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お
車：中部横断自動車道 増穂I.C.⇒国道52号（約40分）/中央自動車道 河口湖I.C.⇒国道139号⇒国道300号（約60分）
新東名高速道路 新清水I.C⇒国道52号（約40分）
電
車：JR中央本線 甲府駅⇒JR身延線 下部温泉駅（約60分）
高速バス：東京方面 身延〜新宿線（約210分）/静岡方面 竜王・甲府〜静岡線（身延町梅平バス停）
（約90分）
観光情報に関するお問い合わせ：身延町役場 観光課 ☎ 0556-62-1116 URL http://www.town.minobu.lg.jp
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笛吹市桃源郷春まつり

観光 ＆イベントガイドブック

2014.3.1（Sat）▶ 2014.6.30（Mon）

平成26年

4月20日
（日）
開催！

川中島合戦戦国絵巻
場所：笛吹市役所前笛吹川河川敷
問い合わせ先

笛吹市観光物産連盟 TEL：055-261-2829

※設備点検の為、休業する場合がございます。

の高速バス

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

甲府 ⇔ 静 岡 線

『甲府⇔名古屋線』バス停新設

長野県南信地区に
「高森」
「上飯田」
バス停を
新設。飯田周辺地域から山梨方面へのアク
セスが便利になりました。

ご予約
お問合

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
富士の国やまなし
観光キャラバン隊長
「ひし丸」

公益社団法人

特集１

よみがえる戦国の舞

特集２

山梨の春を彩る花の舞

信玄公 祭り・川中島合戦 戦 国絵巻

〒 400-0031 山梨県甲府市丸の内 1-8-17 山梨県庁西別館１階
TEL.055-231-2722 http://www.yamanashi-kankou.jp/

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

特集

第43回

1

よみ がえる

信玄公祭り

連続テレビ小説

「花子とアン」
の舞台

やまなし

4月4日
（金）
〜6日
（日）

戦国
の

５日
（土）
に舞鶴城公園で行われる
「甲州軍団出陣式」
は圧巻の一言！燃え盛るかがり火のもと、信玄公
や武田二十四将をはじめとする総勢1,500名の軍団
が集結し、川中島出陣の様子を再現する。
「侍の最
大集合記録」としてギネス世界記録 に認定された
甲州軍団による華麗ななかにも勇ましい一大戦国
絵巻が繰り広げられる。

山梨英和中学校・高等学校や同窓会などの協力のもと村岡花
子さんに関連するここでしか知り得ないような展示の開催。
「花子とアン」番組展も同時開催。翻訳した物語の舞台となっ
たプリンス・エドワード島の美しい風景などの写真展示を併
せて行います。また、街なかでは「原
案者が選んだ名言20選」などを空店
舗や複数の飲食店などに掲示し、訪
れて楽しいまちを演出します。

4/5
（土）甲州軍団出陣 18：30〜20：10
会場 / 舞鶴城公園・JR 中央本線甲府駅前ほか

期間：平成26年1月22日〜9月
（予定）
場所：甲府市役所 中心商店街など
問：甲府市観光課 055-237-5702

■16：30〜17：20 軍団集結

各陣→仮集結→舞鶴城公園へ全軍
集結。街中を鎧武者が練り歩く。

■17：25〜18：30 出陣式典

山梨県

舞鶴城公園にて、巫女の舞、
信玄公（松平健氏）、山本勘助（真砂
皓太氏）による勇壮かつ幻想的な出陣式

日加修好85周年記念

モンゴメリと花子の赤毛のアン展開催（関連イベント）

〜カナダと日本をつないだ運命の一冊〜

発見された「赤毛のアン」最終巻の原稿を初公開。原作者モ
ンゴメリ初の写真展などを村岡花子さんの資料とともに展
示するイベントを、全国に先がけ甲府からスタートします。
期間：平成26年3月27日
（木）
〜4月8日
（火）
場所：岡島百貨店 主催：NHKプロモーション

行止め
新御坂トンネル通
若彦路

舞鶴城公園特設ステージにて鎮魂の儀、勝ち鬨の儀、祝杯など。

車：中央自動車道甲府昭和 IC⇒約 20 分
電車：JR 中央本線甲府駅南口下車すぐ
問：信玄公祭り実行委員会（やまなし観光推進機構）
☎055-231-2722

専用ダイヤル：055 -261-1523（全面通行止期間中）お問い合わせ：山梨県県土整備部 道路管理課 ☎ 055 -223-1698/山梨県峡東建設管理事務所 ☎ 0553-20 -2714

新御坂トンネル
新御坂トンネル
迂回マップ
迂回マップ

精進湖線

4月20日Ó
【笛吹市】
第35回 川中島合戦戦国絵巻
会場／笛吹市役所前 笛吹川河川敷

笛吹市八代町岡2223-1

芦川渓谷の清流に耳をすませて・・・
ゆったりのんびり・・・

！
じゃ
回
迂

上九の湯
ふれあいセンター
☎0555-88-2525

川中島合戦を忠実に再現。出陣に向けた必勝祈願の儀
式「三献の儀」
（武田軍）、
「武 式」
（上杉軍）をはじめ、
米沢藩古式砲術保存会による火縄銃の実演、信玄公・
謙信公の一騎打ち、各陣の戦法を再現。一般参加者を
含めた総勢900人の大合戦は見応え十分です。

約30万本といわれる桃の花が、ピンクの絨毯を敷き詰めた
ように咲き乱れます。また開花期間中、お花見散策コースを
設けたり、市内それぞれの地域にある「ふえふき七福桜」を
ライトアップします。さらに4月12日（土）には「笛吹市桃
源郷の日」を記念して約600発の花火を打ち上げます。

車：中央自動車道一宮御坂IC⇒約10分
電車：ＪＲ中央本線石和温泉駅⇒徒歩約15分
問：㈳笛吹市観光物産連盟 ☎055-261-2829

車：中央自動車道一宮御坂IC⇒約15分
電車：ＪＲ中央本線石和温泉駅⇒タクシー約20分
問：㈳笛吹市観光物産連盟 ☎055-261-2829

4月12日˜
信玄公忌

笛吹市芦川町のすずらんの群生地には、
貴重な「ニホンスズラン」種が自生してい
ます。当日は、特産品の販売、そば打ち体
験(参加希望者は、前日までに要予約)など
のイベントを開催します。

会場／恵林寺

「逆さ富士」の隠れた名所

大石公園

※ハーブフェスティバル会場
（6月中旬〜7月上旬）

会場／新府城跡

車：中央自動車道一宮御坂IC⇒約40分
電車：ＪＲ中央本線石和温泉駅⇒バス約50分
問：笛吹市役所 芦川支所 地域住民課
☎055-298-2111

車：中央自動車道韮崎IC⇒約20分 電車：JR中央本線新府駅⇒徒歩約15分
問：韮崎市観光協会 ☎0551-22-1991

4 月 27日Ó
【甲州市】
第４９回甲州市ふるさと武田勝頼公まつり
会場／甲州市立大和中学校校庭

会場／甲府市内 武田神社ほか

信玄公の命日に併せて行われる
お祭り。一般参加者による武田
24将騎馬行列を中心に、神輿、
白丁等が武田神社を出発し、市
内一円をパレードします。
車：中央自動車道甲府南IC⇒約20分
電車：ＪＲ中央本線甲府駅⇒徒歩約6分
問：甲府市役所 観光課 ☎055-237-5702
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武田一族の遺徳を現代に伝えるため、勝頼公と嫡子信勝、北条夫人を中
心に「巫女の舞の奉納」「信勝環甲の礼」「出陣の儀」など、勝頼公出陣
絵巻が披露されます。
車：中央自動車道勝沼IC⇒約10分 電車：JR中央本線甲斐大和駅⇒徒歩約2分
問：甲州市役所 観光交流課 ☎0553-32-2111

4月29日Ô „
甲斐の勝山 やぶさめ祭り

【笛吹市】

会場／すずらん群生地大駐車場特設テント村

武田勝頼公の新府城本丸跡に祀られている新府藤武神社の春のお祭り。神楽奉納、そ
して祭りのハイライトでは、249段の石段を一気に駆け上がる神輿渡御があります。

4月12日˜
【甲府市】
武田24将騎馬行列

☎055-298-2820

5月31日˜・6月1日Ó

【甲州市】

【韮崎市】

芦川農産物直売所「おごっそう家」

すずらんの里祭り

道の駅なるさわ

車：中央自動車道勝沼IC⇒約30分 電車：JR中央本線塩山駅⇒バスまたはタクシー約10分
問：甲州市役所 観光交流課 ☎0553-32-2111

元気なおかあちゃんたちが笑顔でおもてなし

芦川渓谷

富士山を真正面に望む絶好の
ロケーション

武田信玄公の命日である4月12日に行なわれ、信玄廟所の本尊武田不動尊（信玄寿像）
の御開帳があります。巫女の舞や稚児行列、太鼓の披露などのほか、露天商の出店も
あり、多くの人で賑わいます。

若彦路

新緑を眺めながらの天
然のイワナ・ヤマメ釣り

☎0555-85-3900

4月20日Ó
春の武田の里まつり
「お新府さん」

開催中！

新御坂トンネルは、トンネル防災対策（天井板撤去）工事に伴い、終日全面通行止（歩行者・自転車を含む）となります。
通行止区間：富士河口湖町河口〜笛吹市御坂町籐野木
迂回路：国道358号（精進湖線）
、県道富士河口湖芦川線（※）
（若彦トンネル経由）
、国道139号、
中央自動車道（大月
東日本随一のすずらん群生地
JCT）
（※）大型車のすれ違いが困難な箇所があります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいた
元気なおかあちゃんたちが笑顔でおもてなし
します。でも心配無用！ 自然・体験・温泉・食・・・と、迂回ルートエリアにも魅力はいっぱいあります！
芦川農産物直売所「おごっそう屋 」
これを機に新たな発見があるかもしれません。

■20：10〜20：30 帰陣式

メイン会場／八代ふるさと公園

企画展

（予定）

舞鶴城公園→甲府駅前→平和通り→城東通り→舞鶴城公園へと出陣。

【笛吹市】

においても

5月26日（月）午前0時〜 6月30日（月）深夜24時

■18：30〜20：05 甲州軍団出陣

3 月 21 日Â„ 〜 4 月 27 日Ó
笛吹市桃源郷春まつり

山梨県立文学館

甲府市役所が「花子とアン」テーマパークに進化！

TM

舞

連続テレビ小説・第90作『花子とアン』は「赤毛のア
ン」の翻訳者・村岡花子さんの明治・大正・昭和にわた
る、波乱万丈の半生記です。山梨県内でも撮影が行われ
ました。村岡花子さんゆかりの地をめぐるモデルコース
の設定など、様々な取り組みが行なわれています。
ン

とア

花子

【富士河口湖町】

冨士御室浅間神社・勝山シッコゴ公園
戦国武士の勇壮な伝統を今に伝える900年以上の歴史を有する古式ゆかし
い武田流流鏑馬神事。
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10分
問：甲斐の勝山やぶさめ祭り実行委員会 ☎0555-83-2111
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他では決して味わえない思いを満喫できる、

フルーツ王国やまなし

遠征や試合にから帰って来た時、ふと感じます。
「あぁ、山梨に帰ってきたんだなぁ」って…。
目にぱっと飛び込んでくる桃源郷。あの何とも言えない雰囲気は住んだ人にしか分からないかも
しれませんが、そうしたものに自分たちは温かく迎えられているんだなぁと。また、山梨に来て
フルーツ王国やまなし を実感しています。このクオリティの高さは、他では真似できないも
のがありますね。山梨には、武田信玄という県の代名詞ともいえる戦国武将がいて、信玄公祭り
など様々な歴史的な行事を大切に継承している、そうした郷土愛のようなものを持っている人が
多いですよね。そうした思いを背負って、日本最高峰のレベルで戦う責任と幸せを感じています。
ぜひとも、全員で一緒に喜びを分かち合うような戦いをしたいと思います。
プロヴィンチアの雄を目指して！
公式ホームページ：http://http://www.ventforet.jp/
ヴァンフォーレ甲府
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山梨の春
イベントカレンダー
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4月19日
（土）
〜6月1日
（日）

富士芝桜まつり【富士河口湖町】
首都圏最大級！約2.4haの広大な敷地に、
ピンク・白・赤など5種類、約80万株の芝桜
が咲き誇ります。正面にそびえる富士山と
のコントラストはまさに絶景！
車：中央自動車道河口湖IC⇒約25分
電車・高速バス：富士急行線河口湖駅
⇒バス約35分（専用シャトルバス運行）
問：富士芝桜まつり事務局 ☎0555-89-3031

4月上旬〜中旬

3月下旬〜4月上旬

大野貯水池【上野原市】

本郷の千年ザクラ【南部町】

自然豊かな野鳥の宝庫、大野貯水池。
池 の ほ と り に 咲 く 桜 を 眺 め な が ら、
ゆったりとした時を過ごせます。

旧妙善寺跡地にあるエドヒガンザクラ。樹齢は
600年以上と推定されています。県指定天然
記念物。

車：中央自動車道上野原IC⇒約15分
電車：JR中央本線四方津駅⇒タクシー約5分
問：上野原市役所 経済課
☎0554-62-3119

4月中旬〜

4月上旬〜中旬

車：中央自動車道甲府南IC⇒約80分
車：東名高速道路新清水IC⇒約35分
電車：ＪＲ身延線内船駅⇒タクシ−約10分
問：南部町役場 産業振興課 ☎0556-64-3111

4月中旬〜下旬

Check!

2014.3

March

3月1日˜ 〜23日Ó

【身延町】

和紙・彩市（いろどりいち）

会場／身延町なかとみ和紙の里

和紙の魅力を感じていただきたく、店内の商品をレジにて2
割引きで提供いたします。
（一部の商品を除きます）
車：中部横断自動車道増穂IC⇒約30分
電車：新東名高速道路新清水IC⇒約70分
ＪＲ身延線甲斐岩間駅⇒タクシー約5分
問：身延町なかとみ和紙の里 ☎0556-20-4556

3月上旬

【鳴沢村】

さつまいも祭り

4月上旬〜中旬

舞鶴城公園【甲府市】
甲府城跡。現在は、
当時の石垣跡や復元された城門などが見られ、
桜の名
所としても知られている。
車：中央自動車道甲府昭和IC⇒約20分
電車・高速バス：JR中央本線甲府駅⇒徒歩約5分
問：甲府市役所 観光課 ☎055-237-5702

ふかしたさつまいもや、
干しいも
などを販売しており、試食も行っ
ております。

新倉山浅間公園【富士吉田市】

慈雲寺のイトザクラ【甲州市】 眞原の桜並木【北杜市】

富士五湖エリア有数の富士山ビュースポッ
ト。毎年、桜・富士山・忠霊塔の競演を見よう
と多くの観光客が訪れます。

樹齢300年、荘厳華麗なイトザクラの
巨木。夜は幻想的なライトアップも楽
しめます。

約200本のソメイヨシノが見事な桜のトンネ
ルをつくりあげます。背後に雄大な甲斐駒ヶ岳
がそびえます。

車：中央自動車道河口湖IC⇒約20分
電車：富士急行線下吉田駅⇒徒歩約10分
問：富士吉田市役所 富士山課
☎0555-22-1111

車：中央自動車道勝沼IC⇒約20分
電車：JR中央本線塩山駅⇒バス約10分
問：甲州市役所 観光交流課
☎0553-32-2111

中央自動車道須玉IC⇒約20分
電車：JR中央本線韮崎駅⇒周遊バス約40分
問：北杜市役所 観光商工課
☎0551-42-1351

まさに百花繚乱！
県内で行われる
花のイベント

会場／韮崎市神山町

3月下旬〜4月上旬

【身延町】

身延山しだれ桜見頃

4月29日Ô „

【韮崎市】

わに塚のサクラ ライトアップ

中央市れんげまつり’
14

会場／中央市玉穂ふるさとふれあい広場

桜の開花時期には、10日間限定で、ライ
トアップされ、夜桜は美しく、来桜者を
魅了します。

れんげ畑に囲まれた会場で開催する中央
市の春の恒例イベント。
車：中央自動車道甲府南IC⇒約15分
電車：ＪＲ身延線東花輪駅⇒シャトルバス約10分
問：中央市役所 商工観光課 ☎055-274-8582

車：中央自動車道韮崎IC⇒約15分
電車：JR中央本線韮崎駅⇒バス約10分、徒歩5分
問：韮崎市観光協会 ☎0551-22-1991

4月上旬〜下旬

4月下旬
4 13 日Ó

【北杜市】 月

【韮崎市】

会場／実相寺周辺 穴山町さくら祭り 会場／穴山さくら公園
久遠寺境内には樹齢400年を超えるし 樹齢2千年といわれる神代桜の開花にあ JR中央本線穴山駅前にある穴山さくら公
様々な催し物のほか、
だれ桜が２本あり名所となっています。 わせて開催。お祭り期間中はさまざまな 園を会場に開催され、
寺院を背景に枝いっぱいの可憐な花が、 お店が出店し、農産物の販売などを行な 地元の新鮮な食材なども販売されます。
降り注ぐ様に咲く姿は圧巻のひとことで います。
車：中央自動車道韮崎IC⇒約20分
電車：JR中央本線穴山駅下車すぐ
す。※観賞期間中交通規制あり
車：中央自動車道須玉IC⇒約15分

神代桜まつり

会場／身延山久遠寺

車：中部横断自動車道増穂IC⇒約50分
車：新東名高速道路新清水IC⇒約50分
電車：ＪＲ身延線身延駅⇒バス約15分
問：身延町役場 観光課 ☎0556-62-1116

3月下旬〜4月上旬

【大月市】

第25回 大月さくら祭り
会場／岩殿山・お伊勢山

岩殿山ふれあいの館・真木お伊勢山に花
見席を設置。岩殿山登山道に提灯を設置
し、真木お伊勢山参道の灯篭に灯りをと
もします。ふれあいの館周辺の桜のライ
トアップ有り（22時まで）
車：（岩殿山）中央自動車道大月IC⇒約10分
車：（お伊勢山）中央自動車道大月IC⇒約15分
電車：（岩殿山）ＪＲ中央本線大月駅⇒徒歩約20分
電車：（お伊勢山）ＪＲ中央本線大月駅⇒バス約20分
問：大月市観光協会 ☎0554-22-2942

3 月下旬〜 4 月上旬

【富士川町】

富士川町大法師さくら祭り
会場／大法師公園

電車：ＪＲ中央本線韮崎駅⇒周遊バス約30分
問：北杜市役所 武川総合支所 ☎0551-42-1118

第１７回 市川三郷町ふるさと春まつり
ぼたんの花まつり 会場／歌舞伎文化公園

会場／河口湖円形ホール付近ウォーキングトレイル沿い

河口湖北岸のウォーキングトレイル沿
い約0.7kmに植栽された約250本の桜 車：中央自動車道長坂IC⇒約5分
電車：JR中央本線長坂駅⇒徒歩約10分
の鑑賞。ウォーキングトレイル沿いには 問：エジソンの会 ☎0551-32-5210
「黄金の七福神」も設置され、富士山と湖、
桜だけでなくパワースポットを巡る散策 月
日Ó〜 月 日ˆ „【富士河口湖町】
もお楽しみいただけます。
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車：中央自動車道河口湖IC⇒約15分
電車・高速バス：富士急行線河口湖駅
⇒レトロバス約10分
問：富士河口湖町 観光課 ☎0555-72-3168

4月12日˜・13日Ó

会場／河口湖創造の森

車：中央自動車道河口湖IC⇒約10分
⇒臨時バス約15分
問：富士河口湖町 農林課 ☎0555-72-1115

会場／新府共選場

全山2千本の桜が咲き競い、小高い山頂
が淡いピンク色に染まります。開花に合
わせて開催されるお祭りには、県内外か
ら多くの観光客が訪れメイン会場では
様々なイベントが繰り広げられます。
車：中部横断自動車道増穂IC⇒約10分
電車：ＪＲ身延線鰍沢口駅⇒タクシー約10分
問：富士川町役場 商工観光課 ☎0556-22-7202

車：中央自動車道韮崎IC⇒約20分
電車：JR中央本線新府駅⇒徒歩約15分
問：韮崎市観光協会 ☎0551-22-1991

旬 を味わう

【甲斐市】

小梅もぎ取り体験

会場／甲斐敷島梅の里 矢木羽湖周辺

毎年5月中旬〜下旬にかけて甲斐敷島梅の里
で行われます。
〈１袋（2kg）
につき1,000円〉
また、期間中には甲斐敷島梅の里クラインガ
ルテンクラブハウスにて「梅の里ふれあいま
つり」も開催されます。
車：中央自動車道双葉スマートIC⇒約10分/中央自動車道
甲府昭和ICもしくは韮崎ＩＣ⇒約20分
電車・高速バス：ＪＲ中央本線竜王駅⇒タクシー約15分/
ＪＲ中央本線甲府駅⇒タクシー約20分
問：農事組合法人 ゆうのう敷島 ☎055-267-0831

【中央市】

スイートコーン収穫祭’
14
会場／道の駅とよとみ

毎年6月に行なわれる「道の駅とよとみ」
の大人気イベント。朝採りスイートコー
ン（ゴールドラッシュ）の試食・販売のほ
か、もぎとり体験も行っております。
車：中央自動車道甲府南IC⇒約10分
電車：ＪＲ身延線東花輪駅⇒タクシー約10分
問：道の駅とよとみ ☎055-269-3424

会場／滝沢川河川公園周辺
滝沢川の両岸にアヤメの花の咲き誇る季
節に合わせて、公園内でアヤメをゆっく
り鑑賞できるイベントです。
車：中部横断自動車道南アルプスIC⇒約5分
電車・高速バス：ＪＲ中央本線甲府駅⇒
バス約40分、徒歩約5分
問：南アルプス市役所 観光商工課
☎055-282-6294

6月中旬〜下旬

【南部町】

南部あじさいまつり

車：中央自動車道甲府南IC⇒約80分
車：新東名高速道路新清水IC⇒約35分
電車：ＪＲ身延線内船駅⇒徒歩約15分、タクシ−約5分
問：あじさいまつり実行委員会
（南部町役場 産業振興課内）☎0556-64-3111

6 月下旬

【大月市】

第13回 名勝猿橋あじさい祭り

会場／猿橋から猿橋近隣公園

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15分
問：大月市観光協会（猿橋支部）☎0554-22-2942

4月下旬〜5月上旬

【鳴沢村】

6月下旬〜7月上旬

【富士川町】

鳴沢つつじ祭り

小室山妙法寺あじさい祭り

富士北麓の春を告げるミツバツツジを観
賞するお祭り。祭りの期間中の土、日、祝
日は特産品などの屋台も出店され、なる
さわ富士山博物館の自然探索路が無料開
放されます。

日蓮上人が説法したことで真言宗から改
宗したという、日蓮宗小室派の本山です。
毎年、境内一面に約2万株のあじさいが
咲き乱れます。情緒溢れる古刹と、色とり
どりのあじさいが生み出す「夏の風情」
はまさに一級品です。

会場／小室山妙法寺

会場／道の駅なるさわ

車：中央自動車道河口湖IC⇒約10分
電車・高速バス：富士急行線河口湖駅⇒
バス約15分、徒歩約2分
問：道の駅なるさわ インフォメーション
☎0555-85-3900

6月初旬

アヤメフェア

猿橋から猿橋近隣公園までの遊歩道沿い
では、約3千株のあじさいが咲き誇りま
す。猿橋近隣公園では、家族みんなで楽
しめるさまざまなイベントや模擬店など
を開催します。

河口湖富士桜・ミツバツツジまつり

【韮崎市】電車・高速バス：富士急行線河口湖駅

武田の里ウォーク・新府桃の花見会

車：中央自動車道甲府南IC⇒約20分
電車：ＪＲ身延線甲斐上野駅⇒徒歩約10分
問：市川三郷町ふるさと春まつり実行委員会
☎055-240-4157

5 5

富士桜やミツバツツジの群生地の鑑賞。
特産品の販売なども行われます。

【南アルプス市】

山梨県の花の名所に指定されている、う
つぶな公園の約2.5haには90種約3万
株のあじさいが植栽されています。

問：穴山さくら祭り実行委員会 ☎0551-25-5097

をライトアップし、その素晴らしさを改
めて発信します。

5月上旬

会場／うつぶな公園

【北杜市】 歌舞伎文化公園内の「ぼたん園」には、約
会場／長坂湖畔（牛池） 100種２千本ほどのぼたんが植えてあり、
地域に親しまれている長坂湖畔の桜並木 色とりどりの花が園内に咲き誇ります。

富士・河口湖さくら祭り

山梨の

3

【市川三郷町】

4月19日˜
4月12日˜〜20日Ó 【富士河口湖町】長坂夜桜まつり

武田の里ウォークは、長野県高島城から
韮崎までの５０㎞コースと、韮崎市内を
歩く１５㎞のコースがあります。ゴール
の新府共選場では、桃の花見会が開催さ
れ、様々な出店や催しで会場を盛り上げ
１３日のみ
ます。※新府桃の花見会は、

5 月中旬〜下旬

【中央市】

6月中旬

車：中部横断自動車道増穂IC⇒約15分
電車：ＪＲ身延線鰍沢口駅⇒タクシー約15分
問：富士川町役場 商工観光課
☎0556-22-7202

【甲府市】

風土記の丘 もろこしフェア
会場／風土記の丘農産物直売所

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。
車：中央自動車道甲府南IC⇒約1分
問：風土記の丘農産物直売所 ☎055-266-3858

6月中旬

甘々娘収穫祭

【市川三郷町】

会場／歌舞伎文化公園

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。
車：中央自動車道甲府南IC⇒約20分
電車：ＪＲ身延線甲斐上野駅⇒徒歩約10分
問：JA西八代 ☎055-230-3056

【甲斐市】

おみゆきさん

会場／信玄堤周辺

甲州三大御幸祭りのひと
つ。釜無川の信玄堤付近で
川除けの神事や神輿の渡
御が行われます。

3月20日Ò・21日 Â „

【韮崎市】

会場／雲岸寺・窟観音

峡北に春を告げるお祭り。お稚児
さん行列や数多くの屋台が並び、
賑わいを見せます。

第27回 たけのこまつり
【韮崎市】

会場／深田記念公園

『日本百名山』の著者で、日本の山
岳会に大きな足跡を残した登山
家、深田久弥終焉の地である茅ヶ
岳で、遺徳を偲ぶ碑祭と記念登山
が開催されます。
車：中央自動車道韮崎IC⇒約15分
電車：JR中央本線韮崎駅
⇒タクシー約20分
問：深田祭実行委員会 ☎0551-22-1991

【甲府市】

天津司の舞

会場／天津司神社、諏訪神社

小瀬町の天津司神社から隣町の下
鍛冶屋町の諏訪神社まで、ご神体
である9体の人形が御神幸
（おみゆ
き）
し、
神社では、御船という幕囲い
の中で神秘的で古式豊かな舞が奉
納されます。

【身延町】

車：中部横断自動車道増穂IC⇒約40分
車：新東名高速道路新富士IC・東名高速道路富士IC⇒約70分
電車：ＪＲ身延線下部温泉駅⇒タクシー約20分
問：道の駅しもべ ☎0556-20-4141

4月25日Â

【富士河口湖町】

河口浅間神社例大祭（稚児の舞）

会場／河口浅間神社

彦火火出見尊と皇后豊玉姫命の間に御子草葺不合尊が御生ま
れになられたので、これを姑神の浅間様が御見舞に御神幸さ
れるという祭儀。
「稚児の舞」の奉納も行なわれます。
車：中央自動車道河口湖IC⇒約12分
電車・高速バス：富士急行線河口湖駅⇒レトロバス約10分
問：河口浅間神社 ☎0555-76-7186

会場／ふじてんリゾート

雪のゲレンデを滑る感覚
に近い「人工ゲレンデ」
をはじめ、グラススキー
やマウンテンボードなど
のアウトドアスポーツが
楽しめます。また、マウ
ンテンバイクコースも完
備しています。

オス
スメ

車：中央自動車道河口湖IC
⇒約20分
電車・高速バス：富士急行線河
口湖駅⇒タクシー約25分
問：ふじてんリゾート ☎0555-85-2000

2014.5

May

5月2日Â 〜5日ˆ „
正の木稲荷祭り

車：中央自動車道甲府南IC⇒約15分
電車・高速バス：ＪＲ中央本線甲府駅⇒バ
ス約30分
問：甲府市役所 観光課
☎055-237-5702

【甲府市】
会場／稲積神社・遊亀公園

農業の神のお祭り。当日は植木市
が行なわれ、出店などもたくさん
並び多くの人で賑わいます。

4 月 6 日Ó

車：中央自動車道甲府南IC⇒約15分
電車・高速バス：ＪＲ中央本線甲府駅
⇒バス約10分
問：稲積神社 ☎055-233-5573

【市川三郷町】

御幸祭

【富士観光開発】

グリーンシーズンオープン（ふじてんリゾート）

町内で採れた山菜の販売と特産品の特価販売します。

4月6日Ó

生たけのこやたけのこご飯の販
売をはじめ、各種模擬店、地元
の方による郷土芸能、キャラク
ターショ−などが行われます。

4月下旬〜11月上旬

会場／道の駅 しもべ

April

【南部町】
会場／南部町役場本庁舎前広場

車：中央自動車道甲府南IC⇒約90分
車：新東名高速道路新清水IC⇒約20分
電車：ＪＲ身延線井出駅⇒徒歩約25分、
タクシ−約5分
問：たけのこまつり実行委員会（南部町役場 産業振興課内）
☎0556-64-3111

よってけっしほほえみの里 山菜まつり

2014.4

会場／大聖寺

4月下旬

4月中旬

車：中央自動車道韮崎IC⇒約15分
電車：ＪＲ中央本線韮崎駅⇒徒歩約5分
問：韮崎市観光協会
☎0551-22-1991

【身延町】

大聖寺の不動尊祭典と八日市

車：中部横断自動車道増穂IC⇒約25分
車：新東名高速道路新清水IC⇒約60分
電車：ＪＲ身延線下部温泉駅⇒タクシー約20分
問：大聖寺 ☎0556-42-2815

車：中央自動車道双葉スマートIC
⇒約15分
電車：JR中央本線竜王駅
⇒タクシー約10分
問：甲斐市役所 商工観光課
☎055-278-1708

深田祭

4月29日Ô „
山梨では珍しい柴燈護摩(さいとうご
ま)を見ることができます。祭りでは修
験者が赤ちゃんを抱いて火渡りを行
い無病息災を祈願します。

4月20日Ó

車：中央自動車道河口湖IC⇒10分
電車・高速バス：富士急行線河口湖駅⇒
バス約15分、徒歩約2分
問：道の駅なるさわ インフォメーション
☎0555-85-3900

窟観音祭

4月上旬〜中旬頃

会場／道の駅なるさわ

4月15日Ô

会場／表門神社及び芦川橋付近

「神輿の川渡り」として有名な御
幸祭。三珠地区の表門神社から出
発し、芦川を渡り、市川大門地区
の御崎神社までを往復します。

5月3日˜ „
4月26日˜ 〜5月9日Â

車：中央自動車道甲府南IC⇒約20分
電車：ＪＲ身延線芦川駅⇒徒歩約3分
問：市川三郷町役場 生涯学習課
☎055-272-6094

春まつり
（富士すばるランド）

長作観音堂縁日
【富士観光開発】
会場／富士すばるランド

人気のキャラクターショーや迫力のドッグショー、可愛い小
動物と触れ合える
「いちにちどうぶつむら」を開催（予定）！
オス
スメ

4月8日Ô

国指定重要文化財、厨子の御開帳がされる日。古来より、長作
の観音様を振興すると、安産であるといわれ、安産を祈願して
参詣する人が多いです。

5 月 4 日Ó
第27回多摩源流まつり

【小菅村】
会場／小菅村第１スポーツ広場

火と水と味の祭典という
テーマのもと、様々なイベ
ントが行われます。夜は、
巨大なお松焼きや3,000
発の花火が小菅村の夜空
を明るく彩ります。

【甲府市】

永泰寺花祭り

【小菅村】
会場／小菅村長作地区長作観音堂

会場／永泰寺

お釈迦様の誕生日をお祝いするお祭りです。釈迦如来像は、花
祭りの時だけご開帳され、安産と雷よけのご利益があるとい
われ多くの参詣者が訪れています。
車：中央自動車道甲府南IC⇒約20分
問：甲府市役所 観光課 ☎055-237-5702

4月上旬〜中旬

【西桂町】

西桂町さくら祭りｉｎ商工まつり

会場／三ツ峠グリーンセンター及び周辺

三ツ峠登山道沿いの千本桜やさくら公
園に植えられた日本三大桜（尾根谷淡
墨桜・山高神代桜・三春滝桜）の開花時
期に合わせ三ツ峠グリーンセンター敷
地内で開催いたします。

（ライトアップ有り）

車：中央自動車道都留IC⇒約15分
電車：富士急行線三つ峠駅⇒徒歩約20分
問：西桂町役場産業振興課 ☎0555-25-2121

車：中央自動車道河口湖IC⇒約5分
電車・高速バス：富士急行線河口湖駅⇒無料バス約10分（富士観光開発本社ビル裏）
問：富士すばるランド ☎0555-72-2239

4月29日Ô „
西沢渓谷 山開き

【山梨市】
会場／西沢渓谷 入口広場

全国に名立たる渓谷美を誇り、「森林セラピー」基地®にも認
定されている西沢渓谷。本格的な山のシーズンを迎えるにあ
たり、事故なく無事に登山・ハイキングできるよう祈念して山
開きの神事を執り行います。
車：中央自動車道勝沼IC⇒約60分
電車：ＪＲ中央本線山梨市駅⇒市営バス約60分
問：山梨市役所 観光課 ☎0553-22-1111

5月5日 ˆ „
小永田浅間神社祭典

【小菅村】
会場／小菅村小永田地区浅間神社

小菅村の伝承芸能、村指定無形文化財指定の小永田神楽。芝居・
歌舞伎と結びついた演劇性の高い神楽で、県下唯一の神代神楽
となっています。
車：中央自動車道上野原IC及び大月IC⇒約60分
車：圏央道青梅IC⇒約90分
電車：JR青梅線奥多摩駅⇒西東京バス小菅行き約５０分
問：小菅村役場 源流振興課 ☎0428-87-0111
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山梨の春イベントカレンダー

5月5日ˆ „

【北杜市】

長沢鯉のぼり祭り

会場／道の駅きよさと

5月中旬

【甲州市】

大菩薩トレッキング 新緑編

会場／大菩薩一帯

新緑が眩しく爽やかな季節に行わ
れる大菩薩トレッキング新緑編
は、初心者から健脚者の皆様まで
多くの皆様にお楽しみいただける
よう、それぞれのコースを設定し
てあります。

約500匹の鯉のぼりが泳
ぐ姿は圧巻です。どろんこ
障害物競走など様々なイ
ベントが開催されます。
車：中央自動車道須玉ICまたは長
坂IC⇒約10分
電車：JR小海線清里駅またはJR
中央本線長坂駅
⇒タクシー約20分
問：長沢鯉のぼり祭り実行委員会
☎0551-47-2303

5月中旬
沢奥のおまつり

【身延町】
会場／西嶋沢奥地内 弓道場付近臨時舞台

県指定無形文化財の西嶋神楽を奉納している。
車：中部横断自動車道増穂IC⇒約15分
電車：ＪＲ身延線甲斐岩間駅⇒タクシー約5分
問：若宮八幡神社社務所
☎0556-42-3884

芦安地区の住民有志で組織された実行委員会が中心になり開
催されるイベント。会場では、夜叉神太鼓、フォークダンスや
各種団体の出店や楽しい催し物が行われます。

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。

山梨県立博物館

車：中部横断自動車道白根IC⇒約30分
問：南アルプス市役所 芦安窓口サービスセンター ☎055-288-2112

車：中央自動車道勝沼IC⇒約20分
電車：ＪＲ中央本線山梨市駅⇒徒歩約5分
問：山梨市役所 観光課 ☎0553-22-1111

【身延町】

1日目の夜には下部温泉に来た
療養客が治療し、不要となった
松葉杖を供養する全国でも珍
しい「松葉杖供養祭」や花火の
打ち上げが行われ、2日目は熊
野神社を会場に神楽が奉納さ
れます。

【山中湖村】
会場／花の都公園

花の都公園地内に自生する日本最大級約3千株の野生ラン
「クマガイソウ」の観察ツアーが開催されます。
車：東富士五湖道路山中IC⇒約5分/富士急行線富士山駅⇒バス約25分
電車：JR御殿場線御殿場駅⇒バス約40分
問：山中湖「花の都公園」☎0555-62-5587

5月中旬〜下旬
富士山ご来光号バスツアー

【富士河口湖町】

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です。
料金：大人2500円、小人
（3歳〜小学生）1200円
車：温泉旅館協同組合加盟宿泊施設⇒ご来光専用バス利用
問：河口湖温泉旅館協同組合事務局 ☎0555-72-0346

5月17日˜

【富士河口湖町】

本栖公家行列

【西桂町】

三ツ峠歩け歩け運動
会場／富士山五合目

会場／本栖山神社

会場／万力公園・万葉の森

会場／町内〜三ツ峠山

毎年5月の新緑の時期に「三ッ峠
歩け歩け運動」を実施しています。
自然に親しむ・体力増強・史跡探訪
と思い思いの目的で新緑の三ッ峠
山を目指します。

6月中旬

【身延町】

身延山開闢会 御入山行列

会場／身延山久遠寺および総門から御草庵まで

車：中部横断自動車道増穂IC⇒約50分
車：新東名高速道路新清水IC⇒約50分
電車：ＪＲ身延線身延駅⇒バス約15分
問：身延町役場 観光課 ☎0556-62-1116

6月28日˜

会場／南アルプス市 広河原

南アルプスの麓、広河原モ
ニュメント前で先駆者の
偉業に感謝すると共に入
山者の安全登山を祈念し
て百年前のいでたちの案
内人により「蔓払い」のセ
レモニーが行われます。
車：中部横断自動車道白根IC
⇒約90分（芦安市営駐車場より
バス・乗合タクシー）
問：南アルプス市役所 観光商工課
☎055-282-6294

【南アルプス市内・甲州市塩山・山梨市エリア】

第34回 スポニチ山中湖ロードレース

会場／山中湖中学校

車：東富士五湖道路山中IC⇒約5分/富士急行線富士山駅⇒バス約25分
電車：JR御殿場線御殿場駅⇒バス約40分
問：山中湖ロードレース事務局 ☎0555-62-9105

「果物の宝石」と呼ばれる
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
さくらんぼ。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

南アルプス市や甲州市、山梨
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
市のさくらんぼ農園は、多くの
観光客で賑わいを見せます。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

プレ ゼント

q

w

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 1セット

１鉢
w 富士河口湖町 ブルーベリー苗（5号鉢）
とうもろこし焼酎ワインセット2900円分
e 中央市

e

オノオレカンバ（木製）
印鑑（12ｍｍ）
1本
r 市川三郷町
t 南アルプス市 贅沢フルーツのジャム＆ゼリー詰め合わせ

y 身延町
r

t

y

u

u 南部町

5

東京都
圏央道

中部横断自動車道

甲府昭和IC

中央自動車道

大月

「鉄腕アトム」Ⓒ手塚プロダクション

富士急行線

ノ

富士山

河口湖
身延
「サイボーグ009」Ⓒ石森プロ

JR身延線

神奈川県

静岡県

☎ 055-266-3881 甲府市下曽根町923

下部温泉鉱泉ミネラルウォーター １ケース（24本入）
なんぶの湯回数券11枚綴

アクセス

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

■開 催 日：4月26日
（土）
〜6月15日
（日）
■開館時間：9:00〜17:00（入館は16：30まで）
■休 館 日：月曜日
（祝祭日を除く）
・祝祭日の翌日
【アクセス】
天神遺跡日本最古のヒスイペンダント
車：中央自動車道甲府南IC⇒約1分（インター出口正面）
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「考古博物館」下車

山梨県立美術館

☎ 055-228-3322 甲府市貢川1-4-27

10名様
5名様

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
※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。

【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ヶ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ヶ所を組み合わせて応募するか、県内観光施設2ヶ所分で応募してください。
（スタンプの切貼りは無効）またご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。商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。【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ただちに消去いたしますので当機構までご連絡ください。

甲府昭和IC

約60分
中央自動車道

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

増穂IC

約1時間30分
国道138号線

須走IC

約30分

中部横断自動車道・
中央自動車道

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

JR中央本線
（特急）

新宿駅

甲府昭和IC

JR中央本線
（特急）

松本駅
☎ 055-235-8080 甲府市貢川1-5-35

甲府駅

約1時間30分

フランコ・グリニャーニ《波の接合33》
1965年

甲府駅

約1時間10分

名古屋駅

JR東海道新幹線

静岡駅

約1時間

JR身延線
（特急）
約2時間10分

甲府駅

高速バスでお越しの場合
東京方面より

静岡方面より

■開 催 日：4月12日
（土）
〜 6月29日
（日）
■開館時間：9:00〜17:00（入館は16：30まで）
■休 館 日：月曜日
（但し4月28日、5月5日は開館）、5月7日
【アクセス】（山梨県立美術館・文学館共通）
車：中央自動車道甲府昭和IC⇒約20分
電車：JR中央本線甲府駅南口⇒山梨交通6番のりば発車のすべての
バス約15分「県立美術館」下車
※甲府市内では、様々なイベントも行われます。
（2頁参照）

岡谷JCT

約15分

中央自動車道

JR中央本線・東海道新幹線・身延線でのアクセス

村岡花子（1893〜1968）は山梨県甲府市に生まれ、上京後、東洋
英和女学校で英文学の深い教養を身につけました。明治・大
正・昭和の時代を生き、こどもたち・少女たちのため、夢に溢
れる童話や翻訳小説を世に送り出しました。代表作「赤毛の
アン」のシリーズは、刊行から60年以上を経た今日もなお、多
くの読者に愛されています。一方、佐佐木信綱の門下で短歌
を学び、生涯を通じて、折々の思いを数々の歌に残していま
す。村岡花子への関心が高まっている今、その波瀾にみちた
生涯と花子の文学の原点をさぐります。

2名様

長野自動車道

名古屋IC

愛知方面から

御殿場市方面

5名様

5名様

八王子JCT

約30分

高井戸IC

東京方面から

静岡方面から

企画展「村岡花子展 ことばの虹を架ける〜山梨からアンの世界へ」

5名様

松本IC

長野方面から

静岡市方面

1950〜60年代にかけて、
ヨーロッパで「キネティック・アート
（動
く芸術）」と呼ばれる、目の錯覚を利用したり、電気で動いた
り、光やネオンを使ったりした美術作品が注目を集めました。
本展では、
不思議な動きや光、錯視による芸術を、イタリアの
作家の作品を中心に紹介します。作品数約90点、
日本初公開
の不思議なアートを是非お楽しみ下さい！

圏央道

埼玉方面から 圏央鶴ヶ島IC

「動く！光る？魔法の芸術 キネティック・アート」

5名様

※掲載写真と実際のセット内容は変更になる場合もあります。

応募締切：平成 26 年 6月30日
（月）必着

山梨県立考古博物館

JR中央本線

甲府

増穂IC

山梨県立文学館

ご応募締切／平成26年6月30日（月）

q 富士吉田市

博物館に行こう！
！

■開 催 日：4月26日
（土）
〜 6月15日
（日）
■開館時間：9:00〜17:00（入館は16：30まで）
■休 館 日：月曜日
（但し4月28日、5月5日は開館）、5月7日

り

ぐ

め

春

週末は山梨にいます。

5月上旬〜6月下旬
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

宝

車：中央自動車道河口湖IC⇒約35分
電車・高速バス：富士急行線河口湖駅⇒バス約45分
問：本栖湖観光協会 ☎0555-87-2518

小淵沢

古今東西、身を飾るということは私たち人間にとって大
変重要な行為です。今から数千年前の縄文時代のさまざ
まな装身具を紹介しながら、造形の美しさや高度な工芸
技術をご覧いただくだけでなく、今と昔のアクセサリー
の意味の違いや現代の私たちにとってのアクセサリーに
ついても考えてみる展覧会です。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

山中湖一周（13．
6ｋｍ）とハーフマラソンの２種目。ズミの
花の咲く新緑の山中湖を走り、健脚を競います。

日本を代表する文化としてのマンガの礎を築いた、
手塚治虫や
石ノ森章太郎。彼等の歩みや作品に込められたメッセージを、
「鉄腕アトム」
「ブラックジャック」や「サイボーグ009」
「仮面ラ
イダー」などの代表作品の原画や、
さまざまな関連資料を通し
て明らかにし、
「マンガのちから」の源
流を探ります。彼らが青春時代をす
ごしたマンガの聖地「トキワ荘」
を再現
展示します。

春季企画展「縄文の装い ―県内出土の装身具―」

さくらんぼ 狩り 情報

武田時代に駿河国境の警護を担当していた渡辺因獄佑（わた
なべひとやのすけ）が、地域の若者たちの士気を高めようと始
めた行事といわれ、約300年の伝統を誇ります。

埼玉県
JR小海線

【南アルプス市】

南アルプス開山祭

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

【山中湖村】

長野県

☎ 055-261-2631 笛吹市御坂町成田1501-1

特別展「手塚治虫×石ノ森章太郎 マンガのちから」

■開 催 日：3月21日
（金）
〜5月19日
（月）
■開館時間：9:00〜17:00（入館は16：30まで）
■休 館 日：火曜日
（祝祭日の場合は開館）
祝祭日の翌日
（但し土曜日が祝祭日の場合、
日曜日は開館）
【アクセス】
車：中央自動車道一宮御坂IC⇒約8分
電車：JR中央本線石和温泉駅
⇒山梨交通「山梨県立博物館」行バス約10分

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

5月25日Ó

群馬県

ノ

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

車：中央自動車道都留IC⇒約15分
電車：富士急行線三つ峠駅⇒徒歩約3分
問：西桂町教育委員会
☎0555-25-2941

山梨MAP

ノ

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：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
において大法要が執り行われます。

車：中部横断自動車道増穂IC⇒約35分/新東名高速道路新清水ＩＣ⇒約50分
電車：ＪＲ身延線下部温泉駅⇒徒歩約5〜20分
問：下部観光協会 ☎0556-20-3001

c Tanseisha Co.,Ltd.

【山梨市】

博物館へ行こう！

クマガイソウ観察ツアー

5月初旬〜11月中旬（毎翌朝運行）

6月13日Â 〜15日Ó
第19回 万葉うたまつりとホタル観賞会

会場／芦安小学校校庭

5月中旬〜下旬

車：中央自動車道勝沼IC
⇒約2分
電車：ＪＲ中央本線勝沼ぶどう
郷駅⇒タクシー約5分
問：甲州市役所 観光交流課
☎0553-32-2111

お問い合わせ
山梨県 リニア推進課 ☎ 055-223-1664
山梨県立リニア見学センター ☎ 0554-45-8121

路
五湖道
東富士

大蛇を形どった藤づるを法印が刀で切落とし、その藤づるを
参拝者が奪い合う勇壮な祭りです。

山梨県では、唯一リニア実験線の走行試験を間近で見学
できる「山梨県立リニア見学センター」のリニューアルを
行なっています。世界最高速度を記録した実験車両をシン
ボルとして展示し、リニアジオラマや浮上走行が模擬体験
できる装置など体験学習施設を充実させる予定です。
（リニューアルオープン時期は未定です）

車道
自動
中央

【甲州市】

会場／一色ホタルの里駐車場

山梨県立リニア見学センター リニューアルオープン！
！

第4回 南アルプス市芦安新緑やまぶき祭

会場／下部温泉郷内【金山博物館駐車場および熊野神社】

会場／大善寺

【身延町】

車：中部横断自動車道増穂IC⇒約40分
電車：ＪＲ身延線下部温泉駅⇒タクシー約30分
問：身延町役場 観光課 ☎0556-62-1116

しもべおんせんまつり

藤切り祭

6月上旬
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
のはじまりを告げます。

【南アルプス市】

5月中旬

5月8日Ò

June

ホタルまつり

車：中央自動車道勝沼IC⇒約45分
電車：ＪＲ中央本線塩山駅
⇒タクシー約40分
問：甲州市役所 観光交流課 ☎0553-32-2111

5月5日ˆ „

2014.6

愛知方面より

新宿駅高速バスターミナル

甲府〜新宿線/約2時間

甲府駅

新宿駅高速バスターミナル

富士五湖〜新宿線/約2時間

河口湖駅

羽田空港

竜王・甲府〜羽田空港線/約3時間10分

甲府駅

羽田空港

富士山駅〜羽田空港線/約2時間30分

富士山駅

成田空港

竜王・甲府〜成田空港線/約3時間50分

甲府駅

静 岡 駅

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

名古屋駅
名鉄バスセンター

関西方面より

大阪（あべの橋）
大阪（あべの橋）

山梨英和女学校での教師時代
提供：赤毛のアン記念館・村岡花子文庫

竜王・甲府〜名古屋線/約4時間

甲府駅

富士山駅・河口湖〜名古屋線/約4時間30分

富士山駅

甲府〜京都・大阪線/約9時間
富士山駅・河口湖〜大阪・京都線/約11時間

甲府駅
富士山駅

お問合せ 甲 府・昇 仙 峡 エ リ ア 山梨交通バスセンター ☎055-223-5711
富士山・富士五湖エリア 富士急コールセンター ☎0555-73-8181

