：00） TEL
：0555-73-8181

