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夏号

連続テレビ小説

富士の国やまなし
観光キャラバン隊長
マスコット「ひし丸」

の
「花子とアン」
舞台を巡る

山梨
の
夏
を
思 いっき
り
体
感
！

2014 7.1(tue) 9.30(tue)

ガ イド ブック
特集

撮影場所：山梨県立八ヶ岳少年自然の家

〒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/

いい旅やまなしナビ

検索

いつでも着地型ツアーが見れる

特集

昇仙峡ロープウェイ
森本さん
ロ ー プ ウェイ に
乗って頂 上 の パ
ワ ー ス ポ ットで
癒されて下さい。

忍野八海

富士川下り

MAP- 1

日本名水百選の地。富士山の雪解け水が数十年の歳月をかけ湧き出す8つの湧水
群の吸い込まれそうに神秘的な水色。
;中央自動車河口湖ICから車約10分 ;富士急行線富士山駅からバス約20分
<忍野村観光協会 10555-84-4222

富岳風穴

MAP- 4

平均気温3℃、
まさに天然の冷凍庫！夏で
もふるえるような溶岩洞穴内には昭和初期
まで使用されていた蚕の卵の貯蔵庫跡も。
;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25分
<富岳風穴 ☎0555-85-2300

富 岳 風 穴 は パ ワース
ポットとしても人 気で
す。真夏でも洞窟内は
ひんやりとして氷柱も
ご覧いただけますよ。

昇仙峡

MAP- ２

吐竜の滝

白く輝く花崗岩の断崖、
主峰
「覚円峰」
をはじめ、
迫力
の奇岩連なる渓谷再奥部で水飛沫をあげるのは
「仙
娥滝」
。夏でも冷気が満ちる深山幽谷の世界。
;中央自動車道甲府昭和ICから車約60分
;JR中央本線甲府駅からバス約30分
<昇仙峡観光協会 ☎090-8648-0243
<甲府市観光協会 ☎055-226-6550

富士山レーダードーム寒さ体験

MAP- 5

富士山頂で台風観測に活躍したドームを移築。気温−
5℃、風速13mという富士山頂の過酷な気象を体験できた
り、当時の観測機器による気象観測の疑似体験もできる。
;中央自動車道河口湖ICから車約10分 ;富士急行
線富士山駅からバス約10分
<富士山レーダードーム館 ☎0555-20-0223

フルーツ王国やまなしで
大自然の恵みを味わう

清里高原

名 峰 • 八ヶ岳を流れる川 俣 川 渓 谷のなかで最も美しい滝 。落 差
10m、幅15m、苔むした岩肌を幾筋も絹糸のように流れが落ちてい
く大自然の神秘を感じる景観は圧巻。 ;中央自動車道長坂ICか
ら車約30分 ;JR中央本線清里駅からピクニックバス約30分
<北杜市観光商工課 ☎0551-42-1351
<北杜市観光協会 ☎0551-47-4747

MAP- 6

雄大な八ヶ岳の南麓に広がる高原＆カントリー。森や渓谷、牧場など
大自然の風景を満喫しながら人気の美術館やカフェ、
ショップなど観
光名所を巡れて見どころ満載。 ;中央自動車道須玉IC又は長坂
IC•小淵沢ICから車約20〜30分;JR小海線清里駅から徒歩約30分
<清里駅前観光総合案内所 ☎0551-48-2179
<北杜市観光協会 ☎0551-47-4747

MAP- 1

もも狩り

7月上旬〜８月中旬、完熟ブルーベリーの摘み取りと食べ放題ができる。
ジューシーな酸味と甘みの爽やかさ！ <河口湖自然生活館／大石地区
☎0555-76-8230;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30分 <鳴沢村ブルーベリー生産組合／
臼田和地区☎090-5565-0074
／大木原地区☎080-6542-1644
／砂細地区☎090-4175-2104 ;中央自動車道河口湖ICから車約
15分※平日に来園される場合には電話でご予約下さい。

2

スイートコーン
MAP- 4

中央市特産のスイートコーン
「ゴールドラッシュ」
はもろこし
の中でも糖度が高く、生で食
べれるほどの皮の柔らかさが
特 徴 。シャキっとして水 気
たっぷりの極上の味わい。
<中央市 農政課 ☎055-274-8581
<道の駅とよとみ ☎055-269-3424

宝めぐりプレゼント
（P7）

中央市のスイートコーン
河口湖自然生活館
渡辺 頼子さん

MAP- １

２

MAP- 4

絶景の富士山を目の前に河口湖でカナ
ディアンカヌーを体験できる。初心者でも
手ぶらでもOKで、大自然と一体になれる
感動は本格的。
;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20分
<カントリーレイクシステムズ
☎0555-20-4052

ほったらかし温泉
1 ぶどう
2 もも
5
6 マルサマルシェ
鵜飼

4 スイートコーン ３
5 みたまの湯

江戸家

カヌー体験 4

富士川下り １

【富士川流域・南アルプスエリア】
MAP- 5

富士川のラフティングは急
流や緩やかな流れが有り
子どもから年配の方まで
楽しめる、究極のアウト
ドアスポーツです。

三ッ峠

【富士山・富士五湖エリア】

1 河口湖温泉郷

4

石和鵜飼体験

平安時代から続く伝統的な
「徒歩鵜
（か
ちう）」
を実演。鵜匠が川を歩きながら鵜
を操る日本では珍しい石和温泉の夏の
風物詩。1日2名限定で鵜匠体験もでき
る
（要予約）。7/20〜8/18の水・木・
土・日曜日、8/19
（火）
20:00PM〜20：
50PM。;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 <笛吹市観光商工
課 ☎055-262-4111

２

【東部エリア】

ブルーベリー 3
5

富岳風穴

ラフティング ２

3 大菩薩の湯

4 積翠寺温泉
2

昇仙峡

レーダー
ドーム

1 忍野八海

１ 富士山

甲州弁ミニ講座
①〜じゃん＝〜しようよ ②えらい＝疲れた
③いっさら＝全然 ④こぴっと＝しっかり
⑤てっ！＝びっくりした時に出る言葉

バラエティに富んだ温泉を巡る！

富士川倶楽部
TAKUさん

踊るほうとう学校

（おざら教室）MAP- ３

たい！
登ってみ

ブルーベリー狩りMAP- 3

MAP- 2

定番人気の「白鳳」
をはじめ、果肉が締まった「一宮白
桃」、
ジューシーな
「みさか白鳳」や「日川白鳳」、大玉で果
汁豊富な
「浅間白桃」
といった全国でも人気のブランド桃
の完熟もぎたてが味わえる！
<山梨市観光協会 ☎0553-20-1400
<笛吹市観光商工課 ☎055-262-4111

さわ や か な 自 然 の
中でブルーベリー狩
りをしたり、富 士 山
のおいしい水を使っ
たジャム作りを体験
してみませんか？

清泉寮ソフトや信玄ソフ
トなど全国人気のご当地
ソフトが目白押し。フルー
ツ王国ならでは新鮮な特
産果実がギュッとつまっ
た濃厚で爽やかな味わい
も格別。

一度は
富士山
世界遺産

ぶどう狩り

ぶどう郷内に100軒以上ひしめく農園では、
デラウェア、巨
峰、
ピオーネ、甲斐路などの甲州産人気種から外国種など
30種以上を栽培。ほとんどの農園でぶどう狩りができます。
<山梨市観光協会 ☎0553-20-1400
<笛吹市観光商工課 ☎055-262-4111
<甲州市観光交流課 ☎0553-32-2111

カヌー体験

日本三大急流の一つ富士川で、
マイナスイ
オンを浴びながら爽快なラフティングを体験
できる。ベテランガイドが同乗し初心者でも
安心。
カワセミやヤマセミに出逢えることも。
;中部横断自動車道増穂ICから車約40分
;JR身延線下部温泉駅から送迎あり
<富士川倶楽部 ☎0556-42-2770

夏の甲州名物「おざら」は、冷たい麺を
具だくさんの温かい汁につけて食べる
郷土食。昔ながらに粉から作るこだわり
で、踊ったり田舎文化に触れたり交流
企画も盛り沢山。 3時間コース
（お一
人様 税込￥3,000） 2時間コース
（￥2,400）
※12名様から受付 1時間
コース
（￥1,300）
※2名様から受付 9
月末まで開催中【要予約】
mail:info@e-edoya.com
;中央自動車道一宮御坂ICから車
約10分; JR中央本線石和温泉駅
からバス約20分
<江戸屋商店 ☎055-265-3600

日本一桃源郷の笛
吹 市 。美 味し い フ
ルーツもたくさん！
是非お越し下さい。

笛吹市観光商工課
高野さん

【笛吹・甲州・
山梨エリア】
【甲府・昇仙峡エリア】

富士川 MAP- ２
ラフティングツアー

各地の
ソフトクリーム
食べ比べ

6 増富ラジウム温泉

【八ヶ岳・韮崎エリア】

江戸時代から300年以上の歴史ある富士
川下りが復活。プロの船頭が漕ぐ大型の
和船で、周囲の緑を映す爽やかな川面を
ゆったり下る気分は最高。
;中部横断自動車道増穂ICから車約10分
;JR身延線鰍沢口駅からタクシー約5分
<富士川舟運株式会社
☎0556-27-0194

MAP- 3

吐竜の滝 3

2

富岳風穴
和光 茂さん

富岳風穴
貫井 雅弥さん

夏の水辺＆食体験も充実

R5

山梨 の夏 を
思 いっきり体感 ！

天然の涼を求めて

清里高原 6

河口湖温泉郷 MAP- 1 ほったらかし温泉 MAP- 2 大菩薩の湯

マルサマルシェ MAP- 6
クッキングスタジオの食体験
低農薬の安全•安心栽培にこだわる農園で
企画。収穫した果物や野菜でスイーツや郷
土食作りが体験できる。日本一の産地の桃
で作るコンポートやジャムも絶品。
;中央自動車道一宮御坂ICから車約10分
;JR中央本線春日居町駅からタクシー約
15分 <マルサマルシェクッキングスタジオ
☎0553-47-4447

河口湖畔にある温泉郷。
「麗峰•天水•霊水•芙蓉
•秀麗」５つの源泉が湧き、約50軒の温泉宿で
は、それぞれ異なる泉質と眺望を堪能できる。;中
央自動車道河口湖ICから車約5〜15分;富士
急行線河口湖駅からタクシー約5〜15分<河口
湖温泉旅館協同組合 ☎0555-72-0346

積翠寺温泉 要害 MAP- 4 みたまの湯

武田信玄公生誕の地に湧く積翠寺温泉
の一軒宿。信玄の隠し湯とされる効能の高
さは有名で、露天風呂から見る甲府盆地の
夜景はまさに絶景。; 中央自動車道
甲府南ICから車約30分;JR中央
本線甲府駅からバス約15分<要
害 ☎055-253-2611

世界遺産

富士山に登る
登山

富士山 MAP- １

世界の富士山を味わうため、山小屋を利用
したゆっくり登山がおすすめ。古道•吉田口
登山道や山頂の信仰遺跡群など、御来光
だけじゃない富士山の魅力も発見できる。
;中央自動車道河口湖ICから車約10分
(富士スバルライン入口)※富士スバルライ
ンマイカー規制有(平成26年7月10日17
時〜8月31日17時);富士急行線富士山
駅又は河口湖駅からバス約55〜65分(富
士山5合目)
<富士吉田市富士山課
☎0555-22-2280
<富士河口湖町観光課
☎0555-72-3168

富士山は国立公園
内の特別保護地区
なので、溶岩などを
決して持ち帰らない
でください。ルール
を守り自然観察を楽
しんでくださいね。

富士山を真正面に望む眺望の「こっちの湯」と、
新日本三大夜景に認定された甲府盆地を一望
できる「あっちの湯」の２ヶ所の浴場が楽しめる。
;中央自動車道一宮御坂ICから車約25分
;JR中央本線山梨市駅からタクシー約10分
<ほったらかし温泉 ☎0553-23-1526

MAP- 5

解放感あふれる絶景の露天風呂で全国に
人気が及ぶ。甲府盆地と南アルプス•八ヶ
岳といった甲斐の名峰を一望しながら、評
判の良泉を堪能できる。;中央自動車
道甲府南ICから車約10分;JR身延
線甲斐上野駅からタクシー約5分<
みたまの湯 ☎055-272-2641

MAP- 3

大菩薩嶺の裾野に湧出する世界的にも極
めて貴重とされる高アルカリ性の泉質は、
と
ても柔らかな肌あたりで、驚くほどツルツル
になると評判。;中央自動車道勝沼ICから
車約35分;JR中央本線塩山駅からバス約
25分<大菩薩の湯 ☎0553-32-4126

増富ラジウム温泉 MAP- 6

日本百名山の瑞牆山の麓に抱かれる歴史
ある湯治場。こんこんと湧きでる湯はラジウ
ムとラドンの含量が世界有数。
「信玄の隠
し湯」としても有名。;中央自動車道須
玉ICから車約30分;JR中央本線韮崎
駅からバス約60分<増富ラジウム温泉
峡観光案内所 ☎0551-45-0600

三ッ峠

富士山を眺める聖地

山梨県
富士山レンジャー
中島 紫穂さん

登山

三ッ峠

MAP- ２

富士山の真正面という特等席に位置し、葛飾
北斎、岡田紅陽、太宰治なども目指した標高
1,786mの山頂から望む富士山は圧巻。高山
植物や信仰史跡群も楽しめる山。
;中央自動車道都留ICから車約30分;富士急
行線三つ峠駅から徒歩約15分
<西桂町産業振興課 ☎0555-25-2121
<富士河口湖町観光課 ☎0555-72-3168

3

やまなしの夏の夜を彩る花火大会&火祭り

イベントカレンダー 夏

7/5

【甲府市】
8月上旬（予定）

夏のフルーツ祭り

7/19 〜7/20

6/20 〜7/13

【富士河口湖町】

河口湖ハーブフェスティバル（大石公園7/21㊗まで）

◆ラベンダー観賞：ハーブガーデンライトアップ
（八木崎公園、
日没〜２１時）
◆ステージイベント◆ビンゴ大会 【関連イベント】
◇富士山・河口湖山開きま
つり花火大会７/5
（土）
河口湖畔船津浜 :八木埼公園
（メイン会場）
、大石
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
レトロバス約10分<富士河口湖町観光課 1０５５５-７２-３１６８

7/1 〜7/7

【甲府市】

第６5回
「甲府夏祭り」

【鳴沢村】

ブルーベリーの生産時期に合わせ、道の駅なるさわにてブルーベリー祭りを開催します。採れたてのブルーベリーのはかり売りや、
ブルーベリーソースをかけたアイスクリームも販売します。加工品のジャム、
ソースの試食も行いますので、ぜひご賞味下さい。
:道の駅なるさわ;中央自動車道河口湖Ｉ
Ｃから車約15分;富士急行線河口湖駅からバス約20分<鳴沢村観光
協会 10555-85-3900

7/19 〜8/17 【富士観光開発】

7/1 〜8/31 【北杜市】

北杜市制10周年記念事業 北杜稲絵アートフェスティバル

田んぼをキャンパスとし、稲穂で絵を描く
「北杜稲絵アートフェスティバル」
。関東有数の規模を誇るこの稲絵アートは、今年度
今までの
「２色」
から
「４色」
へ色彩を増やし、規模を拡大します。
ＪＲ小淵沢駅から小海線に乗車し、数分で見ることができます。ま
た、
ＪＲ小淵沢駅からのトレッキングの目的地としても最適です。今年はどんな絵、
メッセージになるか、行ってからのお楽しみ....
:北杜市小淵沢町4592付近;中央自動車道小淵沢Ｉ
Ｃから車約15分<北杜市観光・商工課 10551-42-1351
【甲府市】

全国金魚すくい選手権大会甲府予選会

甲府市の姉妹都市である、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。
:甲府中央商店街周辺
（予定）
;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<甲府市観光課 1055-237-5702

7/12

【道志村】

ホタル祭り

◎ホタル観賞◎ホタル籠づくり◎つかみどり大会◎道志村青年団による出店
等◎花火大会 など
:観光農園;中央自動車道都留Ｉ
Ｃから車約30分
（県道24号経由）
;J中央
自動車道相模湖ＩＣから車約60分(藤野経由)
<道志村観光協会 10554-52-1414

7/12 〜10/13

7/19 〜8/31 【山中湖村】

【南アルプス市】

南アルプスフルーツトライアスロン

南伊奈ヶ湖で1.5キロメートルのスイム、
棚田や果樹園の広がるウエスタンライン
（富士川西部広域農道)−曲輪田−
中野往復の自転車、櫛形総合公園周辺の10キロメートルのランとオリンピックディスタンスで行われる本格的なト
ライアスロン大会です。 :スタート：南伊奈ヶ湖〜ゴール：櫛形総合公園;中部横断道南アルプスＩ
Ｃから車約15
分<南アルプス市観光商工課 1055-282-6294

7/13

【山中湖村】

（きらら〜みさき散策コース）
山中湖エコウォーク

交流プラザきららからみさきまでを山中湖畔沿いに歩き、みさきの湿地とブナの原生林に育成する季節ごとの多様な植物を、
ガイドが同行して説明しながらツアーを行う。 :山中湖村交流プラザきらら;東富士五湖道路山中湖ICから車約10
分;富士急行線富士山駅からバス約40分<NPO法人富士山自然学校 10555-20-3111

7/14 〜7/16
平野天満宮祭

【山中湖村】

学問文道の神である菅原道真と、武勇・医療・産業・五穀豊穣の神、須佐之男命が祀られている平野天満宮の例大祭り。
:平野天満宮;東富士五湖道路山中湖ＩＣから車約10分;富士急行線富士山駅からバス約30分<平野天満宮 10555-65-8177

7月中旬【中央市】
桃収穫祭

毎年7月に行われる
「道の駅とよとみ」の恒例イベント。中央市特産の桃試食販売の他、もぎ取り体験もできます。新鮮
野菜の販売やフジザクラポークの試食販売もありますのでみなさん是非お越し下さい。 :道の駅「とよとみ」;中央
自動車道甲府南ＩＣから車約10分;JR身延線花輪駅からタクシー約10分<道の駅
「とよとみ」 1055-269-3424

7月中旬〜8月中旬【富士河口湖町】
天上山ハイキング

◆ハイキングコース沿いのアジサイの花とハイキングが満喫できる。山頂での富士山と河口湖の眺めは最
高。
・富士急行河口湖駅→
（徒歩５０分）
→カチカチ山ロープウェイ山頂駅 ・カチカチ山ロープウェイ湖畔駅→山
頂駅→
（徒歩３０分）
→富士急行河口湖駅 :天上山;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5分<富士河口湖町観光課 1０５５５-７２-３１６８

7/19 〜7/20

【道志村】

道志渓谷夏祭り第１弾渓流祭り

7/20 〜8/19

笛吹川石和鵜飼

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
期ごとに楽しめる。また、
とうもろこし摘み取り体験や百日草摘み取り体験等
イベントも催され、
山中湖の夏を満喫できる。
:山中湖 花の都公園;東富士五湖道路山中湖Ｉ
Ｃから車約5分;富士急行線
富士山駅から周遊バスふじっこ号約30分
<山中湖 花の都公園 10555-62-5587
【笛吹市】

◆道志川に棲む魚の展示・漁協PR活動◆川魚の塩焼きの販売
（やまめ・あゆ・イワナ・ニジマスなど）◆ホタル籠づく
り◆・稚鮎唐揚げ◆魚のつかみどり◆冷やし野菜ホタル観賞◆つかみどり大会 :道の駅どうし;中央自動車道
都留Ｉ
Ｃから車約60分
（県道24号経由）
;J中央自動車道相模湖ＩＣから車約60分
<道志村観光協会 10554-52-1414

7/26

美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。地元農産物の直売や県内外からの特産品の販売、他
にも、B級グルメの出店も予定しています。ステージイベントも開催され、お祭りの最後には夏の夜空を彩る花火が打ち上げられます。
:櫛形総合公園;中部横断道南アルプスICから車約10分<南アルプス市観光商工課 1055-282-6294

8/2 〜8/3 【身延町】

こども金山探検隊

戦国時代に湯之奥金山で行われていた鉱山作業の歴史事実に基づき、現地遺跡の見
学から始まり、鉱石の採集、そして粉成作業、比重選鉱、灰吹きという、展示室で紹介
している戦国時代の鉱山での作業を、自分で、
「見て」
「触れて」
「体験する」
という一連
の作業を通して、楽しみながら鉱山作業を理解してもらうことに目的をおいた2日間
のイベントです。また、当時の先端技術者であった
「金山衆」
という技術集団の産金技
術や生き方に触れ、学ぶことも事業の目的の一つとするもので、
この経験を通して、
子供たちの
「自然」
や
「科学」
に対する知識の高揚に役立てることを目指します。
:甲斐黄金村・湯之奥金山博物館;中部横断道増穂ＩＣから車約45分;ＪＲ身延線下部温泉駅から徒歩約5分
<身延町生涯学習課 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館 1０556-36-0015

8/3

【山中湖村】

（大平山ハイキングコース）
山中湖エコウォーク

花の種類が豊富な大平山を、ガイドが同行して植物観察などをしながらハイキングする。
:山中湖村交流プラザきらら;東富士五湖道路山中湖ICから車約10分;富士急行線富士山駅からバス約40分
<NPO法人富士山自然学校 10555-20-3111
【身延町】

ヤマメまつり

例年、第一日曜日にリバーサイドパーク、甲斐黄金村・湯之奥金山博物館駐車場をメイン会場にして行われる、下部温泉郷の風物詩です。
ヤマメのつかみ取りや渓流釣りなど、一日を通して下部ならではの夏の情緒が味わえます。家族そろって参加できる楽しいイベントです。
:下部温泉郷
（リバーサイドパーク、湯之奥金山博物館駐車場）
;中部横断道増穂ＩＣから車約45分;ＪＲ身延
線下部温泉駅から徒歩約5分<下部観光協会 10556-20-3001

8/5 〜8/17

【北杜市】

「馬のまち北杜市小淵沢」
で開催される、全国的にも珍しい、人馬一体となった
「馬」が中心のお祭りです。
「竹馬競
争」
や
「蹄鉄投げ」
「引き馬体験」
等親子で楽しめるイベントのほか、夜に開催される
「ホースショー」
は、
このお祭りの
メインイベントであり、
クライマックスの馬による
「火の輪くぐり」
は毎年、多くの観光客に驚きと感動を与えます。
: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こぶちざわ実行委員会事務局 10551-42-1491

富士五湖一標高の高い山中湖、短い夏に精一杯可憐な姿を見せてくれる髙指山
のヒオウギの群生地に、ガイドが同行して植物の説明をしながらツアーを行う。
:山中湖村高指山;東富士五湖道路山中湖ＩＣから車約10分;Ｊ富士急行線富士
山駅からバス約40分<NPO法人富士山自然学校 10555-20-3111

7/26

【富士川町】

2014ふじかわ夏まつりＲ５２

8/14 【中央市】

中央市与一公まつり 14

中央市3大まつりの第2弾、与一公まつりを開催します。様々な催しを実施し、フィナーレには花火を打ち上げます。夏の風物詩の盆踊り
大会やこどもたちに大人気の氷柱宝さがしなどをします。家族・友人お誘い合わせの上ご来場ください。 :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<中央市商工観光課 1055-274-8582

8/15 【西桂町】

国道５２号を通行止めにし、全長６３０ｍに渡る歩行者天国による夏祭りです。会場に
は様々な売店が並び、子どもから大人まで楽しめるイベントを沢山用意しています。
:青柳町地内国道52号;中部横断道増穂ICから車約2分;JR身延線市川
大門駅からタクシー約5分
<ふじかわ夏まつりＲ52実行委員会 10556-22-0870

三ツ峠ふるさと夏祭り

砂金堀大会は、湯之奥金山という歴史的遺跡を２１世紀に広く伝えること
を目的とし、博物館の砂金採り体験室とは一味違う砂金掘りが楽しめま
す。また、砂金掘り技術の普及並びに啓蒙を図るために
「日本大会」
や
「世
界大会」
が存在することをも周知することを目的として開催します。お誘い
合わせのうえ、奮ってご参加ください。
:甲斐黄金村・湯之奥金山博物館;中部横断道増穂ＩＣから車約45分;ＪＲ身延線下部温泉駅から徒歩約5分
<身延町生涯学習課 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館 1０556-36-0015

7/26 〜7/27 ・8/9 〜8/10
なるさわ収穫祭

【鳴沢村】

鳴沢村の特産品である高原野菜の一番おいしい収穫時期にあわせてなるさ
わ収穫祭を開催しています。鳴沢村で採れた新鮮なとうもろこしやトマト等の
試食もありますのでみなさん是非お越し下さい。
:道の駅なるさわ;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20分<鳴沢村観光協会 10555-85-3900

8/17 【山梨市】

北富士演習場立ち入り日を利用して演習場内に入り、ガイドが同行して草原の植物を説明しながら観察ツアーを行う。
:山中湖村交流プラザきらら;東富士五湖道路山中湖ICから車約10分;富士急行線富士山駅からバス約40分
<NPO法人富士山自然学校 10555-20-3111

7/27 【丹波山村】

第２７回夏まつり丹波

今年で2７回目のおまつりで、本年度は中村美律子さんをメインゲストとし
て迎え、他にも300年以上伝わるささら獅子舞や米国空軍音楽隊などのス
テージが開かれます。また、丸太渡り等の体験コーナーや丹波山村名産の
鹿肉を使った料理の出店もありますので、ぜひご来場下さい。 :丹波山
村交流促進センター;中央自動車道勝沼ＩＣから車約80分;JR青梅線奥
多摩駅バス約60分<夏まつり丹波実行委員会 10428-88-0611

7/28 〜8/10

【北杜市】

屋外で行われる日本で唯一のフィールドバレエ。夜に実施されるバレエは、
北杜市清里の夜空とバレリーナの演技
に幻想的な世界が創りだされます。第25回を迎える今年は
「白鳥の湖」
が演じられます。本物のフィールドバレエ
を、
夏の北杜市で満喫しては。 :萌木の村特設野外劇場;中央自動車道小淵沢Ｉ
Ｃから車約20分;JR中央本線
小淵沢駅からバス約20分<萌木の村 10551-48-3522

【山梨市】笛吹川県下納涼花火大会

県内の夏の花火大会の中では早期に開催される花火大会で、約3,000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 農林商工課/山梨市商工会 10553-22-1111/0553-22-0806

8/1 【山中湖村】報湖祭 花火大会

文豪、
徳富蘇峰によって報湖祭と命名され、
殉職した霊を慰めたり、
災難がない
ように湖の恵みに感謝と祈りを捧げるお祭り。夜には、
４つの地区に分かれて盛
大な花火大会が行われる。
:山中湖畔周辺;東富士五湖道路山中湖ＩＣから車約10分;富士急行線富士
山駅からバス約30分<山中湖観光協会 10555-62-3100

8/2 （雨天時は8/3）
【大月市】市制60周年協賛 第31回かがり火市民祭り

今年は大月市が誕生して60年 夏のイベントとして県内外にファンが多い
「かがり火市民祭り」
は大月のおいしいものが大集
合。夜店もいっぱい。ラッキーシティーランやダンスバトルも開催。阿波踊りのお囃子や夜空の花火が岩殿山とコラボします。
:大月市内;中央自動車道大月ＩＣから車約10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 1大月市産業観光課 0554-20-1829

8/2

【富士河口湖町】西湖竜宮祭

◆水の神｢豊玉姫命｣を祭る竜宮神社の祭典。灯籠流し、花火大会が湖面を彩る。
光の綴れ織りが幻想世界を作る。●１９時〜灯篭流し ●１９時３０分〜打上花火
:西湖湖畔の前浜;中央自動車道河口湖ＩＣから車約20分;富士急行線河口
湖駅からバス約25分<富士河口湖町観光課 10555-72-3168

8/3

【富士河口湖町】本栖湖神湖祭

8/4

【富士河口湖町】精進湖涼湖祭＆音楽祭

本栖湖の夏のメインイベント
「神湖祭」。花火大会や情緒たっぷりの夏祭りを楽しめ
る。 :本栖湖湖畔の町営駐車場;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バス約50分 <本栖湖観光協会 1０５５５-８７-２５１８
◆花火大会をはじめ、
ボート供養等、釣り客で賑わう精進湖ならではの珍しい行事
も楽しめる。夏の精進湖が満喫できる。また、5回目となる音楽祭が本年も計画さ
れている。 •花火大会２０時〜◆精進湖音楽祭 プロ・アマが一同に会するジャンル
を問わない参加型音楽イベント。
１５時〜２１時
（予定）
:精進湖湖畔の他手合浜;中央自動車道河口湖ＩＣから車約40分;富士急
行線河口湖駅からバス約40分<精進湖観光協会 1０５５５-８７-2311

8/4 〜8/5

【富士河口湖町】河口湖湖上祭

◆夏の河口湖の代名詞
「河口湖湖上祭」
。毎年８月４日
（前夜祭）
、
５日の日程
で開催します。尺玉花火や花火コンテストなど２日間で１万発の打上花火が
夏の湖畔を彩る。:河口湖湖畔の船津浜・平浜駐車場;中央自動車道河口湖
ＩＣから車約10分;Ｊ富士急行線河口湖駅から徒歩15分
<河口湖観光協会 10555-72-2460

8/26

【鳴沢村】

もろこし祭り

富士北麓で育った甘いトウモロコシを、一番おいしい時期に、村内で栽培さ
れている品種や新しい品種、八種類を無料で食べ比べてもらい、一番おいし
い品種をお客様に決めて頂こうと思います。皆様からの意見を基に来年度農
家が栽培します。ぜひ食べ比べてみて下さい。 :道の駅なるさわ;中央自
動車道河口湖ＩＣから車約15分;Ｊ富士急行線河口湖駅からバス20分<鳴沢村観光協会 10555-85-3900

七面大明神を祭った開創の日を記念する大祭。:七面山敬慎院;中部横断道増穂ＩＣから車約60分;ＪＲ身延線
下部温泉駅からタクシー約20分<七面山 敬慎院 10556-45-2551

（梨が原散策コース）
山中湖エコウォーク

7/26

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２６回目を数えます。
大輪の花が開く２尺玉をはじめ、ストーリー性のあるプログラムや音楽と花火
のハーモニーで観覧客に感動を与えます。県内外の花火師が創意工夫を凝ら
した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

６０万本以上ののひまわりが咲き乱れる、北杜市の夏を象徴するお祭り。開催期間中は地域の「特産品」のほか
「ひまわ
りソフト」
など数種類のソフトクリームを食べられるお店も並び、お祭りを盛り上げます。北杜市明野から眺めるひまわ
り畑越しの広大な景色は、一見の価値ありです。 :県フラワーセンターハイジの村周辺;中央自動車道韮崎ＩＣ・須
玉ＩＣから車約15分;JR中央本線韮崎駅からバス・タクシー約20分<北杜市明野サンフラワーフェス実行委員会
1北杜市明野総合支所 0551-42-1112
【山中湖村】

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。いつ来ていただいても花火をお楽しみいただけます。
※天候等により、
中止する場合があります。
: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5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

8/7 【市川三郷町】

甲武信ヶ岳を分水嶺とする「笛吹川、荒川、千曲川」の上流域にある「山梨市、秩父市、川上村」の交流の機会として開催。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若しくは一宮御坂Ｉ
・Ｃ
から車約50分;ＪＲ中央本線山梨市駅からバス約60分<山梨市観光課 10553-22-1111

9/18 〜9/19

7/27 ・8/24

【笛吹市】

石和温泉連夜花火─笛吹川の舞─

第9回笛吹川源流まつり

7/27 〜8/25 【北杜市】

北杜市明野サンフラワーフェス2014

7/20 〜8/20

三ツ峠ふるさと夏祭りは、西桂町民総参加のイベントです。特産品の販売や手作りによ
る各種露店、よさこい踊りや和太鼓の演奏など楽しい催し物が行われます。フィナーレ
の真上から降り注ぐ大輪の花火は圧巻です。
:西桂中学校グランド;中央自動車道都留ICから車約20分;富士急行線三
つ峠駅から徒歩約5分<西桂町産業振興課 10555-25-2121

7/26 〜7/27 【身延町】

第14回砂金堀大会
（26日）
・
第11回東西中高交流砂金掘り大会
（27日）

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れ
ます。◆20：00〜20：30 花火の打ち上げ :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

【山中湖村】

第10回ヒオウギの里祭り

第36回八ヶ岳ホースショー inこぶちさわ

第25回清里フィールドバレエ

4

【南アルプス市】

南アルプス山麓サマーフェスティバル２０１４

8/3

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。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。また、
昨年好評の間近で鵜が鮎を獲る姿が見られる企画を今年
も引き続き開催します。※天候や河川の状況により、中止する場合がありま
す。
（水・木・土・日実施）
: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5分
;JR中央本線石和温泉駅から徒歩約20分
<笛吹市観光商工課 1055-262-4111

第4弾

山中湖周辺に仕掛けられた困難なミッションに
「ともだち」
とともに立ち向かい、真
の友情を深め合う協力型宝探しゲーム。村役場、観光協会等で配布されている宝
の地図を手に入れれば、無料で参加でき、
ミッションをクリアすれば豪華賞品が当
たるチャンスがある。 :山中湖村内;東富士五湖道路山中湖ＩＣから車約10
分;富士急行線富士山駅バス約30分<山中湖村観光課 10555-62-9977

7/13

山中湖 花の都公園 夏の清風

【山中湖村】

ともおぺ in 山中湖

8/2

富士すばるランド
「夏まつり」

人気のキャラクターショーやフワフワモコモコのアルパカとのふれあいが楽
しめるよ！その他にも、
ディスクを使って人と犬が一体となって華麗な技を繰り
出す
「THE N.P.Aディスクドッグショー」
も開催！カブト虫狩りもできるよ！
:富士すばるランド
（山梨県南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1）
;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無料送迎バ
ス約10分<富士すばるランド 10555-72-2239

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甲府
中央商店街を彩ります。7月7日を中心に、甲府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Ｉ
Ｃ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

7/12

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1分;JR中
央本線甲府駅から車約30分<風土記の丘農産物直売所 1055-266-3858

ブルーベリー祭り

【富士河口湖町】

富士山河口湖山開きまつり花火大会

七面山大祭

9/23

【身延町】

【甲斐市】

大弐学問祭

江戸時代に民主主義の先駆けと言える思想を唱えた、甲斐市の郷土の偉人「山県
大弐」の遺徳を称えた祭り。山縣神社・参道を会場に学問成就祈願が行われるほか、
大弐学問通りを神輿が練り歩く。学業成就のため、また歴史探訪としても楽しめる。
:山縣神社周辺;中央自動車道甲府昭和ＩＣから車約10分;JR中央本線
竜王駅から徒歩約25分<大弐学問祭実行委員会事務局
（甲斐市商工観光
課） 1055-278-1708

9/27 〜9/28 【甲府市】

第５回昇仙峡ほうとう味くらべ真剣勝負

日本一の渓谷美を堪能して、おいしい山梨の郷土食、
うめぇ〜ほうとうを食ってみろし！
！
！
昇仙峡はもちろん県内のほうとう自慢の店が一堂に会する『ほうとう王座決定戦！
！』
参加料500円で出店している全てのほうとうを試食して、日本一を選んでください。
:甲府市営昇仙峡滝上駐車場;中央自動車道甲府昭和ＩＣから車約50分
;JR中央本線甲府駅からタクシー約30分<昇仙峡魅力づくり協議会 1090-8648-0243

〜11月上旬まで【富士観光開発】
アウトドアスポーツ

初心者から上級者まで楽しめるマウンテンバイクコースをはじめ、冬のスキー・ス
ノーボードの道具がそのまま使える
「サマーゲレンデ」
も人気！その他、家族で楽し
める
「ポッカール」
や
「マウンテンカート」
等の個性派アウトドアスポーツも充実！
:ふじてんリゾート
（山梨県南都留郡鳴沢村字富士山8545-1）
;中央自動車道河口湖ＩＣから車約20分;富士急行線河口湖駅からタク
シー約20分<ふじてんリゾート 10555-85-2000

市川三郷町ふるさと夏まつり 第２6回神明の花火大会

8/15 【南部町】南部の火祭り

南部の火祭りは、盆の送り火や川供養、虫送りの意味をもっています。伝承される、投げ松
明、大松明、灯ろう流し、百八たいが行われ、花火大会も行われます。
: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15分
<火祭り実行委員会
（南部町役場産業振興課内） 10556-64-3111

8/16

【身延町】下山愛宕祭典花火大会
江戸時代から続く地元民による煙火大会として古い歴史のあるものです。戦後の動乱期においても、県内で唯一実施されていた伝統
もあります。カラオケ大会なども行われ、出店も軒を並べるなど、帰省客も多く賑わいをみせる。:下山新町地内;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15分<身延町役場 観光課 10556−62-1116

8/16

【韮崎市】

夏の武田の里祭り
「武田陣没将士供養会・花火大会」

武田家発祥・終焉の地で行われる、武田信義公以来累代陣没将士の精霊を供養する
祭り。厳かな雰囲気のなか、武田家ゆかりの地で採火された提灯行列による大松明へ
の点火など、武士の精霊を供養したのちに、大型スターマインを軸とした音楽と光が
連動した花火大会がスタートする。今年は、市制施行６０周年記念の特別プログラム
で、
６６００発が夜空に舞い上がる。 :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15分<武田の里まつり実行委員会
（韮崎市商工観光課内） 10551-22-1991

8/21 【笛吹市】石和温泉花火大会

笛吹市夏祭りのフィナーレを飾る県下最大級の花火大会。好評のレーザー光
線と花火の競演、
ミュージックスターマインなどが会場を盛り上げます。今年は
５０回の記念大会に加え、
市制誕生１０周年を記念した特別企画も用意！
: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5分※19
時から22時まで会場周辺で交通規制があります。;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 〜8/27

【富士吉田市】吉田の火祭り・すすき祭り
毎年８月２６日、
２７日に行われる、北口本宮冨士浅間神社と諏訪神社の秋祭りで、富士登
山の山じまいのお祭りでもあります。非常に歴史がある祭りであり、
４００年以上前から
行われているとも言われていて、国の重要無形民俗文化財です。沿道２㎞に渡って立て
られる大松明約８０本に灯され、町中が火の海と化す大変壮大で珍しい祭りで、日本三
奇祭のひとつです。26日は15時より神事がはじまり、17時ころ神社をでる明神神輿と
富士山型をした御山神輿が夕刻、御旅所という場所についてから、松明の点火が始まり
ます。26日御旅所についた神輿が27日に市内を練り歩き、夕方に浅間神社に到着し、高天原を7周して再び神様が神社に戻
ります。高天原で7周するとき、すすきの玉串をもって見物をするのですが、その様子ですすき祭りと称されます。 :北口
本宮冨士浅間神社と周辺
（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5分<ふじよしだ観光振興サービス 10555-21-1000

5

YA M A N A S H I P I C K U P N E W S
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１0日（木）
１７時〜8月31日（日）
１７時まで

2

富士山保全協力金が始まります

目

高井戸IC

神奈川方面から

横浜市方面

御殿場市方面

宿

松

●夏休みスタンプラリー●
山梨県立美術館・文学館・博物館・考古博物館では7月 日︵土︶から8月
小・中学生を対象としたスタンプラリーを開催します︒
19

日︵日︶の間︑県内の

31

6

国道138号線

東富士五湖道路・
中央自動車道（大月JCT経由）

須走IC

約30分

約1時間

本

駅

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

駅

甲 府

駅

甲 府

駅

東京方面より

空港方面より

村岡花子が最も伝えたかった
〝メッセージ〟
を探せ！
！

参加無料

静岡方面より

開催期間：2014年7月7日〜9月末日予定
開催場所：山梨県甲府駅周辺エリア

新宿高速バスターミナル

甲府〜新宿線／約２時間

甲府駅

新宿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

夏 プレゼント

〜8月31日

山梨県立博物館

大月

富士急行線

富士山

神奈川県

名古屋駅

竜王・甲府〜名古屋線／約４時間

名鉄バスセンター 富士山駅・河口湖〜名古屋線／約４時間30分

甲府駅
富士山駅

関西方面より

大阪（あべの橋）

甲府〜京都・大阪線／約９時間

甲府駅

大阪（あべの橋）

富士山駅・河口湖〜大阪・京都線線／約11時間

富士山駅

お問い合せ

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

4 0 0 0 0 3 1
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」行
ご住所

〒

TEL

〜8月24日

=?【アクセス】県立美術館と同じ

企画展「福岡市博物館所蔵 幽霊・妖怪画大全集」7月19日

高橋忠弥画『楢山節考』カバー原画

〜9月8日

¡笛吹市御坂町成田1501-1 2055-261-2631 =9:00〜17:00（入館は16：30まで） ?火曜（祝日の場合は翌日）
・祝日の翌日
［8月12日
（火）
は開館します］
【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

夏季企画展「まじないの世界 〜儀式・呪文・霊的技術〜」7月19日

歌川国芳画『相馬の古内裏』福岡市博物館蔵

〜8月31日

¡甲府市下曽根町923 2055-266-3881 =9:00〜17:00（入館は16：30まで）?月曜・祝日の翌日
（8月11日を除く）
（ただし、臨時開館･臨時閉館あり）
【アクセス】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

〜8月31日

▶県立考古博物館風土記の丘研修センターで開催する夏休み企画、風土記の丘望見（冒険）展では、青銅器やガラスが使われた弥生時代から古墳時代 塩部遺跡出土人形
（ひとがた：平安時代）
の遺跡や曽根丘陵の古墳の変遷などを紹介します。小・中学生を対象としたわかりやすい展示となりますので、ぜひご家族でお越しくだい。
¡甲府市下向山町1271 2055-266-5286 =9:00〜17:00（入館は16：30まで）?月曜・祝日の翌日
（8月11日を除く）
（ただし、臨時開館･臨時閉館あり）
【アクセス】車：中央自動車道甲府南IC⇨約5分 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⇨徒歩約30分

５名様

富士吉田市 桜織ちゃん自由帳＆吉田のうどんぶりちゃんクリアファイルセット １セット

４名様

山梨市

山梨市

2kg

５名様

韮崎市

ワイン
「ヴァン穂坂」

１本

３名様

中央市

もろこし
（ゴールドラッシュ）

１箱

５名様

身延町

身延町特産品詰合せセット

南部町

なんぶの湯回数券11枚綴

11枚綴り

５名様

鳴沢村

ブルーベリージャム、
ブルーベリー羊かん

１セット

３名様

巨峰の丘牧丘の巨峰

10名様

※画像と現物のセット内容は
変わる場合もあります。

【ご応募方法】
右のハガキまたは郵便ハガキに、
住所・氏名・年齢・職業・電話番号とアンケート・希望プレゼント番号・プレ
ゼント名をご記入の上応募してください。
応募はおひとり様ハガキ１枚とし、
1プレゼントに限らせていただきます。
賞品
の発送をもって発表にかえさせていただきます。 ■送り先：〒400-0031 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：〈夏プレゼント〉
平成26年8月
31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。

▶遺跡からは昔の人々が願いや祈り、呪いを込めたと考えられる不思議な遺物も出土します。
こうしたものは医療や科学技術が現代のように発達
していない時代、
「まじないの世界」に真剣に願いをかけた人々の思いが形になったものです。遺跡から出土したこのような祭祀遺物から、目には
見えない人々の「こころ」
を探り、古代のまじないの世界をひもときます。

風土記の丘研修センター 風土記の丘望見展「古墳ってなぁに？ 鏡ってなぁに？」7月19日

甲府キティクリアファイル＆フーリンとカザーンのキャラクターシールのセット ３セット

甲府市

▶この夏、博物館がお化け屋敷になる！
？ 毎年夏になると語られる怪談噺や、イベントで催される肝試し。
「 怖い」
と思いながらつい覗いてみたくな
る
「幽霊・妖怪」の世界。本展では、約１００点の幽霊・妖怪の絵画や版画（全て福岡市博物館所蔵）が展示室にお目見え。日本人独特の自然観・死
生観や、時代を超えて人々の心を捉えて止まない「怖さ」の正体に迫ります。

山梨県立考古博物館

静岡県

お手数ですが
52円切手を
お貼りください

ご応募締切 : 平成26年8月 31日
（日）

© RMN-Grand Palais / Jacques
Quecq d'Henripret / distributed by AMF

▶電子書籍で読書を楽しむ人が増える一方、明治から昭和にかけて発行された美しい装幀の本や斬新なデザインの表紙の雑誌が改めて注目を浴びてい
ます。本展では、夏目漱石『吾輩ハ猫デアル』、泉鏡花『遊里集』、深沢七郎『楢山節考』など、個性豊かに装飾された名著の数々を紹介します。
2055-235-8080

愛知方面より

県民ギャラリーC

¡甲府市貢川1-4-27 2055-228-3322 =9:00〜17:00（入館は16：30まで） ?7月22日
（火）、28日
（月）、8月4日
（月）、25日
（月）
【アクセス】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

¡甲府市貢川1-5-35

身延

宝めぐりプレゼント

▶みんなでつくる美術館（みなび）は大人も子どもも、障がいをお持ちの方もだれでも参加できる展覧会です。本年度は県立美術館の特別展「生誕
200年ミレー展 ─愛しきものたちへのまなざし─」
とリンクした内容で実施します。
ワークショップ展覧会、ボランティア・スタッフとして参加して、
みんなでミレー展を応援していきませんか？新たにミレーを再確認したり、思わぬアートではっけん！があるかもしれません。会場ではミニワーク ジャン＝フランソワ・ミレー
『子どもたちに食事を与える女（ついばみ）』
ショップを開催します。
また、7月6日
（日）河口湖美術館にてみなびワークショップを開催します。是非ご参加ください。

特設展「本のおしゃれ」7月19日

河口湖

東京都

週末は山梨にいます。

山梨県立美術館、山梨県立文学館、山梨県立博物館、山梨県立考古博物館の観覧について、65歳以上の方
（特別展は県内在住者のみ）、障がい者および介護者並びに小・中・高・支援学校生は無料です。

▶2014年はジャン＝フランソワ・ミレー（1814-1875）の生誕200年にあたる年です。本展はこれを記念し、国内外のミレー作品約80点によりミレーの画業を回顧します。
初期から晩年までの作品をご紹介するとともに、家族の肖像や生活の情景を描いた作品に焦点をあてることで、ミレーの作品世界の新たな広がりをお楽しみいただきます。

山梨県立文学館

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

甲府昭和IC

甲 府

山梨県

甲府昭和IC

甲府昭和IC

約20分

埼玉県

●高速バスでお越しの場合

アンと花子の不思議な手紙 街を使った宝探し！

「みんなでつくる美術館（みなび）アートではっけん！」7月26日 〜8月5日

約1時間30分

約1時間30分

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

特別展「生誕200年 ミレー展 −愛しきものたちへのまなざし−」7月19日

中部横断自動車道・
中央自動車道

増穂IC

長野県

線

甲府昭和IC

約3時間
国道52号線

小淵沢

甲府昭和IC

約60分

JR中央本線
（特急）

撮影場所
「山梨県立八ヶ岳少年自然の家」
を見学される場合は施設にお問い合わせ下さい。
（☎0551-48-2306）

山梨県立美術館

中央自動車道

JR中央本線
（特急）

─ 表紙の写真 ─

博物館に行こう!

八王子JCT

中央自動車道

駅

名古屋駅

番組のタイトルバックでは、
「赤毛のアン」の舞台プリンス・エドワード島から、はるばる海を越えて山梨に飛
んできた アンの帽子 を、
富士山を望む八ヶ岳南麓で花子が手にします。

お問い合せ：
「花子とアン」推進委員会事務局 ☎055-237-5702

圏央道

小海

路
五湖道
東富士

新

「赤毛のアン」の翻訳で知られる甲府市出身の翻訳家・児童文学者、
村岡花子。
「花子と
アン」
は村岡花子さんがモデルの作品です。番組では、
山梨の美しい山並みやぶどう畑の
景観、
人情味あふれる甲州弁なども紹介されています。
月〜土 総合テレビ−午前8：00/午後0：45
（再）
BSプレミアム−午前7：30/午後11：00
（再）

赤毛のアン and other indicia of Anne of Green Gables are trademarks of the Anne of
Green Gables Licensing Authority Inc., and are used under licence by Beans, Inc.

甲府昭和IC

約1時間30分

約20分

JR

JR中央本線・東海道新幹線・身延線でのアクセス

花子とアン」の舞台やまなし

クリアすると... ここでしかゲットできない、
レアなカードをプレゼント！さらに抽選で豪華賞品が当たります！

甲府昭和IC

約60分

中央自動車道

海老名JCT

群馬県

道

静岡市方面

中央自動車道

岡谷JCT

約15分

名古屋IC

愛知方面から

静岡方面から

「

リアル宝探し in 甲府開催！

長野自動車道

約60分

ＪＲ身延線

●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 ＴＥＬ 0555-72-1311
●駐車場についての問い合わせ先 県立富士北麓駐車場内観光案内所 TEL 0555-72-9900 または
山梨県観光部観光資源課 TEL 055-223-1521

富士山保全協 富 士 山 五 合目以 上で、新 規に行う事 業
力金の使い途 や、拡充する事業に使わせていただきま
す。
《例：トイレの新設・改修、救護所の拡
充、安全誘導員の配置、富士山が有する
価値等の情報提供 等》

東京方面から

約30分

甲府昭和IC

車

※マイカー規制時の駐車場は山梨県立富士北麓
駐車場の１箇所になっております。
マイカー規制期間中は1台1回１，
０００円の駐車
料金がかかります。

松本IC

長野方面から

中央自動車道

八王子JCT

動
自
央

実施期
実施時
対 象

的 美しい富士山を後世に引き継ぐため、富士山の環境保全や登山者の安
全対策を図ります
額 基本１，
０００円
（子供や障がいをもつ方は協力いただける範囲の金額）
法 現地支払
（富士スバルライン５合目総合管理センター前、吉田口５合目
山小屋付近、富士北麓駐車場〈マイカー規制期間のみ〉
）
事前支払
（インターネット、コンビニ払い）
間 平成２６年７月１日
（火）
から９月１４日
（日）
まで
間 ２４時間
（吉田口5合目山小屋付近と富士北麓駐車場は昼間のみ）
者 五合目から山頂を目指す登山者

圏央道

埼玉方面から 圏央鶴ヶ島IC

中

金
支払方

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。

連続テレビ小説

ACCESS & YAMANASHI MAP

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

二本柳遺跡出土木簡
（鎌倉時代）

必ずお読みください。

※当ガイドブックに掲載されている情報は2014年7月1日現在のものです。入場料金などの各種データが変更となったり、時期による
変動や臨時休業などで利用できない場合がございます。予めご利用の際にご確認ください。
※表紙および掲載写真はすべてイメージです。実物と異なる場合があります。また、天候、気象条件等により記事・写真のような景色が
見られない場合があります。
※掲載の各観光施設・店舗の休業日・営業時間及びイベントの開催日時は変更になる場合がございます。予め出発前にご確認ください。
※ガイドブックに掲載された内容により生じたトラブルや損害については、
（公社）
やまなし観光推進機構では補償いたしかねますので予
めご了承願います。

年齢

お名前
（フリガナ）

性別

男・女

メールアドレス

□ 山梨の観光情報をお届けするメルマガ会員登録を希望する
ご希望商品

番（

）

今後の参考にするため、下記のアンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
●旅行計画時には何の情報を参考にしますか？
【複数回答可】
1. パンフレット・ガイドブック
2. 旅行会社のホームページ
3. 雑誌・新聞の旅行関連記事
4. 友人・知人の体験談
5. ホームページ・ブログ
6. その他
（
）
●旅行先を決める際に重視することは何ですか？
【複数回答可】

1. 宿泊施設
2. 交通手段
3. 食事
4. 観光（景観や史跡など）
5. 参加・体験型プログラム
6. ショッピング
7. その他
（

）

●過去一年間で山梨県に旅行で行きましたか？

1. 行っていない
4. 宿泊で1回

2. 日帰りで1回
5. 宿泊で2回以上

3. 日帰りで2回以上

●山梨県の魅力は何だと思いますか？

（

）

身延で夏の思い出づくり

１９９４年

昇仙峡

大自然や温泉に恵まれた山梨は、見どころたくさん！ 夏休みは身延で思いっきり遊び、心ゆくまで
くつろぎ、楽しい思い出をつくりませんか。

アクティブ派必見

富士川で爽快ラフティング

日本三大急流の一つ、富士川を大型ゴムボートで下る
ラフティングの爽快なスリルが味わえるのは今の時期な
らでは！雄大な大自然との一体感を楽しんで。

料金：大 人／7,000円
小学生／6,000円

（小学1〜3年生は保護者同伴）

◆問い合わせ◆
富士川倶楽部 ☎0556-42-2770
http://www.fujikawa-club.jp/

影絵の森美術館

ゆったり大満足派

秘湯・下部温泉郷で湯めぐり

富士山世界遺産登録記念

都会の雑踏から離れた静かな山里にたたずむ下部
（しも
べ）
温泉郷は、古くから湯治場として栄え、武田信玄の隠
し湯としても知られます。名
湯100選の源泉で疲れを癒
して。
◆問い合わせ◆
下部観光協会 ☎0556-20-3001
http://www.shimobe.info/

特別展
好評開催中

◆富士川・下部温泉へのアクセス

【車】中央自動車道河口湖ICから国道139号線、国道300号線で約50分
【電車】JR中央本線
「甲府」
駅で身延線に乗り換え約1時間、
「下部温泉」
駅下車
【高速バス】身延・新宿線 約3時間30分、甲府・静岡線
（身延バス停） 静岡より約1時間30分
問い合わせ 身延町観光協会 ☎0556-62-1116 http://www.town.minobu.lg.jp/

世界初の影絵美術館

- コスモスとこびと -

ⓒ藤城清治

Tel.055-287-2511
9:00 〜 17:00 年中無休
http//www.kageenomori.jp/

「人・クルマ・犬」が語る 昭和の風景

紙の魔術師

太田 隆司展

7月12日 〜9月28日

山梨県北杜市白州町台ヶ原2211

☎ 0551-35-2246 http://kinseiken.co.jp

お問合せ

詳しくはこちら...

南アルプス登山バス運行中!!
〜北岳・鳳凰三山登山にご利用ください〜

●区間
●期間 平成26年6月25日 〜11月9日
バス事業部業務課 TEL 055-223-0821
●お問い合せ
http://yamanashikotsu.co.jp

