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甲斐御坂越（富士河口湖町）

〒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/

富士の国
やまなし
国文祭特集

冬のス テ ージ開 幕 ！

歌川広重 冨士三十六景
山梨県立博物館所蔵

マスコットキャラクター
カルチャくん
いい旅やまなしナビ

検索

いつでも着地型ツアーが見られる

国文祭
特集1

第28回

国文祭
特集1

が開催されます

テーマ 文化の風とあそぶ〜みつめる・こえる・つなげる

「文化の風とあそぶ〜みつめる・こえる・つなげる」

「第28回国民文化祭・やまなし2013」とは
国民文化祭とは全国各地から様々な文化活動に親しんでいる個人や団体が集ま
り、発表、競演、交流する「日本最大級の文化の祭典」です。昭和61年から毎年各都
道府県持ちまわりで開催され、平成25年、全国初の通年開催（会期303日間）とし
て山梨県で開催します。

薫り高い文化の風の中であそびながら、山梨のきらめきを五感いっぱいに味わえる
ような祭典をめざします。暮らしの中の文化をみつめ、様々な枠組みをこえて、魅力
あふれるふるさとづくりへとつなげます。
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シンポジウム

1月13日
（日）

山梨学院大学メモリアルホール

文化庁メディア芸術祭山梨展

その他

1月13日
（日）
〜1月20日
（日）

山梨県立図書館ほか

オープニングイベント

総合フェスティバル

4月6日
（土）

舞鶴城公園ほか

戦国武将No.1トーク合戦

文化一般

4月13日
（土）

山梨県立文学館講堂

やまなし発見フォーラム

シンポジウム

4月14日
（日）

東京エレクトロン韮崎文化ホール

開催日
（期間）

会

開催市町村

ジャンル

①甲州市道祖神まつり

甲州市

伝統芸能

1月12日
（土）
・14日
（月・祝） 各会場

②地歌舞伎の祭典

南部町

伝統芸能

1月19日
（土）

南部町文化ホール

富士川町

伝統芸能

1月19日
（土）
・20日
（日）

富士川町ますほ文化ホール

④北杜24景フットパス

北杜市

文化一般

1月19日（土）〜11月10日（日）
の間に11回実施

市内各所

⑤民俗芸能の祭典

甲州市

伝統芸能

1月20日
（日）

甲州市民文化会館ホール
大月市民会館ほか

③和太鼓の祭典

場

⑥秀麗富嶽十二景写真フェスティバル

大月市

美術

2月17日(日）
〜3月3日(日）
6月16日(日）
〜6月30日(日）
10月20日(日）
〜10月27日(日）

⑦フットパス・朝市とワイナリーめぐり

甲州市

文化一般

2月〜11月の毎月第1日曜日

かつぬま朝市会場ほか

⑧甲州ワインフェスタ

甲州市

生活文化

3月2日
（土）

勝沼ぶどうの丘イベントホール

⑨大華道展

甲府市

生活文化

4月5日
（金）
〜10日
（水）
甲府市歴史公園
（野外展）
10月24日
（木）
〜29日
（火） 岡島百貨店
（室内展）

⑩大茶会

甲府市

生活文化

4月6日
（土）
・7日
（日）

⑪フォッサマグナの恵み体感ツアー

早川町

文化一般

4月13日
（土）
〜6月16日
（日） 新倉の糸魚川−静岡構造線、
硯匠庵
の間に10回実施

上野原市

舞踊

4月14日
（日）
10月27日
（日）

上野原市文化ホールほか

富士川町

伝統芸能

4月21日
（日）

旧国道52号路上

⑭稲絵アートフェスティバル

北杜市

文化一般

4月中旬〜10月上旬

⑮郷土芸能フェスティバル

小菅村

伝統芸能

5月4日
（土）

⑯つつじフェスタ

鳴沢村

美術

5月4日（土）
・5日（日）

⑰都留市ふれあい全国俳句大会

都留市

文芸

5月25日
（土）

都の杜うぐいすホール

⑱囲碁サミット2013in北杜

北杜市

生活文化

5月25日
（土）
・26日
（日）

八ヶ岳ロイヤルホテルほか
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ジャンル

（上半期／平成25年1月〜6月）

オープニングイベント

事業名

ぼくに
会いに来てね！！

甲府市

1 2 3 4 5 9
B E G

長野県

春のステージ

会期／平成25年1月12日（土）〜11月10日（日）

事業名
冬のステージ

国民文化祭・やまなし2013

開催スケジュール

⑲パイプオルガンフェスティバル

南アルプス市 音 楽

甲府市藤村記念館ほか

（調整中）
池の尻スポーツ広場
フジエポックホール
（道の駅なるさわ内）

6月8日
（土）

桃源文化会館
甲府市総合市民会館

⑳演劇の祭典

甲府市

演劇

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

㉑万葉うたまつりとホタル観賞会

山梨市

文化一般

6月8日
（土）
・9日
（日）

万力公園万葉の森

㉒阿波踊りフェスティバル

大月市

舞踊

6月23日
（日）
8月3日
（土）

大月市民会館
大月駅周辺

㉓シニアコーラスの祭典

都留市

音楽

6月29日
（土）

都の杜うぐいすホール

㉔民謡・民舞の祭典

甲府市

音楽

6月30日
（日）

コラニー文化ホール

3

国文祭
特集1

各季節のステージのはじまりを飾る多彩な

オープニングウィークイベント！

（上半期／平成25年1月〜6月）
平成25年1月11日（金）午後5時30分〜午後6時30分
前 夜 祭 舞鶴城公園鉄門前／薪能の上演（演目 小鍛冶）※雨天等の場合はよっちゃばれ広場で実施

冬のステージ

オープニングウィーク／平成25年1月12日（土）〜1月20日（日）
オープニングイベント

ふるさとの祈り、息づく。

国文祭
特集1

分野別フェスティバル

各市町村を舞台に様々なジャンルのイベントを開催します。
音楽、美術、舞台、生活文化など様々なジャンルのイベ
ントや、その地域で伝えられてきた祭りや伝統芸能な
どをテーマとした独自の文化イベントなど、計79事業
を全市町村で開催します。
※内容は平成24年11月30日現在です。内容の一部が変更になる場合があります。

イベントによって、有料の場合があります。

■平成25年1月12日（土）午後2時〜午後4時30分 ■コラニー文化ホール（甲府市寿町26-1）／電車：JR中央本線甲府駅シャトルバス約10分
■プログラム：開幕式典、総合舞台 ■観覧：要入場整理券
（応募期間は終了しています。）

やまなし発見フォーラム

市町村主催事業
（上半期／平成25年1月〜6月）

山梨から考える日本の道祖神 〜盛りあがる行事にみる人びとの願い〜

■平成25年1月13日（日）午後1時〜午後5時
■山梨学院大学メモリアルホール（甲府市酒折2-4-5）／電車：JR中央本線酒折駅徒歩約3分
■第1部／県内各地の道祖神祭礼の再現 第2部／基調講演・パネルディスカッション ■観覧：要入場整理券

文化庁メディア芸術祭山梨展

■平成25年1月13日（日）〜20日（日）
■県立図書館を中心とした甲府駅北口周辺施設／車：中央自動車道甲府昭和IC約20分／電車：JR中央本線甲府駅すぐ
■観覧：自由観覧（無料）

「文化庁メディア芸術祭」の歴代受賞作品の数々を展示・上映します。インタ
ラクティブアート、映像、ウェブ、ゲーム、アニメーションをはじめとするメディ
ア芸術を紹介します。期間中は、シンポジウム・ワークショップも開催します。

①田野十二神楽

いのち、萌えたつ。

戦国武将No.1トーク合戦

車：中央自動車道勝沼IC約20分／電車：JR中央本線甲斐大和駅徒歩３分

1月19日（土）／10：00〜16:00
南部町文化ホール（南部町内船 4473-1）

田野道祖神前（甲州市大和町田野389-4）

歴史ある地歌舞伎保存団体による公演

1月12日（土）／17：00頃〜

■平成25年4月13日（土）午後1時〜午後5時
■県立文学館 講堂（甲府市貢川1-5-35）
■大学生4チームが戦国武将への思いや
表現力などを競います。
■入場整理券が必要です。

歴史に詳しいアイドル、
「歴ドル」が武田氏の魅力について、親しみやすく解説します。

（各 季節のステー

春のステージ／4月8日〜14日
秋のステージ／10月25日〜11月10日

パフォーマンスステージ

各季節の特色を生かしたパフォーマンスを展開します。

やまなし「食」のテント村

山梨の郷土料理や季節限定の料理（有料）を堪能してください。
公募による会期中限定ユニット「YKB303」がオープニングウィークを盛り上げます。

1月14日（月・祝）／17：00頃〜

放光寺駐車場（甲州市塩山藤木2438）

車：中央自動車道勝沼IC約３５分特設駐車場から徒歩10分 電車：JR中央本線塩山駅タクシー約１５分

伝統芸能

3（要整理券）

南部町

歴史ある地歌舞伎保存団体による歌舞伎の公演を行います。
○出雲歌舞伎
むらくも座（島根県）
○久谷地区
伊予八百八狸保存会（愛媛県）
○内船歌舞伎保存会（山梨県）
車：新東名高速道路新清水IC約30分
電車：JR身延線内船駅徒歩約６分

【問】第28回国民文化祭甲州市実行委員会事務局（甲州市教育委員会生涯学習課内）
0553-32-5097／post310@city.koshu.yamanashi.jp
http://kaiji-net.jp/kokubunsai/

戦国文化を探る 〜甲斐の国に見る武田氏の功績〜
■平成25年4月14日（日）午後1時〜午後5時
■東京エレクトロン韮崎文化ホール（韮崎市藤井町坂井205）
■第１部／「歴ドル」トークショー
第２部／基調講演・パネルディスカッション
■入場整理券が必要です。

ベント
（甲府駅 北口）ウェルカムイ
よっちゃばれ広場 ジオープニングウィークに開催）

②藤木道祖神祭太鼓乗り

甲州市では、特 徴ある小正月行事が行われま
す。そのうち笛と太鼓のお囃子にのり十二段の
舞で構成される「田野十二神楽」と、三基の大太
鼓の上に乗る役者が、掛け合いで歌舞伎を演じ
る「藤木道祖神祭太鼓乗り」を見学し、古来から
伝承されてきた道祖神まつりを体感します。

やまなし発見フォーラム

2

伝承の魅力・地歌舞伎を南部町から

1月12日（土）／18：30〜

甲州市の特徴ある小正月行事の見学

■平成25年4月6日（土）第1部／午前9時30分〜午前10時15分 第2部／午後2時〜午後4時
■舞鶴城公園特設ステージ、山梨県庁南側特設ステージ及び平和通り（甲府市丸の内）
■プログラム：第１部／大フットパス祭り出発式
信玄公祭りの雰囲気の中で大フッ
第２部／春のパフォーマンス、国文祭記念パレード
トパス祭りの出発式を行います。
■観覧：自由観覧（ただしフットパスの参加には事前申込が必要です。）

伝統芸能

地歌舞伎の祭典

伝統の小正月を体感

車：中央自動車道勝沼IC約20分／電車：JR中央本線甲斐大和駅タクシー約１０分

オープニングウィーク／平成25年４月６日（土）〜４月１４日（日）
オープニングイベント

4

甲州市道祖神まつり

田野道祖神まつり

http://mediaarts-y.jp

春のステージ

YKB303

甲州市

大和ふるさと会館（甲州市大和町初鹿野1693-1）

山梨展では、実際に触ったり、体感できる作品を多数展示しま
す。メディアアートの世界を身近に感じ、楽しんでください。

問い合せ先 ＞＞＞ 文化庁メディア芸術祭山梨展事務局（株式会社アドブレーン社内）／tel:055-231-3311

冬のステージ／1月12日〜20日
夏のステージ／6月29日〜7月7日

1

伝統芸能

【問】第28回国民文化祭南部町実行委員会事務局（南部町教育委員会生涯学習課内）
0556-64-3115／syougai5@town.nanbu.yamanashi.jp
http://www.town.nanbu.yamanashi.jp

富士川町

和太鼓の祭典

未来へ 響きつながれ 甲斐富士川の鼓動
1月19日（土）、20日（日）／10：00〜16:00（19日（土）は13:00から）
富士川町ますほ文化ホール（南巨摩郡富士川町天神中条820-1）
写真提供：山梨県立博物館

春のステージ入場整理券
の応募について
応募用紙にて郵送・ファックスするか、インターネットにて
応募してください。詳しくは、募集チラシまたはホームペー
ジをご覧ください。応募多数の場合は抽選となります。
問い合せ先 ＞＞＞
第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1（県民会館1階）
電話：055-223-1357 FAX：055-223-1842
Mail：kokubunsai2013@pref.yamanashi.lg.jp
公式ホームページ：http://yamanashi-kokubunsai.jp

和太鼓の鼓動を
響き聴かせます。

※整理券の応募受付は終了いたしました。なお、会場
のイベントコーナーにおいて、大型モニターによる
迫力ある映像がご覧いただけます。

全国からの民俗系、創作系の和太
鼓の団体が集い、悠久の流れ「富
士川」を舞台として、和太鼓の鼓動
を響き聴かせます。全国の様々な
太 鼓 の 音 色 をとおし、文化 の 交
流、演者同士の交流を図ります。
また、来場者の方々には、体験 太
鼓のワークショップを開催します。
車：中部横断自動車道増穂IC約5分
電車：JR身延線市川大門駅タクシー約10分

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

5

4（有料）

文化一般

北杜市

北杜 24 景フットパス

伝統芸能

5

1月 19日（土）
〜 11月 10日（日）
サンメドウズ清里スキー場（北杜市大泉町西井出8240-1）ほか
フットパス、ウォーキング大会を開催します。
1／19（土）スノーシューで歩く清里の森

全国各地の民俗芸能の伝承者が集結し競演

年間を通じ
「北杜24景」
をめぐるツアーを開催します。
（※コースの名称等は変更になる場合があります）
サンメドウズ清里スキー場／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5分

台ヶ原宿

道の駅はくしゅう／車：中央自動車道須玉IC約20分／電車：ＪＲ中央本線長坂駅タクシー約20分

4／20（土）津金三代校舎と鏝絵（こてえ）の里
5／12（日）第8回北の杜ふるさとウォーキングin白州
6／15（土）縄文の里と武田家のふるさと
7／20（土）オオムラサキの里ウォーク
8／10（土）ひまわりと太陽の里
9／21（土）武川米と武川衆のふるさとを訪ねて
10／19（土）民話の里増富と紅葉の渓谷
11／9（土）・10（日）第3回八ヶ岳･棒道ウォーク

美

6

術

早川町

春 4月14日（日）／10:30〜21:00
上野原市文化ホールほか

全国に発信！ 華麗な踊りと素敵な音色

富士川町

山車巡行祭り

富士川町内 旧国道52号

※「小さな美 術 館」
1月12日(土)〜11月10日(日) 市内各所で優秀作品を展示します。

文

15

小菅村

美

16

術

富士の春を告げるピンク色の幻想的な景色
5月4日（土）
、
5日（日）／ 13:00 〜 15:00
フジエポックホール（道の駅なるさわ なるさわ富士山博物館内）

（南都留郡鳴沢村8532-63）

富士山とミツバツツジが見どころです

都留市

生活文化

18（一部有料）

富士の魅力満載の写真展

都留市ふれあい全国俳句大会

囲碁サミット 2013in 北杜

車：中央自動車道大月IC約５分／電車：JR中央本線大月駅徒歩約１０分

5月25日（土）／ 10:00 〜 17:00
都の杜 うぐいすホール（都留市上谷1888-1）
俳句の作品を募集し、俳句大会を開催します

5月25日（土）、26日（日）
25日（土）／13:00〜20:00、26日（日）／9:00〜17:00
八ヶ岳ロイヤルホテルほか（北杜市大泉町西井出8240-1039）
山紫水明の地北杜市で囲碁サミットを開催

蕉風の源流

眺める角度によって様々な表情をみせる富士山。しかし、左右対称に裾が広がる美しい富士山は、か
つて富士溶岩が流れ下った桂川に沿った方向から眺めると最も美しいシルエットを見せます。しかも
富士山から25〜40kmと程よい距離にあるため視野に入る山々や大小の雲などが富士山の眺望を
彩ります。富士山を眺めるのに適した角度と距離を併せ持つ大月市からの眺望をご覧ください。

【問】
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/
文化一般

7

甲州市

フットパス・朝市とワイナリーめぐり
四季折々の風景を思う存分味わおう

2月〜11月の毎月第1日曜日／（朝市は午前のみ）
（株）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
（甲州市勝沼町勝沼字三輸窪2830-3）

朝市とフットパスでふれあいを深める

生活文化

音

8

甲州市

甲州ワインフェスタ

〜気軽な組み合わせを家庭に〜
3月2日（土）
／13：30〜15:30
甲州市勝沼ぶどうの丘イベントホール（甲州市勝沼町菱山5093）
家庭料理で気軽に味わう甲州ワイン

勝沼に生まれたコミュニティー朝市
で 出 店 者とふ れ あい 、周 辺 地 域 を
フットパスガイドツアーで巡り、また
訪れたい甲州勝沼を演出します。事
業内容として、かつぬま朝市を起点と
して、地元ガイドと共に、ワインの歴
史コース、甲州街道宿場町コース、ぶ
どうの里寺町コースなど数々のコー
スを巡るフットパスを実施します。

日本食との相性がよく、近年品質向上が著しい甲州種ワイン。チーズとの組み合わ
せが加われば幅が広がり、家庭で日常的に楽しむことができます。当イベントは甲
州種ワインとナチュラルチーズの組
み合わせを紹介し、ワインの新たな
楽しみ方を提唱します。
①チーズプロフェッショナルによる
講演会
②試飲・試食を交えながら、ソムリエ
とチーズプロフェッショナルによる対
談形式のセミナーを開催。

車：中央自動車道勝沼ＩＣ約５分
電車：ＪＲ中央本線勝沼ぶどう郷駅タクシー約５分

車：中央自動車道勝沼IC約20分
電車：ＪＲ中央本線勝沼ぶどう郷駅徒歩30分

【問】
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】
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/

芭蕉のさと都留

楽

19（一部有料）

南アルプス市

演

劇

20（一部有料）

演劇の祭典

6月8日（土）
／13:00〜17:30
桃源文化会館（南アルプス市飯野2971）

6月8日
（土）、9日
（日）
・8月3日
（土）、4日
（日）
・11月10日
（日）
甲府市総合市民会館（甲府市青沼3-5-44）

各地の劇団や県内外の演劇仲間の作品を上演します。

フランス製パイプオルガンの荘厳な響き

21

山梨市

万葉うたまつりとホタル観賞会

踊

22
街が鳴る 心が踊る

②8月3日（土）
／17:00 〜 21:00（市内団体を中心とした公演）
大月駅周辺（国道20号）

現代に蘇る万葉歌
都留市

音

楽

24

シニアコーラスの祭典

民謡・民舞の祭典

6月29日（土）／ 10:00 〜 17:00
都の杜 うぐいすホール（都留市上谷1888-1）
全国から参加したシニアコーラス合唱団による発表を行います。

6月30日（日）／10:00〜16:00
コラニー文化ホール（甲府市寿町 26-1）

都留の杜 シニアが織りなす歓喜の歌声

大月市

①6月23日（日）／10:00 〜15:00（全国からの公募団体による公演）
大月市民会館（大月市御太刀2-11-22）

6月8日（土）
、
9日（日）
／10:00 〜 21:00
万力公園万葉の森（山梨市万力 1828）

23

舞

阿波踊りフェスティバル

ホタル舞う万葉の森のロマン

楽

甲府市

寄っちゃばれ！ 甲府の街に煌めく舞台

〜愛の風〜フランスからの贈りもの

音

北杜市

囲碁文化の継承と普及を通じて地域の発展を目指す

パイプオルガンフェスティバル

文化一般

鳴沢村

つつじフェスタ

17

芸

北杜市

4月中旬から10月上旬 北杜市内の水田（調整中）
田んぼキャンバスに稲絵を描こう！

5月4日（土）／11:30〜13:00、18:30〜19:00
同日開催 第26回多摩源流まつり
11:00〜16:00（昼の部）／18:00〜20:00（夜の部）
小菅村池の尻スポーツ広場（北都留郡小菅村4299）
「多摩源流 水と火と味の祭典」を彩る郷土芸能

●写真セミナー／山岳写真家白簱史朗氏の講演
2月24日(日)大月市民会館 講堂（大月市御太刀2-11-22）
●ワークショップ／秀麗富嶽十二景の山々に登り写真撮影
5月18日(土)、19日(日) 大蔵高丸（要申込み）
10月19日(土)、20日(日) 雁ガ腹摺山（要申込み）

14

文化一般

田んぼキャンバスに稲絵を描こう！

伝統文化の継承 山車巡行

多摩源流の地に集う 郷土芸能

大月市民会館 市民ギャラリー（大月市御太刀2-11-22）ほか

秋 10月27日（日）／10:30〜21:00

稲 絵 アートフェスティバル

郷土芸能フェスティバル

●写真展／秀麗富嶽十二景写真コンテスト優秀作品の展示
2月17日(日)〜3月3日(日)・6月16日(日)〜30日(日)・10月20日(日)〜27日(日)

上野原市

全国のよさこい愛好家が競演します。

13

伝統芸能

富士の眺めが日本一美しい街

12

踊

4月13日（土）〜6月16日（日）※計10回開催
町営硯匠庵及び早川町内

4月21日（日）／9:30〜16:00
伝統文化の継承

大月市

舞

じょいそーらんフェスティバル

「悠久の時に思いを馳せて。」

秀麗富嶽十二景写真フェスティバル

6

茶道各流派が県内外の皆様をお迎えします。

地球の鼓動と地域の美意識を全国へ

【問】
第28回国民文化祭甲州市実行委員会事務局
（甲州市教育委員会生涯学習課内）
0553-32-5097／post310@city.koshu.yamanashi.jp
http://kaiji-net.jp/kokubunsai/

なごやかな時が重なるこの一碗で

フォッサマグナの恵み体感ツアー

伝統芸能

甲府市

4月6日（土）
、
7日（日）／ 10:00 〜 15:00
県立図書館（平成24年11月開館）、藤村記念館（甲府市北口2-2-1）
甲府駅北口ペデストリアンデッキ

11（有料）

文化一般

先人たちの暮らしの中から生まれ、その地
域で伝承されてきた地域の文化遺産であ
る民俗芸能の伝承者が全国から集い、その
技を広く紹介することにより、各地域の歴
史文化の理解や地域間の交流を深め、民俗
芸能を保存・伝承していく祭典とします。
①全国から伝承者が集う民俗芸能の発表
②民俗芸能に関する写真や地域の風俗資
料などの展示を行います。

10（有料）

生活文化

大茶会

息づく文化 今をいける

秋 いけばな室内展：10月24日（木）
〜29日（火）
いけばな展 岡島百貨店大催場（甲府市丸の内1-21-15）
華道各流派が四季折々の作品でお迎えします。

車：中央自動車道勝沼ＩＣ約20分
電車：ＪＲ中央本線塩山駅徒歩20分

【問】
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/

甲府市

春 いけばな野外展：4月5日（金）
〜10日（水）
野外展 甲府市歴史公園（甲府市北口2-170-7）

民俗芸能の伝統とこころ
つなげよう甲州の地から全国へ

1月20日（日）
／10：00〜16:00
甲州市民文化会館ホール（甲州市塩山上塩後240）

9

生活文化

大華道展

民俗芸能の祭典

伝えたい とっておき北杜

2／16（土）甲州街道

甲州市

甲府市

いいじゃん！ やまなし 富士晴れやかに花舞台
全国の民謡・民舞愛好者が集い、交流の輪を広げます。

7

国文祭
特集1

国文祭
特集1

通 期 事 業
〜山梨の魅力に触れる参加型イベント〜
やまなしフットパス

富士の国やまなし国文祭提案事業
県民がプロデュースするユニークイベント！

提案事業については、第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局（山梨県企画県民部国民文化祭課内）／TEL 055-223-1360にお問い合わせ下さい。
※開催日・会場等は変更になる場合があります。

手づくり甲冑教室開講事業

普段の生活を営んでいる身近な場所にも、実は数多

くの知られざる歴史や伝承、文化的な遺産があります。
ありふれた地域に隠された歴史や文化、それらが醸し

平成25年1月27日(日) ほか

会場／（シニア）韮崎市神山町鍋山公民館（韮崎市神山町鍋山2031）

会場／桜座（甲府市中央1-1-7）

（ジュニア）県立美術館・ワークショップ室（甲府市貢川1-4-27）

フットパスです。みなさんもフットパスコースなどを紹介したガイドブック

車：中央自動車道甲府昭和ＩＣ約20分／電車：ＪR中央本線甲府駅バス約１５分

を片手に、案内者（コースコンシェルジュ等）の説明に耳を傾けながら気

段ボールと厚紙を素材とし、甲冑を制
作。本格的に制作するシニアコースと、
親子で楽しめるジュニアコースを設け
る。国文祭イベントや祭り、各種キャン
ペーンなどに参加する事も目的とする。

軽に歩いて楽しんでみてはいかがですか。

まちなかステージ
まちなかアーティストをはじめとするパ

フォーマーたちが、まちのいたるところで音楽
やダンスなどのパフォーマンスを披露し、国民

文化祭開催の気運を盛り上げます。まちなか
にあふれる 文化の風 をお楽しみください。

やまなし造形遊び

甲斐レジスタンス

平成25年1月12日（土）〜11月10(日)の間、月2回程度
車：中央自動車道韮崎ＩＣ約13分／電車：ＪR中央本線韮崎駅タクシー約１０分

出す魅力に触れることができる小さな旅が、やまなし

（平成25年1月〜3月実施分）

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

車：甲府昭和IC約15分（周辺駐車場を利用）
電車：JR中央本線甲府駅徒歩約12分

甲斐の国を愛する音楽ユニット風
カヲル時、落語家三枝亭二郎を
中心に甲州弁にこだわった他に
類を見ない音楽芝居を行う。原
作桂三枝改め、六代文枝。近未
来、甲斐の国は独立する !

十日市in瓦会館まつり
通し鬼 で 十日市の復活を

平成25年2月9日(土)、5月5日(日)、8月14日(水)

平成25年2月10日(日)、11日(月・祝)

会場／明見湖公園はす池体験工房ほか（富士吉田市小明見3354）

会場／若草瓦会館(南アルプス市)（南アルプス市加賀美2605-5）

車：中央自動車道河口湖IC約15分／電車：富士急行線葭池温泉前駅タクシー約10分

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。2月は富士吉田に残
る徐福伝説を題材とし、全国から集まった
徐福会による座談会や、徐福に関する音楽
ライブを行う。

車：中部横断自動車道南アルプスIC約５分／電車：JR身延線東花輪駅タクシー約10分

南アルプスの祭「十日市」と同時期に
「通し鬼」と称する巨大鬼瓦の口をめ
がけ、素焼きの小皿を投げる「かわら
け 投げ」を行うイベントを開 催。ま
た、
「 かわらけ」参加者自身で制作出
来る催しも実施予定。

国民文化祭会期中、身近な自然物や人工の

材料から発想し、想像力を働かせて制作した

富士讃美展
ーアーティストとこどもたちー

造形作品をまちなかに展示したり、想像を超

えた巨大な作品やカラフルな作品をみんなで協働して作りま

平成25年2月13日(水)〜18日(月)

す。大人も子供も時間を忘れてついつい

夢中になってしまう面白さです。普段は

会場／山梨県立図書館 イベントスペース（甲府市北口2-8-1）

楽しんでみてはいかがですか。

富士をテーマに創作活動をする作
家45名の作品とワークショップで
制 作した子どもたちの 作品を展
示。また講演会「浮世絵から読み取
れるもの」(13日)やアートに触れる
体験会などを開催。(入場無料)

車：中央自動車道甲府昭和IC約20分／電車：JR中央本線甲府駅すぐ

芸術に関心がない方も、気軽に参加して

やまなし食のカレンダー

J.S.バッハ〈ヨハネ受難曲〉
演奏会&アカデミー

山梨には昔から伝わる伝承料理や県産食材を使った料

理が数多くあります。これら山梨ならではの料理や食べ

方、調理方法などを、会期中、ホームページやイベントを通
じて紹介していきます。

また、地域に伝わる料理や親子をつないでいく料理教室を実施するほか、国民

食や食文化に触れられる県内各地の認定食べ処もご期待ください。

参加希望の方、詳しく知りたい方は公式HPへ
8

やまなし国文祭

平成25年3月10日(日)
会場／身延町総合文化会館（身延町波木井407）

車：中部横断自動車道増穂IC約40分／電車：JR身延線身延駅タクシー約10分

聴覚障害者や関係著名人が
講 演を行い、聴 覚 障害 者へ
の理解と手話の普及に繋げ
る。また手 話を学ぶ 県 内 外
のグループが手話スピーチ
や手話コーラス&ダンスな
どを披露。

身延山三門
みのぶジュニアコーラス夜桜コンサート

平成25年3月17日(日)

平成25年3月30日(土)

会場／甲府市総合市民会館 芸術ホール ほか（甲府市青沼3-5-44）

会場／身延山三門(仁王門)（身延町身延3567）

車：中央自動車道甲府南IC約25分／電車：JR中央本線甲府駅バス約11分

文化祭を機に高校生とプロの調理人が協働してつくり出す新メニュー、山梨の

手話パフォーマンスフェスタ2013

J.S.バッハの〈ヨハネ受難曲1749〉をヒストリカルな演奏スタイルで上
演(完全上演としては山梨初)、
2月24日（日）には解説を交え
たプレコンサートを行う。その
後ワークショップを通じてバ
ロック音楽のスタイルを学ぶ。

車：中部横断自動車道増穂IC約50分／電車：ＪＲ身延線身延駅バス約15分

文化財である身延山三門を舞
台に、子どもたちの合 唱と伝
統ある雅楽のコンサート。夜桜
の 香 る 久 遠 寺 に 響く歌 声 に
「身延・ふるさと」をテーマとし
た写真映像を添えます。
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2月7日
（木）
〜11日
（祝）

やまなし夜景
スポット

新日本三大夜景
笛吹川フルーツ公園
満点の星空と甲府盆地の見事なパノラマ夜景が眼前
に広がる丘の公園。園内の温室ドームやワイングラス
の形をした噴水なども美しくライトアップ。足湯に浸
かって夜景鑑賞もおすすめ。
●山梨市江曽原●山梨市フルーツパーク
☎0553-23-4101

八ヶ岳ツーリズムマネジメント

恋人の聖地︒
感動的な夜景 を
ぜひ！

八ヶ岳オーロラ伝説

満天の星と銀世界につつまれる八ヶ岳で
澄み切った自分に還るひとときを︒

冬の

静寂につつまれた八ヶ岳の夜に浮かび上がる︑

く
め
きら
集
特
し
な
やま

オーロラの奇跡︒

やまなし
観光特集

山梨市フルーツパーク
（株）

小林昭治さん

山下公一さん

八ヶ岳南麓はヨーロッパのイメージに近いロケーション
を誇る標高1000ｍの天空のリゾート地です。雪でドレ
スアップした山々の稜線の上に広がる真っ青な空は日
暮れと共に深いブルーのグラデーションに染まり、やが
て満天の星がきらめく夜を迎えます。冬の澄んだ空気
の中、手が届きそうなほど間近に輝く星々。寒い季節こ
そ本来の美しさを見せてくれるものです。極上の自然
環境の中、天空に輝く幻想的なオーロラなど冬だから
こそ味わえる八ヶ岳の魅力をぜひ体感してください。

甲府盆地を望む高台に位置する笛吹川フルーツ公園
は、満点の星空と甲府盆地のパノラマ夜景、さらにライ
トアップしたドームの夜景が楽しめます。公園内を周遊
しながら、標高とともに変わる夜景を楽しむのもおすす
めです。

2003年10月に太陽の表面で起きた大規模な爆発（フレア）の影響により、
八ヶ岳で「低緯度オーロラ」が観測されました。その事実に基づいた幻想的
で壮大なレーザーショーです。今回は 八ヶ岳天空博覧会 のパビリオンとし
て開催します。冬の美しい星空も必見です。
●2/7〜9丘の公園清里ゴルフコース 北杜市高根町清里3545-5●中
央自動車道須玉ＩＣ・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●2/10〜11富士見高原リゾート●中央自動車道小淵沢ＩＣか
ら車約20分●（社）八ヶ岳ツーリズムマネジメント☎0551-48-3457

かまくらカフェ

寒いほどお得フェア

八ヶ岳温泉・遊湯ラリー

みんなでかまくらに入ってあったかメニューを食べれ
ば、心も体もポカポカに。冬を満喫できること間違いな
しです。今回は 八ヶ岳天空博覧会 のパビリオンとして
開催します。
メンテナンス日（1/28、2/4、2/12、2/18）
は休業となります●ネオオリエンタルリゾート八ヶ岳
高原 北杜市大泉町谷戸8741●中央自動車道小淵
沢ＩＣから八ヶ岳高原ライン経由 車約10分●ＪＲ小淵
沢駅からタクシー約10分●ネオオリエンタルリゾー
ト八ヶ岳高原☎0551−38−2336

朝10時時点の気温によって参加している店舗のメ
ニューやプランが最大で50％オフになります。その
日の割引率と割引対象メニューは、実施店舗の店頭
に示した看板または清里観光振興会HPでチェック！
今回は 八ヶ岳天空博覧会 のパビリオンとして開催
します。
●北杜市・長野県富士見町・原村の参加店舗
●清里観光振興会☎0551-48-2200

八ヶ岳と言えば温泉。南麓エリアに多く点在する温泉のどれもが、同
じ泉質がありません。美肌・パワースポット・塩・疲労回復・未病予防
など、どこの温泉も魅力とお湯があふれます。そんな温泉地でスタ
ンプラリーを開催し、八ヶ岳の温泉を堪能していただける様に、各施
設で独自のサービスを展開、更にラリー参加の方へは期間終了後、
抽選で素敵なプレゼント。八ヶ岳の温泉で癒され、心のゆとりをお持
ち帰りください。八ヶ岳天空博覧会のパビリオンとして開催します。
●北杜市・長野県富士見町・原村の参加温泉施設
●(社)八ヶ岳ツーリズムマネジメント☎0551-48-3457

1月26日（土）〜2月24日（日）

1000mの天空リゾートの八ヶ岳観光圏で、
この冬開催される
『八ヶ岳天空博覧会』
八ヶ岳エリアで『冬』ならではのプログラムを
パビリオン形式でお楽しみいただけます。
『八ヶ岳オーロラ伝説』、
『 かまくらカフェ』、
『寒いほどお得フェア』、
『八ヶ岳温泉・遊湯ラ
リー』など・・・冬の八ヶ岳をどうぞお楽しみに！

2月1日（金）〜2月28日（木）

12月21日（金）〜3月3日
（日）

冬のバカンス
親子でスキー！

甲府盆地夜景

日本を代表する夜景にも挙げられる甲府盆地の夜景。特に空気の澄んだ冬、富士山
をはじめ山々に囲まれた盆地は宝石箱をひっくり返したような絶景。周辺の小高い山
や丘に展望スポットが点在。
●甲府市●甲府市観光課☎ 055-237-5702

健康の森下 みはらし広場

視界をさえぎるものなく地上の銀河のような甲府盆
地のパノラマ夜景が広がる。千代田湖に近い夜の静
かな森林公園に抱かれながら、ベンチに座りゆっくり
県内屈指の夜景鑑賞を。
●甲府市●甲府市観光課☎055-237-5702

ダイヤモンド富士ウィーク＆アイスキャンドルフェスティバル

2月1日（金）〜2月22日（金）
（キャンドル点灯日 2月2日長池/2月10日平野ちびっこ広場/2月16日山中湖交流プラザ）

サンメドウズの晴天率はシーズンを通して約80%!いつで
も爽快に滑れて、雪質は最高。
こだわったグルーミングと
スノーメイキングで、
コンディションは万全！子どもやビギ
ナーから上級者まで楽しめるバラエティに富んだコースレ
イアウトでレベルに合わせて、
違った面白さが味わえます。
●北杜市大泉町西井手8240-1●JR小海線清里駅か
らタクシー約5分●中央自動車道長坂ICから車約20分
●サンメドウズ清里☎0551-48-4111
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雄大な富士山をバックにスキー、スノボーが楽しめる最
高のロケーション。キッズ用には、いろんな雪遊びがで
きる
「ちびっこ愛ランド」が人気。
●南都留郡鳴沢村字富士山8545-1●富士急行線河
口湖駅からタクシー約20分●中央自動車道河口湖IC
から車約20分
●ふじてんスノーリゾート☎0555-85-2000

夜、
ここから眺めるJR中央線が丘陵地の「七里岩」を
走る姿が、ちょうど暗闇のなかを夜空に向かって昇っ
ていく銀河鉄道のように見える。眼前には雄大な南
アルプスのシルエット、星空も間近。
●韮崎市●韮崎市商工観光課☎0551-22-1111

冬のライトアップ
スポット
サンメドウズ清里スキー場

ふじてんスノーリゾート

銀河鉄道展望公園

富士山の山頂に太陽が沈み神秘の光景を描く
「ダイヤモンド富士」が見られる季節に合わせ、
アイスキャンドル点灯
日には湖畔を手作りのアイスキャンドルが優しく彩り、冬花火も華やかさを添える。
●山中湖村●山中湖観光協会☎0555-62-3100

ファンタジア・甲府

平成24年11月23日（祝）〜2月14日（木）

甲府駅南口ロータリーを中心に約13万球のLEDが、ケ
ヤキ並木をはじめ山梨の特産であるスパークリングワイ
ンやジュエリーを表現。温もりある幻想的な「Fantasia
Kofu」の世界へ。●甲府市甲府駅南口●Fantasia
Kofu実行委員会☎055-233-2241

カムイみさかスキー場

首都圏から約80分というアクセスの良さと、初心者や
ファミリーも安心して楽しめる設備が評判。ナイター営
業もあり。
●笛吹市御坂町上黒駒5321-1●JR中央本線甲府駅
からバス約50分●中央自動車道一宮御坂ICから車約
15分●カムイみさかスキー場☎055-264-2614

光のナイアガラ＆ウェーブ 平成24年12月1日（土）〜1月31日（木）

河口湖畔のラベンダー畑で有名な大石公園内に、全長280m、高さ3mの光の滝と波があらわれる。ラベン
ダーを連想させる紫色と真っ白なイルミネーションが冬の富士山にマッチし幻想的な世界を描き出す。
●富士河口湖町大石公園●河口湖自然生活館☎0555-76-8230
●富士河口湖町観光課☎0555-72-3168
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春を先取り
温室でいちご狩り！

日本一早い！お花見
ハウス桃宴
ハウス桃宴（はうすももえん）
2月14日
（木）
〜3月中旬

甲府盆地周辺でいち早く春を告げる
イチゴ狩り。ポッカポカのビニールハ
ウスで大きく実ったいちごが食べ放
題。思いっきりいちご狩りを満喫！
紅ほっぺはじめ様々な種類のイチゴが
楽しめます。

日本一早く桃のお花見が出来ます。
ビニールハウス内なので、天候の
心配をせず、いつでも気軽に楽しめます。入園料500円。開園時間は
10：00〜15：00で持込は自由です。
●笛吹市石和町富士見地区のハウス桃園●中央自動車道一宮御
坂ＩＣ車約15分●ＪＲ中央本線石和温泉駅からタクシー約20分
●ＪＡふえふき富士見支所☎055-262-3853（開催中）
☎055-262-2158（開催前）

フルーツ王国やまなし・観光果実園の情報は

観光果実園NETで検索！
観光果実園ネット

検索

http://www.yamanashi-kankou.jp/fruits/index.html

冬を満喫

凛とした冬の空に輝く

冬花火

やまなしの温泉

2013 河口湖・冬花火
1月19日（土）〜2月24日（日）

みたまの湯

甲府盆地ととりまく山々の大パノラマを見おろせる
癒され度抜群の湯。琥珀色の源泉は地中深く太古
の植物から溶けだした天然有機物によるもの。夜景
はまた別世界のような絶景に。
●西八代郡市川三郷町大塚2608●JR身延線甲斐
上野駅からタクシー約10分●中央自動車道甲府南
ICから車約10分●みたまの湯☎055-272-2641

冬の河口湖の風物詩。本年は湖岸３ヶ所（メイン：大池
公園、サブ：畳岩と八木崎公園）で打ち揚げます。澄み
きった冬の夜空を様々な花火が彩ります。
（各日20：00〜20：20）
●富士河口湖町 メイン会場：大池公園
●中央自動車道河口湖ＩＣから約15分
●富士急行線河口湖駅徒歩約30分
●河口湖冬花火実行委員会（富士河口湖町観光連盟内）
☎０５５５−７２−３１６８
※当日は、富士河口湖観光総合案内所
☎０５５５−７２−６７００

紅富士の湯

浴室や露天から絶景の富士山が眺め
られる、特に冬の早朝のみに見られる
富士山が朝陽に染まる「紅富士」の眺
めが名物。岩盤浴や休憩処などゆった
り過ごせる設備がそろっている。
●山中湖村山中865-776●富士急行
線富士吉田駅からバス約30分●東富
士五湖道山中湖ICから車約3分●紅富
士の湯☎0555-20-2700 ※12月〜
2月の土日祝は早朝６時より営業

積翠寺温泉

武田信玄公誕生の地、積翠寺にある信玄の隠し湯として知られ、周囲を山に
囲まれた自然あふれる山間に「要害」
「古湯坊坐忘庵」の2宿があり、甲府盆
地の夜景を見下ろせる。●甲府市上積翠寺●JR中央本線甲府駅からバス約
15分●中央自動車道甲府昭和ICから車約20分
●甲府ホテル旅館協同組合☎055-222-9733

釜無川河畔の緑豊かな「甲西ふれあい公園」内に
あり、地下1500ｍから自噴する温泉は保温効果
に優れ美人の湯としても評判。12種の浴槽と4種
類 の サ ウ ナ が 充 実 。● 南 ア ル プ ス 市 西 南 湖
1299-1●JR中央本線甲府駅からバス約40分、又
はJR身延線東花輪駅からタクシー約5分●中部横
断自動車道南アルプスICから車約10分
●やまなみの湯☎055-280-3340

尾白の湯
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甲斐駒ケ岳の麓「白州・尾白の森
名水公園べるが」内にあり、源泉は
日本最高級といわれる超高濃度の
塩化物強塩温泉。人気の露天風呂
は正面に八ケ岳、後に南アルプス
を望む最高の開放感。●北杜市白
州町白須8077-1●JR中央本線小
淵沢駅からタクシー約15分●中
央自動車道須玉ICから車約30分
●尾白の湯☎0551-35-2800

やまなみの湯

勝沼ぶどうの丘 天空の湯

美しいぶどう郷として有名な勝沼町の名所「ぶどうの丘」に立つ
眺望の湯。南アルプスや甲府盆地の大パノラマを見おろすロ
ケーションは、
まさに天空の湯。●甲州市勝沼町菱山5093●JR
中央本線勝沼ぶどう郷駅から徒歩約20分●中央自動車道勝沼
ICから車約7分●勝沼ぶどうの丘☎0553-44-2111

写真はイメージです

石和温泉冬花火ー笛吹川の舞ー

２月１日（金）〜３日（日）、８日（金）〜１７日（日）、２２日（金）〜２６日（火）の１８日間
夏の花火と一味違い、鮮やかな光が空気の澄んだ夜
空を染めあげます。開催期間中は、甘酒やおしるこの
サービスもあります。
打ち上げ時間：20：30〜20：50（20分間）
●笛吹川河川敷（鵜飼橋上流側）
●中央自動車道一宮御坂ＩＣ約15分
●ＪＲ中央本線石和温泉駅徒歩２０分
●石和温泉旅館協同組合
☎055-262-3626

写真はイメージです
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国文祭
特集
トピックス

富士山を
世界文化遺産に

河口湖

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。

博 物 館に行こう!

国文祭
特集2

国文祭記念展を各館で開催します

（国民文化祭記念事業

平成25年1月〜3月実施分）

山梨県立美術館
ミレーコレクションのすべて

平成25年１月２日（水）〜３月３日（日）

詳細は 山梨県

富士山の日

一周約194ｋｍの富士山の周りを12回
（12ヶ月）
に分け一回あた
り平均16ｋｍを歩いて富士山を一周するコースです。
他にも富士山情報が満載です。
詳細は

日本富士山協会

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上り、貢川交番前交差点を左折、国道 52 号を約 1ｋｍ左側。
電車 ＪＲ中央線甲府駅より、甲府駅バスターミナル（南口）6 番乗り場から発車するすべてのバスで約 15 分、
「県立美術館」下車。

検索

http://www.fujisan-kyokai.jp/

検索

山梨県立博物 館

http://www.fujisan-kyokai.jp/

http://www.pref.yamanashi.jp/kankou-sgn/fujisannohi.html

富士山世界文化遺産

冨士御室浅間神社

どうそじん・ワンダーワールドAGAIN −やまなしの道祖神祭り−
平成25年１月２日（水）〜１月28日（月）
小正月の頃を中心に盛んに行われる道祖神祭りは、山梨に数ある祭りの中でも
圧倒的な華やかさと人々を惹きつける力を持っています。展示を通じて道祖神信仰
の歴史と祭りの多様性を知り、地域文化を振り返るきっかけをつくるとともに、地
域社会の絆の再生に、祭りや信仰が果たす役割を探ります。

北口本宮冨士浅間神社

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。

身延町三沢大草のオヤマカザリ

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。

船津胎内樹型
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。

冬季企画展

¡笛吹市御坂町成田1501-1
2055-261-2631
=9:00〜17:00（入館は16：30まで）
・祝日の翌日・12月
?火曜（祝日の場合は翌日）
29日〜1月1日・その他臨時開館・休館あり
http://www.museum.pref.yamanashi.jp

車 中央自動車道一宮・御坂 IC から車で約 8 分
電車 JR 石和温泉駅下車 バスで約 10 分 山梨交通「山梨県立博物館」行き

御師住宅(旧外川家住宅）

甲州市内の出土品Ⅱ

殿林遺址出土の深鉢形土器

吉田口登山道

河口浅間神社

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。

14
14

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。小抱き富士が見られることでも有名。

西湖
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。

山中湖
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。

¡甲府市下曽根町923 2055-266-3881
=9:00〜17:00（入館は16：30まで）
?月曜（1月14日と21日を除く）
・祝日の翌日・12
月19日〜12月25日・12月29日〜1月1日
http://www.pref.yamanashi.jp/kouko-hak/

富士の国やまなし国文祭記念事業

文学館至宝展

よみがえる文豪の素顔

直筆で書かれた原稿、家族や親しい友人に宛てた手紙、折々の写真か
らは、文学者のふとした素顔を見ることがあります。開館以来収蔵して
きた文学者の原稿・書簡・書画・愛用品などから選りすぐりの資料を一
堂に展示します。夏目漱石、樋口一葉、芥川龍之介、井伏鱒二、太宰治な
ど日本文学史に名を残す文学者の数々の名品をご覧ください。
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上り、貢川交番前交差点を左折、国道 52 号を約 1ｋｍ左側。
電車 ＪＲ中央線甲府駅より、甲府駅バスターミナル（南口）6 番乗り場から発車するすべてのバスで約 15 分、「県立美術館」下車。

0
R2
甲府昭和

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。

精進湖

甲府南IC

車 中央自動車道甲府南ＩＣから１分（すぐ前）
電車 ＪＲ中央線甲府南口下車 山梨交通観光バス８番乗り場 中道橋経由豊富行「県立考古博物館」バス停下車 ※市立甲府病院方面からもバスが出ています。

平成25年１月14日（月・祝）〜３月17日（日）

本栖湖

中央自
動車道

山梨県立文学館

忍野八海
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（日の出）」
を拝
むことや、8つの頂部を巡る「お鉢めぐり
（八葉めぐり）」
は、現代においても多くの登山者が行なっています。

R20

自動車道
中央

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。

〜ワインの町の縄文時代〜

全国的に見ても、山梨県は縄文文化が大いに栄えた地域の一つで、その中でも甲州
市一帯は、特に縄文時代の遺跡が多く分布する地域です。現在は、多くのぶどう畑が広
がり、ワインの町として名高い甲州市ですが、ぶどうやワインに勝るとも劣らない豊か
な縄文文化が栄えた地域でもあります。今回の企画展では、甲州市の縄文時代にス
ポットを当て、縄文人たちが残した素晴らしい品々を紹介し、山梨県がもつ歴史的財
産であるこの豊かな縄文文化を皆さんに知って頂く機会になればと思います。

山頂の信仰遺跡群

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。

甲府

平成24年12月８日（土）〜１月27日（日）

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。

一宮・
御坂IC

中央自動車道

山梨県立考古博物 館
富士講

R20

石和橋

37
R1

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。

石和温泉

富士の国やまなし国文祭記念事業

構成資産を歩こう！
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。平成25年の富士山の世界文化遺産登録を目
指しあらためて富士山・富士五湖地域を歩いてみましょう！

甲府昭和IC
¡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・12月28日〜1月1日
（ただし、臨時開館・臨時閉館あり）
http://www.art-museum.pref.yamanashi.jp

IC

美術館通り

ア
ル
プ
ス
通
り

山梨県では、富士山の豊かな自然及び美しい景観並びに富
士山に関する歴史及び文化を後世に引き継ぐことを期する
日として、富士山の日を制定しております。富士山の日
（2月
23日）
には山梨県内で様々なイベントが行われます。

0

日本富士山協会では富士山の豊かな恵みをより多くの人々に

知っていただくため富士山を楽しむイベントを開催しております。
「富士山ドリームウォーク」
「富士山一周ドリームウォーク」

R2

2月23日は
富士山の日

当館は「ミレーの美術館」として親しまれており、およそ70点の作品・
資料を所蔵しています。本展覧会では、国民文化祭開催記念として、油彩
画のほか、パステル、版画、デッサンをして手紙や写真といった資料で構
成されるコレクションのすべてを一挙公開いたします。詳細は当館ホー
ムページ（http://www.art-museum.pref.yamanashi.jp）をご覧下
さい。

ア
ル
プ
ス
通
り

山梨県立美術館

自動車道
中央

富士の国やまなし国文祭記念事業

美術館通り

¡甲府市貢川1-5-35
2055-235-8080
=9:0 0〜17:0 0（入館は16：3 0まで）
（閲覧 室は平日9 : 0 0 〜19 : 0 0、土日
祝：9:00〜18:00）
?月曜・祝日の翌日・12月28日〜1月1
日（ただし、臨時開館・臨時閉館あり）
http://www.bungakukan.pref.yamanashi.jp

15
13
2

国文祭
特集2

博物館に行こう

国民文化祭記念事業
（平成25年1月〜3月実施分）

⓬ 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）
▶国内外の絵本作家をとりあげて、作品（絵本原画）をご紹介します。会期中に、数回展示替えを行います。

❶ 山梨平和ミュージアム 石橋湛山記念館

日中国交正常化40年と石橋湛山

平成24年10月15日（月）〜平成25年4月7日（日）
▶40年前の日中国交正常化の意義と2度の訪中、石橋・周共同宣言など国交正常化のために石橋湛山が果たした役割
を展示します。

¡甲府市朝気1-1-30 2055-235-5659 =12:30〜17:00 ?火曜・水曜・祝日・8月24日〜31日、12月28日〜1月6日
;車：甲府昭和IC約15分／電車：JR身延線南甲府駅徒歩約15分

❷ 印傳博物館

http://ypm-japan.jp/

印伝のさまざま

誂え品／平成24年12月1日（土）〜平成25年3月3日（日）、型紙／3月9日（土）〜6月2日（日）
袋物／6月8日（土）〜9月1日（日）、とんぼと菊／9月7日（土）〜11月24日（日）
▶季節ごとにテーマを変え、印傳の古典作を紹介します。
¡甲府市中央3-11-15 2055-220-1621 =10:00〜17:00 ?1月1日、2日・展示替え期間
;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

❸ 中央市豊富郷土資料館

http://www.inden-museum.jp

¡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

⓭ 中村キース・ヘリング美術館 2013年度中村キース・ヘリング美術館コレクション展
3月15日（金）〜平成26年1月6日（月）
▶1980年代ニューヨークのアートシーンを席巻した、キース・ヘリングの作品「サブウェイ・ドローイング」などを一堂に展示します。
¡北杜市小淵沢町10249-7 20551-36-8712 =10:00〜17:00 ?無休（ただし、1月中旬〜3月中旬は冬期休館） http://www.nakamura-haring.com
;車：中央自動車道小淵沢IC約６分／電車：JR中央本線小淵沢駅バス約13分

⓮ 安達原玄仏画美術館

浄土曼荼羅完成・特別展

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

豊富地域 道祖神と祭り

平成24年12月15日（土）〜平成25年2月24日（日）
▶中央市豊富地区内にある道祖神及び祭りの写真を資料館展示コーナーにおいて展示します。

⓯ 薮内正幸美術館

¡中央市大鳥居1619-1 2055-269-3399 =9:00〜17:00 ?月曜（祝日の場合は翌日）
・祝日の翌日・12月28日〜1月4日
;車：中央自動車道甲府南ＩＣ約25分／電車：JR身延線東花輪駅タクシー約10分

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

❹ 山梨県立科学館

¡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
;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

山梨ゆかりのプラネタリウム番組

1月〜11月
▶オリジナルで制作してきたプラネタリウム番組のうち、山梨にゆかりのあるテーマの番組を期間を通じ、4種類投影いたします。
¡甲府市愛宕町358-1 2055-254-8151 =9:30〜17:00（夏休中は18：00まで）
?月曜日（夏休中は休館日なし、月曜日が祝日の場合は開館、祝日の翌日が休館、ただし、12月29日〜1月3日、1月15日〜17日は休館、1月7日（月）は開館）
http://www.kagakukan.pref.yamanashi.jp/ ;車：中央自動車道甲府昭和IC約25分／電車：ＪＲ中央本線甲府駅徒歩約25分またはバス約20分

❺ 笛吹市青楓美術館

筆の向くまま 気の向くまま 津田青楓

動物の顔［前期］、薮内正幸 動物画の世界［後期］

⓰ 河口湖ミューズ館・与勇輝館
3月23日（土）〜9月17日（火）
▶創作人形作家、与 勇輝（あたえ

http://yabuuchi-art.main.jp

いのち、きらめく

ゆうき）の作品展。木綿の布の生き生きとした作品を展示します。

¡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

１〜11月（前期・後期あり）
▶日本画・油絵・書・短歌・随筆などに才能を発揮した、マルチ芸術家、青楓の芸術活動の全容を紹介します。
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ながさか

はくしゅう

路
道

みとみ

北杜市
丹波山村
たばやま

ひのはる

❼ 山梨県立富士ビジターセンター Mt.fuji is your hometown〜富士山は、心のふるさと〜

須玉ＩＣ

1月12日（土）〜11月10日（日）
▶折り紙の「富士山」を壁面に貼りつけるワークショップや「太陽光発電」に関わるエコエネルギーの工作を展示します。

山梨市

にらさき

あなやま

甲斐市

双葉スマートＩＣ

かねんて

さかおり
ぜんこうじ

5
釈迦堂ＰＡ

上野原ＩＣ
うえのはら

線

本
中央

しおつ

桂川

やながわ

10

とりさわ

いちかわほんまち

3

さるはし

大月ＪＣＴ

はつかり

甲府南ＩＣ

大月ＩＣ

初狩ＰＡ

とよとみ

都留ＩＣ
谷村ＰＡ

河口湖

西湖

かつやま

なるさわ

16

河口湖ＩＣ
富士吉田ＩＣ

本栖湖

鳴沢村

はだかじま

富士スバルライン

7

西桂町

中央 自

ふじさん

精進湖

かわぐちこ

9 8

しもべ

かいときわ

談合坂ＳＡ 中央自動車道

笛吹市

しもべおんせん

富士川ふるさと工芸館

上野原市

甲斐大和

一宮御坂ＩＣ

富士河口湖町

いちのせ

大月市
かいやまと

おおつき

動
自
央

中

境川ＰＡ

ひがしはなわ

中央市

道

車

勝沼ＩＣ

ささご

あしがわ

かいうえの

いちかわだいもん

増穂ＩＣ

武田信玄と甲州金／3〜4月 ▶江戸時代の貨幣制度のルーツである甲州金の解説と甲州金の展示。
紙幣に描かれた風景と人物／8〜9月 ▶富士山ほか紙幣に描かれた風景や人物の紹介と紙幣の展示。

川
笛吹

おちい

くなど

かすがい

かつぬま
ぶどうきょう

市川三郷町

かいいわま

早川町
富
士
川

武田信玄と甲州金、紙幣に描かれた風景と人物

かいすみよし

じょうえい

線
身延

⓫ 山梨中銀金融資料館

こくぼ

こいかわ

かじかざわぐち

¡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

昭和町

南アルプスＩＣ

いさわ
おんせん

甲州市

えんざん

やまなしし

2 11 1

みなみこうふ

甲府昭和ＩＣ

南アルプス市

早川

郷土の祈り 宝鏡寺薬師堂

こうふ

りゅうおう

車道
中部横断 自動

白根ＩＣ
しらね

春夏秋冬：一竹辻が花に観る四季の彩り

2月12日（火）〜11月10日（日）
▶修復によって、生まれ変わった宝鏡寺を記念して、宝鏡寺十二神将立像（大月市指定文化財）を公開いたします。

4 6

しおざき

富士川町

❿ 大月市郷土資料館

千代田湖

双葉ＪＣＴ

¡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

¡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

甲府市

双葉ＳＡ

にらさき

猫のダヤン・池田あきこの世界

1月12日（土）〜12月24日（火）
▶数ある一竹辻が花作品の中から、百花草木をモチーフに制作された、季節感あふれる作品群を春夏秋冬に合わせて展示します。

小菅村

線

急行

富士

都留市

道

韮崎ＩＣ

ひがしやまなし

川
無

釜

韮崎市

1月12日（土）〜11月10日（日）
▶猫のダヤンが不思議な国「わちふぃーるど」で活躍するさまを描いた絵本で池田あきこさん作の原画を展示します。

❾ 久保田一竹美術館

花かげの里
まきおか

しんぷ

¡富士河口湖町船津6663-1 20555-72-0259 =8:30〜17:00（入館は16：30まで。夏季延長あり） ?年中無休 http://www.yamanashi-kankou.jp/visitor/index.html
;車：中央自動車道河口湖 ICすぐ／電車：富士急行線河口湖駅バス約５分

❽ 河口湖・木ノ花美術館

料

14

長坂ＩＣ

八ヶ岳ＰＡ

動

http://www.kai-zenkoji.or.jp/3/index.html

南きよさと

こぶちざわ

中央自動車道

¡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
;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

かいおおいずみ

小淵沢ＩＣ

本線
中央

1月12日（土）〜11月10日（日）
▶病気平癒・子授け・安産の霊像として知られている、平安時代の秘仏「峯薬師」
（甲府市指定文化財）を特別公開します。

12

線

小海

坂ト
ン
ネ
ル
有

こぶちさわ

雁

13

み ね の やくし

特別公開 峯薬師

きよさと

❻ 甲斐善光寺宝物館

かいこいずみ

¡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

車

どうし

忍野村

道志村

富士吉田

東富

士五

富士吉田市

湖道

路

山中湖ＩＣ

山中湖村
山中湖

身延町
しおのさわ
みのぶ

かいおおしま

うつぶな

よりはた

南部町

とみざわ

いで

とおしま

¡甲府市中央2‐11‐12 2055-223-3090 =9:00〜17:00（入館は16:00まで）
?金曜・土曜・祝日・12月29日〜1月4日 http://www.yamanashibank.co.jp/comm/area/material.html
;車：中央自動車道甲府昭和IC約20分／電車：JR中央本線甲府駅徒歩約15分

16

17

日中国交正常化40年と石橋湛山

印伝のさまざま

エントランス展（企画展）祈りのよこがお
木造寄木地蔵菩薩立像（安養寺）

筆の向くまま 気の向くまま
津田青楓

10

October

2012.

【甲府市】
15 〜4/7 （国文祭記念事業）

日中国交正常化40年と石橋湛山

40年前の日中国交正常化の意義と２度の訪中、石橋・周共
同宣言など国交正常化のために石橋湛山が果たした役割
を展示します。
【開館時間】12:30〜17:00
【休館日】火曜・水曜・祝日・８月24日〜31日・12月28日
〜１月６日
:山梨平和ミュージアム 石橋湛山記念館
;甲府昭和ICから車約15分
;JR身延線南甲府駅 から徒歩約15分
<山梨平和ミュージアム 石橋湛山記念館
1055-235-5659

11

2012.

November

2 〜2/13 【南アルプス市】

ふるさと文化伝承館エントランス展
（企画展）
祈りのよこがお

南アルプス市に残された仏像や神像を通じ、
南アルプス市
の信仰のプロフィールをひもときます。
:南アルプス市ふるさと文化伝承館 ;中部横断自動車道
白根ＩＣから車約10分 ;ＪＲ竜王駅からタクシー約10分
<南アルプス市ふるさと文化伝承館 1055-282-7408
<南アルプス市教育委員会文化財課 1055-282-7269

12

2012.

December

【甲府市】
1 〜3/3 （国文祭記念事業）

印伝のさまざま

季節ごとにテーマを変え、
印傳の古典作を紹介します。
【開館時間】10:00〜17:00
【休館日】年末年始・展示替え期間
:印傳博物館
;甲府昭和ICから車約15分
;JR中央本線甲府駅 から徒歩約15分
<印傳博物館
1055-220-1621
【甲州市】
8 〜1/27 （冬季企画展）

甲州市内の出土品Ⅱ
〜ワインの町の縄文時代〜

甲州市の縄文時代にスポットを当て、縄文人たちが残した
素晴らしい品々を紹介し、
山梨県がもつ歴史的財産である
この豊かな縄文文化を皆さんに知って頂く機会になればと
思います。
【開館時間】9:00〜17:00
（入館は16：30まで）
【休館日】月曜
（1月14日と21日を除く）
・祝日の翌日、12
月19日〜12月25日、12月29日〜1月1日
¡甲府市下曽根町923
http://www.pref.yamanashi.jp/kouko-hak/
:山梨県立考古博物館 ;中央自動車道甲府南ＩＣから
車約１分
（すぐ前） ;JR中央本線甲府駅からバス約30分
<山梨県立考古博物館 1055-266-3881

18

リフレふじよしだ新春まつり

山梨ゆかりのプラネタリウム番組

甲州市道祖神まつり

豊富地域 道祖神と祭り

【中央市】
15 〜2/24 （国文祭記念事業）

豊富地域 道祖神と祭り

中央市豊富地区内にある道祖神及び祭りの写真を資料
館展示コーナーにおいて展示します。
【開館時間】9:00〜17:00
【休館日】月曜（祝日の場合は翌日）
・祝日の翌日・12月28日〜1月4日
:中央市豊富郷土資料館 ;中央自動車道甲府南ＩＣか
ら車約25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 1055-269-3399

21 〜3/3 【北杜市】

八ヶ岳温泉・遊湯ラリー

八ヶ岳と言えば温泉。南麓エリアに多く点在する温泉の
どれもが、同じ泉質がありません。温泉地でスタンプラ
リーを開催し、八ヶ岳の温泉を堪能していただける様
に、各施設で独自のサービスを展開、更にラリー参加の
方へは期間終了後、抽選で素敵なプレゼント。
:北杜市・長野県富士見町・原村の参加温泉施設
<(社)八ヶ岳ツーリズムマネジメント 10551-48-3457

1

2013.

January

【甲府市】
1月〜11月（国文祭記念事業）

山梨ゆかりのプラネタリウム番組

オリジナルで制作してきたプラネタリウム番組のうち、
山梨にゆかりのあるテーマの番組を期間を通じ、4種類
投影いたします。
【開館時間】9:30〜17:00
（夏休中は18：00まで）
【休館日】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、臨時休館あり）
:山梨県立科学館 ;中央自動車道甲府昭和ICから車
約25分 ;ＪＲ中央本線甲府駅 から徒歩25分、バス約
20分 <山梨県立科学館 1055-254-8151

【笛吹市】
（国文祭記念事業）
1月〜11月（前期・後期あり）

筆の向くまま 気の向くまま 津田青楓

日本画・油絵・書・短歌・随筆などに才能を発揮した、マル
チ芸術家、青楓の芸術活動の全容を紹介します。
【開館時間】9:00〜17:00
【休館日】月曜・祝日の翌日・12月27日〜１月７日
:笛吹市青楓美術館 ;中央自動車道勝沼ICから車約
10分 ;JR中央本線山梨市駅からタクシー約15分
<笛吹市青楓美術館 10553‐47‐2122

1㊗〜3 【富士吉田市】

リフレふじよしだ新春まつり

リフレふじよしだエリアにて新春イベントが行われます。もち
つき大会や獅子舞公演など内容盛りだくさんのイベントです。
:道の駅富士吉田
（富士吉田市新屋1936-6） ;中央
自動車道河口湖ＩＣから車約10分 <ふじよしだ観光振
興サービス 10555-21-1000
【甲府市】
2 〜3/3 （国文祭記念事業）

山梨県立美術館 ミレーコレクションのすべて

「ミレーの美術館」
として、およそ70点の作品・資料を所
蔵。国文祭の開催を記念し、所蔵するミレーの作品をす
べて展示します。
【開館時間】9:00〜17:00
（入館は16：30まで）
【休館日】月曜・祝日の翌日・12月28日〜1月1日
（ただし、臨時開館・臨時閉館あり）
¡甲府市貢川1-4-27 :山梨県立美術館 ;中央自動
車道甲府昭和ＩＣから車約10分 ;JR中央本線甲府駅か
らバス約15分 <山梨県立美術館 1055-228-3322

特別公開 峯薬師

和太鼓の祭典

猫のダヤン・池田あきこの世界

手づくり甲冑教室開講事業

【笛吹市】
2 〜28 （国文祭記念事業）

どうそじん・ワンダーワールドAGAIN
−やまなしの道祖神祭り−

展示を通じて道祖神信仰の歴史と祭りの多様性を知り、
地
域文化を振り返るきっかけをつくるとともに、地域社会の
絆の再生に、
祭りや信仰が果たす役割を探ります。
【開館時間】9:00〜17:00
（入館は16：30まで）
【休館日】火曜（祝日の場合は翌日）
・祝日の翌日・12月
29日〜1月1日、その他臨時開館・休館あり
¡笛吹市御坂町成田1501-1
:山梨県立博物館
;中央自動車道一宮御坂ICから車約8分
;JR石和温泉駅からバス約10分
<山梨県立博物館 1055-261-2631
【甲州市】
12 ・14㊗（国文祭）

甲州市道祖神まつり

笛と太鼓のお囃子にのり十二段の舞で構成される
「田野
十二神楽」
や大太鼓の上に乗る役者が、歌舞伎を演じる
「藤木道祖神祭太鼓乗り」
など道祖神まつりを体感。
:各会場
<第28回国民文化祭甲州市実行委員会事務局
10553-32-5097
【韮崎市】
（国文祭）
12 〜11/10 （この間に2回程度）

手づくり甲冑教室開講事業

段ボールと厚紙を素材とし、甲冑を制作。本格的に制作
するシニアコースと、親子で楽しめるジュニアコースを
設ける。国文祭イベントや祭り、各種キャンペーンなどに
参加する事も目的とする。
:韮崎市神山町鍋山公民館、
県立美術館・ワークショップ室
;中央自動車道甲府昭和ＩＣから車約20分
;ＪR中央本線甲府駅からバス１５分
<第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局
1055-223-1360
【甲府市】
12 〜11/10 （国文祭記念事業）

特別公開 峯薬師

病気平癒・子授け・安産の霊像として知られている、平安時
代の秘仏「峯薬師」
（甲府市指定文化財）
を特別公開します。
【開館時間】9:00〜16:30
【休館日】無し
（年中無休）
:甲斐善光寺宝物館
;中央自動車道一宮御坂ICから車約20分
;JR身延線善光寺駅から徒歩約７分
<甲斐善光寺宝物館 1055-233-7570
【富士河口湖町】
12 〜11/10 （国文祭記念事業）

Mt.fuji is your hometown
〜富士山は、心のふるさと〜

折り紙の
「富士山」
を壁面に貼りつけるワークショップや
「太陽光発電」
に関わるエコエネルギーの工作を展示し
ます。
【開館時間】8:30〜17:00
（季節による変動あり）
【休館日】無し
（年中無休）
:山梨県立富士ビジターセンター
;中央高速道河口湖ICから車すぐ
;富士急行線河口湖駅からバス約５分
<山梨県立富士ビジターセンター
10555‐72‐0259

一竹辻が花に観る四季の彩り

文化庁メディア芸術祭山梨展

河口湖・冬花火
（イメージ）

地歌舞伎の祭典

民俗芸能の祭典

【富士川町】
【富士河口湖町】 19 ・20 （国文祭）
12 〜11/10 （国文祭記念事業）

猫のダヤン・池田あきこの世界

猫のダヤンが不思議な国
「わちふぃーるど」
で活躍するさ
まを描いた絵本で池田あきこさん作の原画を展示します。
（12月〜2月の平日は10:00〜16:00）
【開館時間】9:00〜17:00
（ただし、
展示替えによる臨時休館あり、
要問い合せ）
【休館日】
無し
:河口湖・木ノ花美術館
;中央高速道河口湖ICから車約20分
;富士急行線河口湖駅からバス約25分
<河口湖・木ノ花美術館 10555‐76-6789
【富士河口湖町】
12 〜12/24 （国文祭記念事業）

春夏秋冬：一竹辻が花に観る四季の彩り

数ある一竹辻が花作品の中から、百花草木をモチーフ
に制作された、季節感あふれる作品群を春夏秋冬に合
わせて展示します。
【 開館時間 】
（ 4〜11月）9:30〜17:30、
（ 12〜3月）
10:00〜16:30
【休館日】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
:久保田一竹美術館 ;中央高速道河口湖ICから車約
15分 ;富士急行線河口湖駅からバス約25分
<久保田一竹美術館 10555‐76‐8811
【甲府市】
12 〜20 （国文祭）

国民文化祭オープニングウィークイベント
12 オープニングイベント
:コラニー文化ホール
;JR中央本線甲府駅シャトルバス約１０分

13 やまなし発見フォーラム（シンポジウム）
:山梨学院大学メモリアルホール
;JR中央本線酒折駅徒歩約3分
このほか、
オープニングウィーク期間を通じて甲府駅北口
よっちゃばれ広場においてウエルカムイベントを開催。
<第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局
1055-223-1357

文化庁メディア芸術祭山梨展

12 〜20

「文化庁メディア芸術祭」
の歴代受賞作品の数々を展示・
上映。映像、
ウェブ、ゲーム、アニメーションをはじめとす
るメディア芸術を紹介します。
:山梨県立図書館ほか ;JR中央本線甲府駅すぐ
<文化庁メディア芸術祭山梨展事務局
（
（株）
アドブレー
ン社内）
1055-231-3311
【甲府市】
14㊗〜3/17 （国文祭記念事業）

文学館至宝展 よみがえる文豪の素顔

開館以来収蔵してきた文学者の原稿・書簡・書画・愛用品な
どから選りすぐりの資料を一堂に展示します。夏目漱石、
樋
口一葉、
芥川龍之介、
井伏鱒二、
太宰治など。
【開館時間】9:00〜17:00
（入館は16：30まで）
（閲覧室
は平日9:00〜19:00、土日祝：9:00〜18:00）
【休館日】月曜・祝日の翌日・12月28日〜1月1日
（ただ
し、臨時開館・臨時閉館あり）
¡甲府市貢川1-5-35
:山梨県立文学館
;中央自動車道甲府昭和ＩＣから車約10分
;JR中央本線甲府駅からバス約15分
<山梨県立文学館 1055-235-8080

フットパス
朝市とワイナリーめぐり 「いさわ温泉の日」記念イベント

西湖樹氷まつり

和太鼓の祭典

全国からの民俗系、創作系の和太鼓の団体が集い競演。
:富士川町ますほ文化ホール ;中部横断自動車道増
穂ICから車約5分 ; JR身延線市川大門駅からタク
シー約10分 <第28回国民文化祭富士川町実行委員
会事務局 10556-22-5361
【南部町】
19 （国文祭）

地歌舞伎の祭典

歴史ある地歌舞伎保存団体による歌舞伎の公演。
【出演】
○出雲歌舞伎むらくも座（島根県）/○久谷地区伊予八
百八狸保存会
（愛媛県）
/○内船歌舞伎保存会
（山梨県）
:南部町文化ホール ;新東名高速道路新清水ICから
車約30分 ;JR身延線内船駅から徒歩約６分
<第28回国民文化祭南部町実行委員会事務局
10556-64-3115
【北杜市】
19 ・2/16 （国文祭）

北杜24景フットパス

「北杜24景」
をめぐるフットパス、
ウォーキング大会を開催。
1/19
（土）
スノーシューで歩く清里の森
2/16
（土）
甲州街道 台ヶ原宿 ※３月以降も実施
:市内各所 <第28回国民文化祭北杜市実行委員会
事務局 10551-42-1373
【富士河口湖町】
19 〜2/24 （の間の土・日曜日開催）

2013 河口湖・冬花火

冬の河口湖の風物詩。本年は湖岸３ヶ所
（メイン：大池公
園、サブ：畳岩と八木崎公園）
で打ち揚げます。澄みきった
冬の夜空を様々な花火が彩ります。
（各日 20：00〜20：20）
:メイン会場：大池公園 ;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徒歩約３０分
<河口湖冬花火実行委員会
（富士河口湖町観光連盟内）
1０５５５−７２−３１６８
<※当日は、富士河口湖観光総合案内所
1０５５５−７２−６７００
【甲州市】
20 （国文祭）

民俗芸能の祭典

民俗芸能の伝承者が全国から集い、その技を広く紹介
します。併せて民俗芸能に関する写真や地域の風俗資
料などの展示も開催します。
:甲州市民文化会館ホール ;中央自動車道勝沼ＩＣか
ら車約20分 ;ＪＲ中央本線塩山駅から徒歩約20分
<第28回国民文化祭甲州市実行委員会事務局
10553-32-5097

山梨文学シネマアワード

石和温泉冬花火
─笛吹川の舞─（イメージ）

26 〜2/24 【北杜市】
かまくらカフェ

みんなでかまくらに入ってあったかメニューを食べれば、
心も体もポカポカに。冬を満喫できること間違いなしで
す。今回は 八ヶ岳天空博覧会 のパビリオンとして開催
します。メンテナンス日
（1/28、2/4、2/12、2/18）
は休
業となります。
:ネオオリエンタルリゾート八ヶ岳高原
（北杜市大泉町谷
戸8741） ;中央自動車道小淵沢Ｉ
Ｃから八ヶ岳高原ライン
経由車約10分 ;ＪＲ小淵沢駅からタクシー約10分 <ネ
オオリエンタルリゾート八ヶ岳高原 10551-38-2336

27

【甲府市】
ほか
（国文祭）

甲斐レジスタンス

甲斐の国を愛する音楽ユニット風カヲル時、落語家三枝
亭二郎を中心に甲州弁にこだわった他に類を見ない音楽
芝居を行う。原作桂三枝改め六代文枝。近未来、甲斐の国
は独立する！
:桜座 ;ＪＲ中央本線甲府駅から徒歩約12分
<第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局
1055-223-1360

27 【笛吹市】

「いさわ温泉の日」
記念イベント

１
（い）
３
（さ）
０
（わ）
にちなみ、
１月３０日を
「いさわ温泉の
日」
と定めています。
「いさわ温泉の日」
を記念した様々な
イベントを行います。
:石和源泉足湯ひろば ;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15分
<石和温泉観光協会 1０５５−２６２−３６４５

31 〜2/1 【甲府市】

2013 山梨文学シネマアワード

山梨という
「物語の文化遺産」
に満ちた場所で、
「映画と文
学をテーマにした映画賞」
を軸に著名な映画人らを招い
た授賞式や祝賀パーティー、受賞記念講演会、それらに連
動する企画で湯村温泉郷を中心に開催いたします。
:湯村温泉郷 ;中央自動車道昭和ＩＣから車約20分
;ＪＲ中央本線甲府駅からバス約20分
<2013山梨文学シネマアワード実行委員会
（
（株）
常磐
ホテル内） 1055-254-3111

2

2013.

February

【甲州市】
2月〜11月の第1日曜日（国文祭）

フットパス・朝市とワイナリーめぐり

勝沼の朝市とフットパスガイドツアー。コースはかつぬま
朝市を起点に
「ワインの歴史コース」
、
「甲州街道宿場町
コース」
「
、ぶどうの里寺町コース」
など。
:かつぬま朝市会場ほか
<第28回国民文化祭甲州市実行委員会事務局
10553-32-5092

26 〜2/3 【富士河口湖町】

1 〜3 、8 〜17 、22 〜26 【笛吹市】

高さが10mにもなる樹氷は迫力満点。また、ライトアッ
プされた氷のオブジェは幻想的な雰囲気を醸し出しま
す。西湖野鳥の森公園にて、凛と澄んだ大気の中で大自
然が生んだ芸術を堪能できます。イベント期間中には幻
の魚
「クニマス」
の生体展示も行われます。
:西湖野鳥の森公園 ;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レトロバス約45分
<富士河口湖町観光課 1０５５５-７２-３１６８

夏の花火と一味違い、鮮やかな光が空気の澄んだ夜空
を染めあげます。開催期間中は、甘酒やおしるこのサー
ビスもあります。
打ち上げ時間：20：30〜20：50
（20分間）
:笛吹川河川敷
（鵜飼橋上流側）
;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徒歩約２０分
<石和温泉旅館協同組合 1055-262-3626

西湖樹氷まつり

石和温泉冬花火 ─笛吹川の舞─

19

七賢酒蔵開放

十日市 in 瓦会館まつり

厄除地蔵尊祭り

道の駅なるさわ ふじさん祭り

ひな飾りと桃の花まつり

秀麗富嶽十二景写真フェスティバル

郷土の祈り 宝鏡寺薬師堂

中村キース・ヘリング美術館 コレクション展

甲州ワインフェスタ

動物の顔
［前期］

浄土曼荼羅完成・特別展

一之酉祭典
（いちのとりさいてん）

大神宮祭

2

2013.

February

1 〜28 【北杜市】

寒いほどお得フェア

朝 1 0 時 時 点 の 気 温によって 参 加して いる店 舗 のメ
ニューやプランが最大で50％オフになります。その日の
割引率と割引対象メニューは、実施店舗の店頭に示した
看板または清里観光振興会HPでチェック！今回は 八ヶ
岳天空博覧会 のパビリオンとして開催します。
:北杜市・長野県富士見町・原村の参加店舗
<清里観光振興会 10551-48-2200

3 【市川三郷町】

一之酉祭典
（いちのとりさいてん）

千年余りの歴史を誇る祭典であり、甲府盆地に春を告げ
るお祭。太々神楽の奉納を行う。
:表門神社
;中央自動車道甲府南ICから車約20分
;ＪＲ身延線芦川駅から徒歩約3分
<市川三郷町生涯学習課 1055-272-6094

3

【甲府市】
夕方〜

大神宮祭

甲府盆地に春を告げるお祭りとして、江戸時代から続いて
おり
「大神
（だいじん）
さん」
と呼ばれ、親しまれている節分
会。沿道には、切りざんしょう、がらがら、飴、
ご当地グルメ
などの店が並び、商売繁盛、家内安全を願う人たちで賑わ
います。この祭りのときだけに売り出されるお菓子『がら
がら』
が人気です。
:横近習町大神宮
（甲府市中央２丁目）
、柳町大神宮
（甲
府市中央４丁目）
;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10分
<
（株）
吉字屋本店 1055-232-3111

7 〜11㊗【北杜市】

八ヶ岳オーロラ伝説

2003年10月に太陽の表面で起きた大規模な爆発
（フレア）
の影響により、八ヶ岳で
「低緯度オーロラ」
が観測されました。
その事実に基づいた幻想的で壮大なレーザーショーです。
今回は 八ヶ岳天空博覧会 のパビリオンとして開催します。
冬の美しい星空も必見です。
：丘の公園清里ゴルフコース
（北杜
: 2月7日（木）〜9日（土）
市高根町清里3545-5）
;中央自動車道須玉ＩＣ・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
（日）
・11
（祝）
：富士見高原リゾート
:2月10日
;中央自動車道小淵沢ＩＣから車約20分
<
（社）
八ヶ岳ツーリズムマネジメント 10551-48-3457
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富士讃美展
−アーティストとこどもたち−

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

9 〜17 【北杜市】

第35回七賢酒蔵開放

日本酒をより多くの人に知っていただきたいとの思いか
ら毎年、酒造りの最も盛んなこの時期に酒蔵を開放して
おります。蔵開きでは、例年通り約30種類のきき酒
（有料）
ができ、特にこのときだけの限定販売するしぼりたて無濾
過原酒やにごり酒などの
「旬のお酒」
を堪能できます。
:山梨銘醸
（株）
構内
;中央自動車道長坂ＩＣから車約25分、須玉ＩＣから車約３
０分 ;ＪＲ長坂駅からタクシー約15分、
小淵沢駅からタク
シー約20分
<七賢醸造元 山梨銘醸
（株） 10551-35-2236
【富士吉田市】
9 〜5/5㊗（国文祭）

ライブをとおして
地域の伝統文化・富士山を中心とした
自然のありがたさを感じる
地元に残る伝説を題材にしたオリジナル曲を、ゆかりの
地で歌うライブ。2月は富士吉田市に残る徐福伝説を題
材とし、全国から集まった徐福会による座談会や徐福に
関する音楽ライブを行う。
:明見湖公園はす池体験工房ほか ;中央自動車道河
口湖ＩＣから車約15分 ;富士急行線葭池温泉前駅から
タクシー約10分 <第28回国民文化祭山梨県実行委
員会事務局 1055-223-1360

【南アルプス市】
10 ・11㊗（国文祭）

十日市 in 瓦会館まつり
通し鬼 で十日市の復活を

南アルプスの祭
「十日市」
と同時期に
「通し鬼」
と称する巨
大鬼瓦の口をめがけ、素焼きの小皿を投げる
「かわらけ
投げ」
を行うイベントを開催。また、
「かわらけ」
参加者自
身で制作出来る催しも実施予定。
:若草瓦会館
（南アルプス市）
;中部横断自動車道南アルプスICから車約５分
;JR身延線東花輪駅からタクシー約10分
<第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局
1055-223-1360

ハウス桃宴

【大月市】
12 〜11/10 （国文祭記念事業）

郷土の祈り 宝鏡寺薬師堂

修復によって、生まれ変わった宝鏡寺を記念して、宝鏡寺
の十二神将立像
（大月市指定文化財）
を公開いたします。
【開館時間】9:00〜17:00
【休館日】月曜・祝日の翌日・12月28日〜1月4日
:大月市郷土資料館 ;中央自動車道大月ICから車約
15分 ;JR中央本線猿橋駅から徒歩10分
<大月市郷土資料館 10554-23-1511

13 ・14 【甲府市】
厄除地蔵尊祭り

塩澤寺のお地蔵さんの耳がこのときだけよく聞こえる
と言われ、願いを聞いてもらおうと厄除けや願かけに、
また、ご利益にあやかろうとたくさんの参拝客が全国か
ら訪れます。願いを聞いてくれるお地蔵さんは、全国で
も珍しい石心木仏でうるし塗り、金箔押しで、県の指定
文化財にも指定されています。
:塩澤寺 ;中央自動車道昭和ＩＣから車約20分
;JR中央本線甲府駅からバス約20分
<塩澤寺 1055-252-8556
【甲府市】
13 〜18 （国文祭）

富士讃美展 −アーティストとこどもたち−

富士をテーマに創作活動をする作家45名の作品とワー
クショップで制作した子供たちの作品を展示。また講演
会
「浮世絵から読み取れるもの」
（13日）
やアートに触れ
る体験会などを開催。
（入場無料）
。
:山梨県立図書館 イベントスペース ;中央自動車道
甲府昭和ICから車約20分 ;JR中央本線甲府駅からす
ぐ <第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局
1055-223-1360

14 〜3月中旬【笛吹市】
ハウス桃宴

日本一早く桃のお花見が出来ます。
ビニールハウス内なの
で、
天候の心配をせず、
いつでも気軽に楽しめます。入園料
500円。開園時間は10：00〜15：00で持込は自由です。
:石和町富士見地区のハウス桃園 ;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
タクシー約20分 <ＪＡふえふき富士見支所
1055-262-2158
（開催前）
／055-262-3853
（開催中）

11㊗〜4/18 【甲州市】

【大月市】
17 〜3/3 （国文祭）

甘草屋敷を主会場に、
「 ひな飾り」
と甲州市の伝統や特
色を活かした
「つるし飾り」
を広く展示いたします。
:重要文化財旧高野家住宅「甘草屋敷」
;中央自動車道勝沼ＩＣから車約25分
;ＪＲ中央本線塩山駅北口より徒歩約１分
<甲州市観光交流課
10553-32-2111
（内線295・296）

第20回を迎えた秀麗富嶽十二景写真コンテストの歴代
優秀作品の写真展。富士山を眺めるのに適した角度と距
離を併せ持つ大月市からの眺望を紹介します。
:大月市民会館ほか ;中央自動車道大月ICから車約
５分 ;JR中央本線大月駅から徒歩約１０分
<第28回国民文化祭大月市実行委員会事務局
10554-23-8050

ひな飾りと桃の花まつり

秀麗富嶽十二景写真フェスティバル

世界の絵本原画展

J.S.バッハ〈ヨハネ受難曲〉演奏会&アカデミー

武田信玄と甲州金

窟観音祭典

23 【鳴沢村】

【身延町】
10 （国文祭）

鳴沢村産のジャガイモを使った
「こちいも・みそころがし」
や、
しみキャベツを使った味噌汁を無料提供。富士山博
物館にて富士山の湧水でいれたコーヒーを無料サービ
ス。また、特別福袋１０袋をご用意いたします。
:道の駅なるさわ
;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タクシー15分
<鳴沢村農業協同組合(道の駅なるさわ物産館）
10555-85-3366
<なるさわ 富士山博物館 10555-20-5600

聴覚障害者や関係著名人が講演を行い、
聴覚障害者への理
解と手話の普及に繋げる。また手話を学ぶ県内外のグルー
プが手話スピーチや手話コーラス＆ダンスなどを披露。
:身延町総合文化会館
;中部横断自動車道増穂ICから車約40分
;JR身延線身延駅からタクシー約10分
<第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局
1055-223-1360

道の駅なるさわ ふじさん祭り

3

2013.

March

【甲府市】
3月〜4月（国文祭記念事業）

武田信玄と甲州金

江戸時代の貨幣制度のルーツである甲州金の解説と甲
州金の展示。
【開館時間】
9:00〜17:00
（入館は16:00まで）
【休館日】
金曜・土曜・祝日・12月29日〜1月4日
:山梨中銀金融資料館
;中央自動車道甲府昭和ICから車約20分
;JR中央本線甲府駅から徒歩約15分
<山梨中銀金融資料館 1055-223-3090
【北杜市】
1 〜11/10 （国文祭記念事業）

世界の絵本原画展

国内外の絵本作家をとりあげて、作品
（絵本原画）
をご紹
介します。会期中に、数回展示替えを行います。
【開館時間】
9:30〜17:30
【休館日】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
:えほんミュージアム清里 ;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
<えほんミュージアム清里 10551‐48‐2220
【甲州市】
2 （国文祭）

甲州ワインフェスタ

甲州種ワインとナチュラルチーズの組み合わせを紹介
し、
ワインの新たな楽しみ方を提唱します。
①チーズプロフェッショナルによる講演会
②ソムリエとチーズプロフェッショナルによる対談形式の
セミナー
:勝沼ぶどうの丘 ;中央自動車道勝沼ICから車約20
分 ;ＪＲ中央本線勝沼ぶどう郷駅から徒歩30分
<第28回国民文化祭甲州市実行委員会事務局
10553-32-5092

手話パフォーマンスフェスタ２０１３

【北杜市】
15 〜2014/1/6 （国文祭記念事業）

2013年度中村キース・ヘリング美術館
コレクション展

1980年代ニューヨークのアートシーンを席巻した、キー
ス・ヘリングの作品
「サブウェイ・ドローイング」
などを一
堂に展示します。
【開館時間】
10:00〜17:00
【休館日】
無し
（ただし、1月中旬〜3月中旬は冬期休館）
:中村キース・ヘリング美術館
;中央自動車道小淵沢ICから車約６分
;JR中央本線小淵沢駅からバス約１３分
<中村キース・ヘリング美術館
10551-36-8712
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【甲府市】
（国文祭）

J.S.バッハ〈ヨハネ受難曲〉
演奏会&アカデミー

J.S.バッハの〈ヨハネ受難曲1749〉をヒストリカルな演奏
スタイルで上演（完全上演としては山梨初）。2月24日
（日）には解説を交えたプレコンサートを行う。その後
ワークショップを通じてバロック音楽のスタイルを学ぶ。
:甲府市総合市民会館 芸術ホール ほか
;中央自動車道甲府南ＩＣから車約25分
;ＪＲ中央本線甲府駅からバス約１1分

<第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局
1055-223-1360

19 ・20㊗【韮崎市】
窟観音祭典

平安時代、弘法大師が観音石仏を洞窟に安置したと伝えられ
る窟観音雲岸寺で行われる、峡北に春を告げるお祭り。お稚
児さん行列や屋台が並び賑わう。
:雲岸寺（韮崎市中央町11-2）
;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
<雲岸寺 1０５５１-２２-０３８７

身延山三門
みのぶジュニアコーラス夜桜コンサート

手話パフォーマンスフェスタ

いのち、きらめく

【北杜市】
20㊗〜12/1 （国文祭記念事業）

浄土曼荼羅完成・特別展

12年の歳月をかけて描いた安達原玄83才、渾身の作。
希望があれば作品解説をいたします。浄土の世界をご堪
能ください。
【開館時間】
9:00〜17:00
【休館日】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）
:安達原玄仏画美術館
;中央自動車道須玉ＩＣから車約10分
;ＪＲ中央本線長坂駅 からタクシー約10分
<安達原玄仏画美術館
10551‐46‐2311
【北杜市】
23 〜7/16 （国文祭記念事業）

動物の顔
［前期］

日本で唯一の動物画専門の美術館として、
１万点以上の
収蔵作品から選りすぐりの作品を展示いたします。
【開館時間】
10:00〜17:00
（入館は16:00まで）
【休館日】
水曜、
ただし8月は無休
:薮内正幸美術館
;中央自動車道小淵沢ICから車約15分
;JR中央本線小淵沢駅からタクシー約10分
<薮内正幸美術館
10551-35-0088
【富士河口湖町】
23 〜9/17 （国文祭記念事業）

いのち、きらめく

創作人形作家、与 勇輝
（あたえ ゆうき）
の作品展。木綿
の布の生き生きとした作品を展示します。
【開館時間】
9:00〜17:00
【休館日】
木曜・年末・展示替日
（ただし６月〜８月は無休）
:河口湖ミューズ館・与勇輝館
;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１２分
<河口湖ミューズ館・与勇輝館
10555‐72‐5258
【身延町】
30 （国文祭）

身延山三門
みのぶジュニアコーラス夜桜コンサート

文化財である身延山三門をステージに、
子どもたちの合唱
と伝統ある雅楽のコンサート。夜桜の香る久遠寺に響く歌
声に
「身延・ふるさと」
をテーマとした写真映像を添えます。
:身延山三門
（仁王門）
;中部横断自動車道増穂ICから車約５０分
;ＪＲ身延線身延駅からバス約１5分
<第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局
1055-223-1360
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「特典・割引クーポン」
と
「宝めぐりプレゼント」
山梨の旅をさらにお 得 に！
！
❶「特典・割引クーポン」

週末は山梨にいます。

宝めぐりプレゼント

有効期限：平成２５年３月３１日
（日）
まで

※Ｐ12・Ｐ13の間にある
「ご利用施設一覧」
の対象施設で利用できます。
※特典を受ける際には、必ずクーポンをご提示ください。
特典・割引内容については、下記ウェブサイトで掲載しておりますので
ご確認ください。

❷特典・割引クーポンご利用施設
一覧の対象施設ともう１箇所を巡って
「宝めぐりプレゼント」
に応募！
！

抽選で、山梨ならではの素敵なプレゼントが届きます。

冬 プレゼント
富士吉田市

ご応募締切／平成25年3月31日（日）

吉田のうどんぶりちゃんシャーペン・

５名様

吉田のうどんぶりちゃん携帯ストラップ １セット
都留市

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

大月市

大月市秀麗富嶽十二景写真コンテスト

２名様

入選作品集
（第１回〜５回、
第６回〜１０回各１冊）

応募締切：平成25年３月31日
（日）
まで消印有効

中央市特産品
「フレッシュトマト
（桃太郎）
（
」２０個入り） 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

ット内容は
身延町特産品詰合せセット ※画像と現物のセ
変わる場合もあります。

５名様

南部町

なんぶの湯回数券 １１枚綴

５名様

富士川町

竹林堂から名物あめ甲斐玉セット

西桂町

バナジウム元祖富士山のうまい水
（２ℓ）
６本入り

５名様

山中湖村

山中湖ワイン １本

１名様

甲斐玉
（茶玉・黒玉・塩飴・
とうもろこし飴の計４袋）

富士河口湖町「道の駅かつやま」
イトリキカレー
（レトルト）

５名様

５名様

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

約60分
中央自動車道

岡谷JCT

甲府昭和IC

約60分

中央自動車道

甲府昭和IC

約1時間30分
中央自動車道

甲府昭和IC

約3時間
国道52号線
約1時間30分
国道138号線
約30分

中部横断自動車道・
中央自動車道

増穂IC

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）

須走IC

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
登頂証明書

新

宿

駅

松

本

駅

JR中央本線（特急）
約1時間30分

登山記念状

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

名古屋駅

JR中央本線（特急）
約1時間10分
JR東海道新幹線
約1時間

http://www.fujisan3776.com/

検索

ノボルノボル富士山

約2時間10分

甲 府

駅

甲 府

駅

甲 府

駅

群馬県
JR

小海

長野県

線

動
自
央

小淵沢

埼玉県

車

山梨県

道

甲府

甲府昭和IC

圏央道
JR中央本線

中部横断
自動車道 増穂IC 中央自動車道
河口湖
身延

S o f t B a n k 、d o c o m o 、a uのA n d r o i d 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）

静岡県

東京都

大月

富士急行線

富士山

路
五湖道
東富士

ＪＲ身延線

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

バス
情報と
連動！

JR身延線（特急）

静岡駅

富士山登頂証明書オンライン発行サービス
「ノボルノボル富士山」

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。

富士山写真コンテスト

約15分

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

携帯からは
QRコードで

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

静岡方面から

②
「富士山登山記念状」
富士山に訪れた方全員に無料で
発行している記念状です。シス
テム上で作成した記念状データ
を ご 自 身 で ダ ウ ン ロ ード 。
facebook、twitterと連動し、
ダウンロードした記念状を容易
に投稿できます。

圏央道

埼玉方面から 圏央鶴ヶ島IC

静岡市方面

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！

※ウェブサイト・携帯からもクーポンがダウンロードできます。

静岡VS山梨

①
「富士山登頂証明書」
登頂＝山頂まで登りきった方へ
発行する有料
（1通1,050円＋送
料）
の証明書です。

町歩きふらっと案内

ウェブサイトからは

検索

富士山に登頂したことを証明する
「富士山登頂証明書」
をインター
ネットで発行オーダー出来るオンラインサービスを開始しました。

2

プレゼント内容については、
下記ウェブサイトでも掲載しております。

富士の国やまなし観光ネット

「富士山登頂証明書」発行サービス開始

（ココナッツカレー・インドカレー・ビーフカレーの３味セット）

（※１）
スタンプがない場合は、入場券の半券など施設の利用がわかるものでも結構です。
（※2）
プレゼント専用スタンプは特に設置しておりません。
（※3）応募はお一人様ハガキ1枚とし、1プレゼントに限らせていただきます。
【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、発送時のみ利用させていただきます。

http://www.yamanashi-kankou.jp/

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

中

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、特典・割引クーポンご利用施設一覧の対象施
設ともう１箇所（ご利用施設一覧の対象施設・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（※１）の２箇所分押してご
投函ください。
応募方法は、
ご利用施設一覧の対象施設の２箇所で応募するか、
ご利用
施設一覧の対象施設と山梨県内の観光地・鉄道各駅・観光施設などの
２箇所で応募してください。
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
社団法人やまなし観光推進機構
「宝めぐりプレゼント」
係
賞品は発送をもって発表にかえさせていただきます。

中央市

YA M A N A S H I P I C K U P N E W S

神奈川県

富士山を世界文化遺産に

フジテレビ
『ほこ×たて』
（ 毎週日曜よる7時から放送中）の番組企画で、山梨県内から見
える美しい富士山の姿を撮影した写真を、皆さんから募集します！色々な場所から眺める、
四季折々の美しい富士山の写真をお寄せください。
コンテストでは、春・夏・秋・冬 それ
ぞれのテーマで１枚ずつ。
また、四季とは別に特別枠で１枚。合計５枚の写真を選出し、平
成25年7月に放送予定の
『ほこ×たて』
で、全国の皆さんに紹介します！

山梨県産ワイン

ビー

ワイ

オー

石和温泉BYOキャンペーン

開催期間：平成25年3月31日 まで

詳細はウェブサイトから http://www.yamanashi-kankou.jp/hokotate/index.html

募集期間／平成25年5月7日締切 ※当日消印有効

やまなしほこたて

検索

賞
品／採用された作品は、
フジテレビ
『ほこ×たて』
の番組内で紹介させていただくほか、
県庁より素敵な賞品(賞品内容は県特産品の予定)もプレゼントします。
審査結果／審査結果は採用された方にのみ、
電話で御連絡いたします。

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1
応募先 山梨県庁観光部内 富士の国やまなしフィルム・コミッション
ほこ×たて富士山写真コンテスト係
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ほこ×たて富士山写真コンテスト係
お問い （山梨県庁観光部 富士の国やまなしフィルム・コミッション）
合わせ
TEL055-223-8878

実施中！

＜BYOとは・
・
・＞
「Bring Your Own」の略で
「お好きなワインをお持ち込みください」の意味。

■お問い合せ先 石和温泉旅館協同組合
〒406-0031 山梨県笛吹市石和町市部８２２
TEL.055-262-3626 FAX.055-263-4812

石和温泉旅館協同組合に加
盟 する3 5 施 設 では 、ワイナ
リーや酒販店などで購入した
好 み のワインを持 ち 込 める
「BYO
（ビー・ワイ・オー）
キャン
ペーン」
を実施します。
夕食時またはお部屋でお好き
なワインをお楽しみください！
また、
オープナー＆ワイングラ
スのご用意や
「冷やす」
などの
ご要望も承ります。

持ち込み料金はワイン1本
につき500円です。

本誌のデータは、平成25年1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。

山梨県内の手作り旅行

発売中！

(社)やまなし観光推進機構/富士の国やまなし旅センターでは山梨県内
の手作り旅行商品や体験プログラム商品等を集めた玉手箱をご用意して
います。一度、山梨県の玉手箱を開けて遊びに来てください。

地元の自慢が
詰まった手づくりの

旅

（社）やまなし観光推進機構 富士の国やまなし旅センター
TEL：０５５−２３１−２２３０ 営業時間／８：３０〜１８：００

http://www.yamanashi-kankou.jp/y-tabi/

いい旅やまなしナビ

検索
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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

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 〜
スカイツリーキティも登場！
！
開催中！
！

Tel.055-287-2511

同時開催！
藤城清治影絵展
「裸の大将」
山下清展

http://www.kageenomori.jp/

驚異の秘 泉

健康な人ほど
発汗作用！

パワースポットに湧き出でる
夜景絶景露天風呂の宿

スライダー付お風呂 日帰り入浴＆宿泊に

湯〜とぴあ

無料駐車場
最大400台

●ネット予約：カップルプラン
￥2,799〜
●通常予約：素泊りプラン
￥5,250〜
綺麗な源泉掛け流し、 甲府昭和ICから西へ約2km
●日帰り入浴 ホントウの温泉を
国道20号線沿い
ご体験下さい。
￥1,365
甲斐市富竹新田1300-1 ☎055-276-9111

の高速バス

ご予約
お問合

甲府 ⇔ 新 宿 線

身延 ⇔ 新宿線

北 杜･白 州 ⇔ 新 宿 線

甲府 ⇔ 京 都･大 阪 線

甲府 ⇔ 名古 屋 線

甲府 ⇔ 成 田 空 港 線

甲府 ⇔ 羽 田 空 港 線

積翠寺温泉

要

害

TEL 055-253-2611

http://www.yougai.co.jp/

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

好 評 運 行 中！

ダウンロード
（無料）

高速バス
『甲府⇔静岡線』22年ぶりに復活運行

GPSシステムで迅速配車

好評の便利タクシー実施中

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

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

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

富士山エリアを完全ガイド

0120-82-2121 24時間体制

