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春
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信玄公祭り

第
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4月5日㊐〔甲府市〕
小瀬町にある天津司神社に古くから
伝わる日本最古の人形芝居とも言わ
れる伝統芸能で、国の重要無形民
俗文化財に昭和51年に指定されて
います。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。
◎天津司神社、諏訪神社◎車：中
央自動車道甲府南IC⇒15分◎電
車：JR中央本線甲府駅⇒バス30分
◎甲府市観光課
☎055-237-5702

信玄公役

4月25日㊏〔富士河口湖町〕
彦火火出見尊と皇后豊玉姫命を祀る。御二人の間に御子鸕鸂草葺
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。俗に
「孫見祭」
とも言い伝えられている。御
神輿には御神霊と共に産衣、
お産の用具が奉遷られている。県指定
無形文化財「稚児の舞」
が奉納される。
◎河口浅間神社◎車：中央自動車道河口湖IC⇒15分
◎電車：富士急行線河口湖駅⇒バス
「河口局前」下車
◎河口浅間神社☎0555-76-7186

山本勘助役

片岡鶴太郎

河口恭吾

大善寺藤切り祭り

午後3時30分〜4時45分
仮集結
（市内各所） 舞鶴城公園へ全軍集結】
◆出陣式 午後5時〜5時30分【舞鶴城公園】
◆甲州軍団出陣 午後5時30分〜7時15分
【舞鶴城公園 甲府駅前 平和通り 城東通り 舞鶴城公園】
◆帰陣式 午後7時15分〜7時40分【舞鶴城公園】

川中島合戦戦国絵巻

4月26日㊐〔笛吹市〕
笛吹市桃源郷春まつりのメインイベントとして、
戦国時代の合戦を再現した
「川
中島合戦戦国絵巻」
を開催します。参加型の体験イベントとなっており、
参加者
が鎧を着用しシナリオに沿って、
武田軍、
上杉軍に分かれ合戦絵巻を繰り広げ
ます。信玄公・謙信公の一騎打ちや火縄銃の実演、
有名武将の登場など各種
企画で場を盛り上げます。
◎笛吹市役所前河川敷◎車：中央自動車道一宮御坂IC⇒10分
◎電車：JR中央本線石和温泉駅⇒徒歩15分
◎笛吹市観光物産連盟☎055-261-2829

信玄公祭り 武田24将騎馬行列

4月12日㊐〔甲府市〕
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。
◎甲府市武田神社ほか◎車：中央自動車道甲府昭和IC⇒25分◎電
車：JR中央本線甲府駅⇒徒歩8分◎甲府市観光課☎055-237-5702

▼

▼

▼

▼

▼

▼

【各陣屋

おみゆきさん

4月15日㊌〔甲斐市〕
「おみゆきさん」
は毎年4月15日に行われている水防祈願の祭りで、
甲州
三大御幸祭りのひとつです。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。神輿の担ぎ手は赤い長襦袢を着て、
顔には白粉
を塗るなど、
女性に扮した格好で独特の「ソコダイ・ソコダイ」の掛け声とと
もに信玄堤を踏み固める動作で練り歩きます。
◎信玄堤公園・三社神社周辺◎車：中央自動車道双葉スマートIC⇒15
分◎電車：JR中央本線竜王駅⇒タクシー10分◎おみゆきさん実行委員
会事務局
（甲斐市商工観光課）
☎055-278-1708

3月〜4月

2015.

4月5日㊐〜5月31日㊐〔甲府市〕

甲斐善光寺は、
武田信玄公によって創建された甲斐の名刹であり、
信玄公は、
長野善光寺が川中島の戦い
で戦火に遭うのを心配して、
本尊の阿弥陀如来をはじめ諸仏や寺宝類を甲府に移し、
武田氏の滅亡以後も
徳川家康らの手厚い保護を受けてきました。春は、
ご本尊を納める厨子が開かれ、
七年に一度の
「御開帳」
が
開催されます。
◎甲斐善光寺◎車：中央自動車道甲府昭和IC⇒30分◎電車：JR中央本線酒折駅⇒徒歩10分
◎甲斐善光寺☎055-231-0934

2

甲斐の勝山やぶさめ祭り

4月29日㊌㊗〔富士河口湖町〕
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。
◎富士御室浅間神社◎車：中央自動車道河口
湖IC⇒12分◎電車：富士急行線河口湖駅⇒レ
トロバス
「冨士御室浅間神社」下車
◎甲斐の勝山やぶさめ祭り実行委員会
☎0555-72-3168
（富士河口湖町観光課内）

大聖寺の「不動尊祭典」と「八日市」

4月29日㊌㊗〔身延町〕
身延町八日市場の大聖寺で行われるお祭り。山梨では珍しい柴燈護摩
（さいとうごま）
を見ることが出来ます。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。当日は参道で農産物の販売や田
舎の味を提供する店などがある
「八日市」
も併せて開催されます。
◎身延町大聖寺◎車：中部横断道増穂IC⇒25分◎電車：JR身延
線下部駅⇒タクシー20分◎八日市実行委員会☎0556-42-2815

3月20日㊎〜5月6日㊌㊗〔都留市〕
平成24年度よりミュージアム都留と都留文科大学地域交流研究セ
ンターが共同で収集してきた写真を通して、
都留の時代の流れをたど
ります。古写真を使った関連イベントも行います。◎ミュージアム都留
◎車：中央自動車道都留IC⇒5分◎電車：富士急行線谷村町駅⇒
徒歩2分◎ミュージアム都留☎0554-45-8008

じゃがいも作り体験

ミニチュア家具作り

よってけっしほほえみの里 山菜まつり

3月22日㊐〔道志村〕
親子で遊べるミニチュア家具作りをオリジナルキッ
トを用いて行います。
◎みなもと体験館道志・久保分校◎車：中央自動車道都留IC⇒30
分◎みなもと体験館道志・久保分校☎0554-20-4688

4月中旬〔身延町〕
町内で採れた山菜の販売と特産品の特価販売。
◎道の駅しもべ◎車：中部横断道増穂IC⇒40分◎電車：JR身延線
下部駅⇒タクシー20分◎道の駅しもべ☎0556-20-4141

中区配水場施設開放

道志渓谷山菜祭り

安藤家の雛祭り

甲斐善光寺御開帳

ミュージアム都留企画展

「写真でたどる都留の時代−未来へつなぐ地域の記憶−」

3月1日㊐〔道志村〕
やまめの解禁を祝うお祭りです。川魚の女王「山女魚」
に舌鼓を打っ
てください。
◎道の駅どうし◎車：中央自動車道都留IC⇒30分
◎道の駅どうし☎0554-52-1811
3月14日㊏〜6月28日㊐〔甲斐市〕
甲斐敷島梅の里クラインガルテンにて、
春から夏にかけて
「じゃがいも
作り体験」
を実施いたします。植えつけの楽しさから収穫の喜びまで
味わうことができる体験プログラムです。地元農家による指導も受け
られるため、初心者の方でも安心して取り組めます。1口〈1区画〉
＝
2,500円/定員60口
◎甲斐敷島梅の里クラインガルテン クラブハウス◎車：中央自動車
道双葉スマートIC⇒10分◎電車：JR中央本線竜王駅⇒タクシー15
分◎農事組合法人 ゆうのう敷島☎055-267-0831

4月26日㊐
〔甲州市〕
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。
また、
甲斐天目山勝
頼公太鼓や歌謡ショーなども行われるほか、各
種屋台も出店されます。
◎甲州市立大和中学校校庭
（甲州市大和町
初鹿野1643）◎車：中央自動車道勝沼IC⇒
10分◎電車：JR中央本線甲斐大和駅⇒徒歩
2分◎甲州市観光交流課☎0553-32-2111㈹

6月14日㊐〔身延町〕
〔開闢会〕
宗祖開闢会大法要が3日間、
大本堂において行われます。
〔御入山行列〕
日蓮聖人が身延山に入られたことを記念して行われる
年中行事。騎馬武者、
奴、
稚児、
学僧などが古式ゆかしく門前町を練
り歩き、
行列終了後、
御草庵において大法要が執り行われる。
◎身延山久遠寺および総門から御草庵まで◎車：中部横断道増穂
IC⇒50分◎電車：JR身延線身延駅⇒バス15分
◎身延町観光協会☎0556-62-0502

山梨の春イベントカレンダー

道志渓谷やまめ祭り

第48回
甲州市ふるさと武田勝頼公まつり

身延山開闢会 御入山行列

5月8日㊎〔甲州市〕
藤切会式は、通称「藤切り祭」
と
よばれ、甲州市勝沼の大善寺で
行われる千三百年来続くお祭りで
す。毎年行われるこのこの藤切会
式大祭は、高さ三間半
（6.3m）
も
ある御神木から七尋半
（いちひろ
=約六尺）
の大蛇を形どった藤の
根を切り落とし、
それを若者が争
奪するという勇壮なお祭りです。
◎大善寺
（甲州市勝沼）
◎車：中央自動車道勝沼IC⇒2分
◎電車：JR中央本線勝沼ぶどう
郷駅⇒タクシー5分
◎大善寺☎0553-44-0027

甲州軍団出陣 4月4日【土】
◆甲州軍団集結

5月17日㊐〔富士河口湖町〕
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年の伝統を誇る。先頭のやっこが掛け声とともに毛槍
を操る姿はみごたえがある。
◎本栖山神社よりスタート◎車：中央自動車道河口湖IC⇒35分◎
電車：富士急行線河口湖駅⇒バス45分
◎本栖湖観光協会☎0555-87-2518

河口浅間神社例祭（稚児の舞）

山梨の春の観光シーズンの幕開けを飾る
「信玄
公祭り」。世界最大級の侍行列が桜の咲き誇る中、
戦国情緒あふれる舞鶴城公園からいざ出陣。

回

本栖公家行列

1月31日㊏〜4月6日㊊〔南アルプス市〕
300年以上の歴史を持つ国重要文化財安藤家住宅に江戸時代〜昭
和40年代までの雛人形約160体を展示します。江戸末期から明治大
正を通して人気のあった御殿飾り雛や南アルプス市にゆかりの小笠原
流礼法による上巳の節句飾り、
小笠原雛等も展示しています。各部屋
に時代の違った雛飾りを展示しています。
それぞれの時代で飾り方等の
違いもあり、
色々なお雛様を楽しめます。
◎国重要文化財安藤家住宅◎車：中部横断道南アルプスIC⇒10
分◎電車：JR中央本線竜王駅⇒タクシー35分
◎南アルプス市文化財課☎055-282-7269

窟観音祭り

3月20日㊎・21日㊏㊗〔韮崎市〕
「武田の里にらさき」
に春を告げるお祭り。お稚児さん行列や数多くの
出店が並び、
終日賑わいます。
◎雲岸寺◎車：中央自動車道韮崎IC⇒10分◎電車：JR中央本線
韮崎駅⇒徒歩5分◎雲岸寺☎0551-22-0387

3月下旬〜4月上旬〔甲府市〕
甲府市上下水道局では、普段は入場できない愛宕町にある水道施設、
「中区配水池」
を桜の開花時期に合わせて1週間程開放します。100
年の歴史を持つこの施設には、
ソメイヨシノをはじめとする桜の巨木が約
70本植えられています。※会場に駐車場はありませんので徒歩でお越
しください。※水道施設のためペットの同伴はお断りします。※飲食は可
能ですが、飲酒はご遠慮ください。
またゴミは必ずお持ち帰りください。
◎甲府市上下水道局中区配水場
（甲府市愛宕町372）
◎車：中央
自動車道甲府昭和IC⇒30分◎電車：JR中央本線甲府駅⇒徒歩
20分◎甲府市上下水道局経営企画課企画係☎055-228-3319

御幸祭

4月5日㊐〔市川三郷町〕
「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。
◎表門神社及び芦川橋付近◎車：中央自動車道甲府南IC⇒20分
◎電車：JR身延線芦川駅⇒徒歩20分◎市川三郷町役場 生涯学
習課☎055-272-6094

永泰寺花祭り

4月8日㊌〔甲府市〕
お釈迦様の誕生日をお祝いするお祭りです。お釈迦様がお生まれに
なられたことを天が喜び、
甘露の雨を降らせたことに由来し、
参詣者は
釈迦像に甘茶を注ぎます。
この釈迦如来像は、
県の指定文化財で、
この4月8日の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。
◎永泰寺
（甲府市古関町1555）
◎車：中央自動車道甲府南IC⇒〓◎
電車：JR中央本線甲府駅⇒〓◎甲府市観光課☎055-237-5702

放光寺「大黒天祭り」

4月29日㊌㊗〔甲州市〕
紫燈大護摩
（素足で火渡り修行して開運を祈る大福の施財施福の
大祭）
当日は境内で花の苗木の無料配布、
福まきが行われる。
◎放光寺
（甲州市塩山藤木）
◎車：中央自動車道勝沼IC⇒16分◎
電車：JR中央本線塩山駅⇒バス15分
◎甲州市観光交流課☎0553-32-2111㈹

4月下旬〔道志村〕
春の味覚をたっぷりと堪能してください。
◎道の駅どうし◎車：中央自動車道都留IC⇒30分
◎道の駅どうし☎0554-52-1811

たけのこまつり

4月下旬〔南部町〕
生たけのこの販売をはじめ、
たけのこご飯の販売、
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。
◎南部町役場本庁舎前広場◎車：中央自動車道甲府南IC⇒90分
◎電車：JR身延線井出駅⇒タクシーで5分◎たけのこ祭り実行委員
会
（南部町役場産業振興課内）
☎0556-64-3111

富士すばるランド「春まつり」

4月下旬〜5月上旬〔富士河口湖町〕
人気のキャラクターショーや迫力のドッ
グショーを開催！ 5階層からなる巨大立
体迷路「ボックルの森立体迷路」
などの
アトラクションも人気！
◎富士すばるランド◎車：中央自動車
道河口湖IC⇒5分◎電車：富士急行線
河口湖駅⇒バス10分
◎富士すばるランド☎0555-72-2239

ふじてんリゾート「グリーンシーズン」

4月下旬〜10月中旬〔鳴沢村〕
冬のスキー・スノーボードがそのまま使え
る
「サマーゲレンデ」
をはじめ、
そり型の
「ポッカール」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◎車：中央自動車道
河口湖IC⇒20分◎電車：富士急行線
河口湖駅⇒タクシー20分
◎ふじてんリゾート☎0555-85-2000

3

山梨の春を彩る

上野原酒まんじゅう
甲州街道上野原宿に伝わる名物「酒まんじゅう」
素朴な味はいつの時代にも好まれ、
最近では、長寿食としても見直されています。
市内には12軒のまんじゅう屋が営業しています。

山梨花スポット＆オススメ甘味！
！

●上野原市役所経済課
☎0554-62-3119

新府桃の花見会

真原の桜並木 4月中旬〔北杜市〕

南アルプスの懐にソメイヨシノの桜並木が約750mものトンネルを
作ります。
◎北杜市武川町眞原3567◎車：中央自動車道須玉IC⇒20
分◎電車：JR中央本線日野春駅⇒タクシー20分
◎北杜市観光協会 ☎0551-47-4747

4月19日㊐〔韮崎市〕
青く澄み渡る空と南アルプスの白く輝
く残雪が桃のピンク色と鮮やかなコント
ラストをなす
「新府桃源郷」。満開の桃
の花のもと、
地元特産品をはじめとする
様々なお店が出店します。
◎新府共選場（韮崎市中田町中条
3515）
◎車：中央自動車道韮崎IC⇒
15分◎電車：JR中央本線新府駅⇒
徒歩15分◎韮崎市観光協会
☎0551-22-1991

第26回大月さくら祭り

神田の大イトザクラ

4月中旬〔北杜市〕
県の天然記念物に指定。その昔、神社へ供える米を
作る田の畦にご神木として植えられたといわれ、今や
樹齢約400年。広がる枝張りは見事です。
◎北杜小淵沢町松向2767◎車：中央自動車道小淵沢IC
⇒15分◎電車：JR中央本線小淵沢駅⇒タクシー15分
◎北杜市観光協会 ☎0551-47-4747

4月上旬〔甲州市〕
県指定天然記念物のイトザクラ、樹齢およそ300年。枝
を四方に糸のように垂らした花は淡い紅色。エドヒガンザ
クラの変種です。
◎甲州市塩山中萩原352◎車：中央自動車道勝沼
IC⇒20分◎電車：JR中央本線塩山駅⇒タクシー10
分◎甲州市観光交流課☎0553-32-2111

神田の大イトザクラ

真原の桜並木

わに塚のサクラ

4月上旬ライトアップ〔韮崎市〕
日本武尊の王子・武田王の墓ともいわれている王仁
（わに）
塚。樹齢約320年の巨大なエドヒガンザクラが、
田園のなか
に孤高に立っている姿は尊くも美しく、八ヶ岳をはじめとする
周囲の山々とのコントラストが最高な桜です。
また、
ライトアッ
プ
（4月3日〜4月12日予定）
された夜桜は、昼とは違った幻
想的な姿を醸し出します。
◎わに塚のサクラ
（韮崎市神山町北宮地624）
◎車：中央
自動車道韮崎IC⇒20分◎電車：JR中央本線韮崎駅⇒バ
ス20分◎韮崎市観光協会☎0551-22-1991

梨北米100％のみで作られた生信玄餅。口に入
れるとしっかりとお米の甘みが残っている。餅にき
な粉と黒みつをつけて召し上がれ。

3月21日㊏㊗〜4月27日㊊〔笛吹市〕
市内7町に1箇所ずつある
「ふえふき
七福桜」のライトアップをはじめ、
「お
花見散策コース」
の紹介など、
春の花
を楽しむ企画が多数あります。
メイン会
場の八代ふるさと公園では、野外ス
テージ
（4月4日・5日）
やコースの案内、
軽食の販売を行います。
また、4月10
日は「笛吹市桃源郷の日」
として、花
火の打ち上げなどの記念イベントも用
意しております。
そして、今年は
「全国
桃サミットin笛吹市」
としてうまいもの
市を4月18日に石和温泉駅前公園に
て開催します。各地の名産や特産品
を販売します。
◎八代ふるさと公園など◎車：中央自
動車道一宮御坂IC⇒20分◎電車：
JR中央本線石和温泉駅⇒タクシー
20分◎笛吹市役所観光商工課
☎055-262-4111

【八ヶ岳・
韮崎エリア】
長坂夜桜

【笛吹・甲州・
山梨エリア】

新府 【甲府・
桃源郷

昇仙峡
エリア】

神代桜
わに塚のサクラ

慈雲寺のしだれ桜

★

岩殿山の桜

笛吹桃源郷
歌舞伎文化公園
ぼたん
三ツ峠
河口湖北岸
さくら公園

道の駅なるさわ
ツツジ
本栖湖リゾート
芝桜

●甲州台ヶ原 金精軒
●北杜市白州町台ヶ原2211☎0551-35-2246

花の都公園

千年ザクラ
R5

2

身延山しだれ桜

3月下旬〜4月上旬見頃〔身延町〕
身延山の春の訪れを告げる桜。身延山久遠寺周辺は全国有数の
桜の名所で
「日本のさくらの名所100選」
にも選ばれている。
また、
久
遠寺境内には樹齢400年を超えるしだれ桜が2本あり名所となって
いる。1本は祖師堂の前、
もう1本は客殿の前で花を咲かせる。寺院を
背景に枝いっぱいの可憐な花が、
降り注ぐ様に咲く姿は圧巻のひと
こと。※観賞期間中交通規制あり
◎身延山久遠寺◎車：中部横断道増穂IC⇒50分◎電車：JR身延
線身延駅⇒バス15分◎身延町観光課☎0556-62-1116

みのぶまんじゅう
さっぱりした甘味が人気の古くから身延山久遠寺参拝の人々に
親しまれている身延の名物です。皮とこしあんのバランスが絶妙
で素朴な味わい。栄昇堂、甘養亭、松屋などで求められます。
4

☎0556-62-1116

ぼたんの花まつり

3月下旬〜4月上旬見頃〔南部町〕
県指定天然記念物。旧妙善寺跡地にあるエドヒガン。
樹齢は600年以上と推定されています。
◎南部町本郷◎車：中央自動車道甲府南IC⇒80分
◎電車：JR身延線内船駅⇒タクシーで10分
◎南部町役場産業振興課☎0556-64-3111

開花状況によりお祭り期間が変更になる場合があります。事前にお問い合わせください。

5月

2015.

●六郷特産品加工組合
●市川三郷町落居2368 ☎0556-20-2525

4月26日㊐〜5月4日㊊㊗〔富士河口湖町〕
薄桃色の可憐な花が恥らいながら咲くよ
うに見えるところから別名「乙女桜」
とも
言われている富士桜。富士河口湖の春
の訪れを告げるイベントでは、
富士桜やミ
ツバツツジの群生地の鑑賞はもちろんの
こと、
特産品の販売なども行われる。
◎河口湖創造の森◎車：中央自動車道
河口湖IC⇒10分◎電車：富士急行線
河口湖駅⇒タクシー15分◎富士河口
湖町農林課☎0555-72-1115

鳴沢つつじ祭り

4月下旬〜5月上旬〔鳴沢村〕
「鳴沢つつじ祭り」
は春の遅い、
富士北麓の春
を告げるミツバツツジを観賞するお祭りです。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
路が初日の２日間無料開放されます。
◎道の駅なるさわ◎車：中央自動車道河口湖
IC⇒10分◎電車：富士急行線河口湖駅⇒
バス15分◎道の駅なるさわ
☎0555-85-3900

イベントカレンダー

グリーンフェスタ＆こどもの日

5月1日㊎〜6月下旬〔南アルプス市〕
南アルプス市のさくらんぼは国内で特に早い収穫期を迎えます。ハウ
スものは5月1日から5月下旬に。露地ものは5月下旬から6月下旬ま
でです。品種は
「高砂」
「佐藤錦」
「豊錦」
「紅秀峰」
など様々な品種
があります。毎年シーズンには全国からたくさんの人たちがさくらんぼ
狩りに訪れます。甘酸っぱい味覚は、
もぎたてならではのおいしさ。
真っ赤に熟れた愛らしいさくらんぼをどうぞ召し上がれ。
◎受付/南アルプス市内JAこま野各支所◎車：中部横断道白根IC
⇒近辺◎電車：JR中央本線竜王駅⇒タクシー20分◎南アルプス市
観光協会☎055-284-4204

5月2日㊏・3日㊐㊗〔山梨市〕
県内外から多くの観光客が来園する大型連休期間中、新緑も鮮や
かなフルーツ公園を会場として、
飲食店や金魚すくい等、
幅広い年齢
層を対象としたイベントを開催します。
◎山梨県笛吹川フルーツ公園◎車：中央自動車道勝沼IC若しくは
一宮御坂IC⇒30分◎電車：JR中央本線山梨市駅⇒タクシー7分
◎山梨市フルーツパーク☎0553-23-4101

正の木稲荷祭り

多摩川源流に位置する小菅村で、最大の規模を誇るイベントが
「多摩源
流まつり」
。村民が一丸となり作り上げるこのお祭りには、毎年１万人以上
の方が訪れます。会場では、多摩川流域の味や文化に触れることができ、
夜には
「日本一のお松」
に火が灯り、祭りはクライマックスを迎えます。

5月2日㊏〜5日㊋㊗〔甲府市〕
農業の神のお祭り。5月3日は立春から数えて88日目に当たり、霜の
心配がなくなるころで、
かつて農家では一斉に種まきや苗の植えつけ
が行われていました。今では植木や花が中心の植木市となり、
出店な
どもたくさん並び多くの人で賑わいます。
◎稲積神社・遊亀公園
（甲府市太田町）
◎車：中央自動車道甲府南
IC⇒25分◎電車：JR中央本線甲府駅⇒バス15分◎稲積神社☎
055-233-5573
5月3日㊐㊗〔早川町〕
2,000m級の山々に囲まれた早川町の5月。恒例の祭り会場には都
会では珍しい様々な山菜やヤマメの塩焼きなど自然のごちそうが並ん
で、
春いっぱいの山里を一日楽しめます。
◎早川町町民スポーツ広場◎車：中部横断自動車道増穂IC⇒60
分◎電車：JR身延線身延駅 ⇒バス75分◎早川町振興課☎
0556-45-2511

●山梨県菓子工業組合
●甲斐市西八幡４３５３-３
（事務局 松寿堂）
☎055-276-2628

河口湖富士桜・
ミツバツツジまつり

春

山梨の

さくらんぼ狩りが始まります

南アルプス早川山菜祭り

千年ザクラ

4月11日㊏〜19日㊐〔富士河口湖町〕
河口湖北岸のウォーキングトレイル沿いに植栽さ
れた約250本の桜の鑑賞。
ウォーキングトレイル沿
いには
「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
トを巡る散策もお楽しみ
いただけます。
◎河口湖円形ホール付近ウォーキングトレイル
沿い◎車：中央自動車道河口湖IC⇒15分◎
電車：富士急行線河口湖駅⇒レトロバス
◎富士河口湖町観光課☎0555-72-3168

4月中旬〔西桂町〕
三ッ峠山の麓『三ツ峠さくら公園』
を中心に約
千本の桜が咲き誇ります。祭り会場では、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。今年は
『三ツ峠さくら公園』
の夜桜も楽し
めます。
◎三ッ峠グリーンセンター◎車：中央自動車道
都留IC⇒20分◎電車：富士急行線三つ峠駅
⇒徒歩15分◎西桂町役場産業振興課
☎0555-25-2121

身延山しだれ桜

3月下旬〜4月上旬見頃〔富士川町〕
4月下旬〔市川三郷町〕
2千本の桜が咲き競い、
小高い山頂がピンク色に
歌舞伎文化公園内の
「ぼたん園」
には、
約100
染まります。開花に合わせて開催されるお祭りには
種2000本ほどのぼたんが植えてあり、色とりど
多くの観光客が訪れメイン会場では様々なイベント
りの花が咲きます。
さまざまなステージイベントも
が開催されます。
楽しめます。
◎大法師公園◎車：中央自動車道増穂IC⇒10
◎市川三郷町歌舞伎文化公園◎車
：中央自
分◎電車：JR身延線鰍沢口駅⇒タクシーで10分
動車道甲府南IC⇒20分◎電車：JR身延線甲
中央市れんげまつり 15
◎富士川町役場商工観光課
斐上野駅⇒徒歩10分◎市川三郷町ふるさと
4月29日㊌㊗〔中央市〕
☎0556-22-7202
れんげ畑に囲まれた会場で開催する 春まつり実行委員会☎055-240-4157
中央市の春の恒例イベント。玉穂地
区に縁のある虚無僧行列の再現や
あんびん
子どもみこし、人気お笑い芸人による
爆笑ライブ等催しを予定しております。
農作業の合間に食べられたもので雑
50店以上に及ぶ模擬店も充実して
穀の粉をこねた生地で、つぶあん包
いますので、
みなさん是非お越しくださ
み込んだ昔ながらのおやつです。六
い。
◎中央市玉穂ふるさとふれあい広場
郷の食文化を心を込めて伝承してい
◎車：中央自動車道甲府南IC⇒15
きたいと思います。素朴な味をお楽し
分◎電車：JR身延線東花輪駅より
みください。
シャトルバス⇒約10分◎中央市役所
商工観光課☎055-274-8582

富士・河口湖さくら祭り

西桂町さくら祭り

ふじざくら

【富士山・富士五湖エリア】

大法師公園さくら祭り

武田兵糧丸
武田兵糧丸は山梨県菓子工業組合に
加入している８社で個々に製造した、地
元の食材を用いた菓子を詰め合わせた
ものです。
６ヶ入、
８ヶ入、バラ売りを、各店
舗と
「かいてらす」
で販売しております。

4月25日㊏〜5月6日㊌㊗〔富士吉田市〕
山梨県の花であり、
また富士吉田市の花で
もある
「ふじざくら」。吉田口登山道中ノ茶
屋周辺に咲く2万本ものふじざくら群落地で
行われるイベント。期間中には多数の催し
物や桜茶のサービスを行います。
◎吉田口登山道中ノ茶屋エリア◎車：中央
自動車道河口湖IC⇒10分◎電車：富士急
行線富士山駅⇒バス20分
◎
（一財）
ふじよしだ観光振興サービス
☎0555-21-1000

中央市れんげ

【南アルプス・
富士川流域エリア】

4月18日㊏〜5月31日㊐〔富士河口湖町〕
2008年から開催され、今年で8年目を迎える
「富士芝桜まつり」。濃淡様々な種類の芝桜が
富士山の麓を美しく彩る。
◎富士本栖湖リゾート
（富士河口湖町本栖
212）
◎車：中央自動車道河口湖IC⇒25分
◎電車：富士急行線河口湖駅⇒バス30分
◎富士芝桜まつり事務局☎0555-89-3031

ふじざくら祭り

【東部エリア】

甲府駅

大法師公園
の桜

富士芝桜まつり

笛吹市桃源郷春祭り

4月18日㊏（予定）
〔北杜市〕
長坂湖畔の桜並木をライトアップします。地元の食べ
物やお酒などのお店も出店し、
ご家族で楽しめます。
（開花状況により日程が変更になる場合があります。
事前に主催者へお問い合わせください）
◎長坂湖畔
（牛池）
◎車：中央自動車道長坂IC
⇒5分◎電車：JR中央線長坂駅⇒徒歩10分
◎エジソンの会☎0551-32-5210

樹齢２千年といわれる山高神代桜は日本三大桜の一つで、
国の
重要文化財に指定されています。期間中は様々な出店や農産物
の販売を行います。
◎実相寺
（北杜市武川町山高2763）
◎車：中央自動車道須
玉IC⇒15分◎電車：JR中央本線日野春駅⇒タクシー20分
◎北杜市観光協会 ☎0551-47-4747

●身延町観光課

3月下旬〜4月上旬〔大月市〕
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。岩殿山ふれ
あいの館周辺のさくらをライトアップします。
（夜10
時まで）
◎岩殿山・お伊勢山◎車：中央自動車道大月IC
⇒10分◎電車：JR中央本線大月駅⇒岩殿山徒
歩20分・お伊勢山バス18分
◎大月市観光協会☎0554-22-2942

長坂夜桜まつり

神代桜まつり 4月1日㊌〜25日㊏〔北杜市〕

生信玄餅

慈雲寺のしだれ桜

多摩源流まつり

5月4日㊊㊗〔小菅村〕

◎小菅村第一スポーツ広場◎車：圏央道日の出IC⇒60分／中央
自動車道大月IC⇒40分◎電車：JR青海線奥多摩駅⇒バス50分◎
小菅村源流振興課☎0428-87-0111

沢奥のおまつり（西嶋神楽奉納）

5月5日㊋㊗〔身延町〕
県指定無形文化財の西嶋神楽を奉納している。西嶋神楽の起源
は、
約400年位前、
天正年間甲斐武田氏の滅亡の頃、
打ちつづく戦
禍と富士川の氾濫で悲しみに沈む里人の心を、
神楽によって振るい
おこし、
霊鎮
（みたましず）
めをしようとして、
神主たちの手ではじめられ
鎮主様に奉納した、出雲神楽の流れをくむふるさとの民俗芸能であ
り、
熱心な氏子たちによって受け継がれてきました。
◎西嶋地内弓道場付近臨時舞台◎車：中部横断道増穂IC⇒15分
◎電車：JR身延線甲斐岩間駅⇒タクシー5分◎若宮八幡神社社務
所☎0556-42-3884

花の都公園 春の息吹

4月29日㊌㊗〜5月24日㊐〔〔山中湖村〕
○チューリップ15万本=4月下旬〜5月中旬
○クマガイソウ見学ツアー=5月16日㊏〜5月24日㊐
○春花火打ち上げ=5月2日㊏3日㊐4日㊊5日㊋
○清流の里ライトアップ=5月2日㊏〜5月6日㊌
◎山中湖花の都公園◎車：東富士五湖道路
山中湖IC⇒5分◎電車：富士急行線富士山駅
⇒バス30分◎山中湖花の都公園
☎0555-62-5587

長沢鯉のぼり祭り

5月5日㊋㊗〔北杜市〕
約500匹の鯉のぼりが大空を優雅に泳ぐ姿は圧巻です。
どろんこ障
害物競走など子どもが喜ぶさまざまなイベントが開催されます。
◎道の駅南きよさと◎車：中央自動車道須玉IC又は長坂IC⇒10分
◎電車：JR小海線清里駅・JR中央本線長坂駅⇒タクシー20分◎長
沢鯉のぼり祭り実行委員会☎0551-47-2303

第35回スポニチ山中湖ロードレース

5月31日㊐〔山中湖村〕
山中湖一周
（13.6㎞）
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。
◎山中湖中学校◎車：東富士五湖道路山中湖IC⇒5分◎電車：富
士急行線富士山駅⇒バス25分◎山中湖ロードレース事務局☎
0555-62-9105

アヤメフェア

5月5日㊋㊗・6日㊌㊗〔南アルプス市〕
滝沢川沿いのアヤメが見ごろを迎えるゴールデンウィークに行われるイベ
ントです。
アヤメを育てる会が丹精こめて育てている約1万株10万本の
アヤメをゆっくりご覧いただきながら楽しめるイベントとなっております。
◎滝沢川公園◎車：中部横断道南アルプスIC⇒10分◎電車：JR中
央本線竜王駅⇒タクシー30分◎南アルプス市観光商工課☎
055-282-6294

しもべおんせんまつり

5月中旬〔身延町〕
下部温泉郷内のリバーサイドパークや温泉街を会場に行われる祭
り。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る。
◎下部温泉郷内
【金山博物館駐車場および熊野神社】◎車：中部
横断道増穂IC⇒35分◎電車：JR身延線甲斐岩間駅⇒徒歩3分◎
下部観光協会☎0556-20-3001

5

芸術文化にふれる
新道峠〔笛吹市〕

河口湖と富士山を望む景勝地。水ヶ沢林道終点
から約５分登ると新道峠に到着する。黒岳方面に
１分ほど尾根を歩くと更に見通しの良いビュース
ポットがある。例年6月初旬〜中旬にはツツジの花
が見頃になる。
◎車：中央自動車道一宮御坂IC⇒車約30分
◎電車：JR中央本線石和温泉駅⇒タクシー約45分
◎笛吹市観光商工課☎055-262-4111
（代）

山梨の春山を満喫！
！
トレッキング＆登山

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。

宝 めぐりプレゼント

山梨県立美術館
「夜の画家たち
−蝋燭の光とテネブリスム−」
展

西沢渓谷山開き

大菩薩トレッキング（新緑編）

5月13日㊌〔甲州市〕
大菩薩嶺は、四季を通じてその時々様々な表情で登
山客を迎えてくれます。爽やかなこの季節、大菩薩ト
レッキング新緑編が開催されます。2,000ｍの稜線
からの富士山・南アルプスは格別です。
◎参加予約
甲州市観光交流課☎0553-32-2111

山梨百名山

※詳しくはやまなし観光推進機構まで

6月

2015.

4月29日㊌㊗〔山梨市〕
全国に名立たる渓谷美を誇り、
「 森林セラピー」基地にも
認定される渓谷。
これから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・ハイキング出来るよう祈念して
山開きの神事を執り行います。
◎西沢渓谷入り口広場◎車：中央自動車道勝沼IC⇒国
道140号線を秩父方面へ60分◎電車：JR中央本線山梨
市駅⇒市営バス60分
◎山梨市役所観光課☎0553-22-1111

南アルプスは標高日本
第 2 位 の 北 岳を始 め、
3,000m級の山々が連
なります。貴重な高山
植物や、広大な自然を
お楽しみ頂けます。

登頂証明書を発行します
やまなし観光推進機構では
山梨百名山を登頂された方
に証明書を発行します。証明
書 は５種 類 で 、
「 1 0 山 」〜
「100山」
までに達した際に
申請いただくことで発行（無
料）
します。

甘利山〔韮崎市〕

レンゲツツジの大群落が山頂一帯を深紅に染め、富士
山を始め、八ケ岳、鳳凰三山といった360度の大パノ
ラマも楽しめます。駐車場から20分ほど遊歩道を登ると
山頂に着きます。◎車：中央自動車道韮崎IC⇒60分
◎電車：JR中央本線韮崎駅⇒タクシー50分
◎韮崎市観光協会☎0551-22-1991

春イベントカレンダー
桑の実摘み体験

6月上旬〜中旬〔甲斐市〕
甲斐市の北部は、
かつて養蚕業が栄えた地域として、
今もたくさんの
桑畑が残されています。桑の実にはアントシアニン、桑の葉にはカル
シウムを始め、多くのミネラル成分が含まれています。若い方には新
鮮な味！
！中高年の方には懐かしい味！
！が味わえる
「桑の実摘み」
をき
れいに整備された桑畑でお楽しみください。入園料600円
◎甲斐市大垈 桑の実摘み園◎車：中央自動車道双葉スマートIC⇒
5分◎電車：JR中央本線塩崎駅⇒タクシー10分
◎甲斐市商工会☎055-276-2385

4月18日 〜6月14日

▶西洋の絵画技法である、光や炎によって夜や闇の中に劇
的に対象を浮かび上がらせるテネブリスム（明暗主義）は、
近代の日本人画家を魅了し、亜欧堂田善、高橋由一から髙
島野十郎まで、独自の明暗表現を手がける日本の「夜の画
家」たちが誕生するきっかけとなりました。本展では、近代
日本の闇と光の世界を、
フランスの巨匠ジョルジュ・ド・ラ・
トゥールの作品などとも対比させながら、紹介します。

写真はイメージとなります

❺
近藤浩一路《下京の夜》
大正２
（１９１３）年 山梨県立美術館蔵

❶
〔甲府市〕
甲府ハローキティクリアファイル・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・3セット5名様

南アルプス開山祭

6月27日㊏〔南アルプス市〕
南アルプスの登山口、広河原で行われるセレモ
ニーです。先駆者の偉業に感謝し、入山者の安
全登山、山岳観光の活性化を祈念して行われま
す。セレモニーでは、献花や山の歌の合唱などが
あり、
クライマックスでは百年前のいでたちの案内
人による
「蔓払い」
がとり行われます。
「蔓払い」
は
山々の神に開山の祈願を申し述べた後、勇壮な
夜叉神太鼓の演奏の中、振り下ろされる斧が束
ねた蔓を切り開きます。従者により払われた蔓の
門を参加者や登山者が通り抜けて安全登山を願
う祭りです。
◎広河原インフォメーションセンター前◎車：中部
横断道白根IC⇒40分、
バス1時間◎電車：JR中
央本線甲府駅⇒バス120分
◎南アルプス市観光商工課☎055-282-6294

❹
〔南アルプス市〕
贅沢フルーツのジャム＆ゼリー詰め合わせ・
・
・
・
・
・
・
・
・5名様

【住所】甲府市貢川1-5-35 2055-235-8080
? =【アクセス】県立美術館と同じ

6月中旬〔市川三郷町〕
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。
◎市川三郷町歌舞伎文化公園◎車：中央自動車道甲府南IC⇒20
分◎電車：JR身延線甲斐上野駅⇒徒歩10分
◎JA西八代☎055-230-3056

南部あじさいまつり

6月中旬〜下旬〔南部町〕
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。
◎うつぶな公園◎車：中央自動車道甲府南IC⇒80分◎電車：JR身
延線内船駅⇒タクシーで5分◎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

河口湖ハーブフェスティバル〔富士河口湖町〕
八木崎会場6月19日㊎〜7月12日㊐
大石会場6月19日㊎〜7月20日㊊㊗
◆ラベンダー観賞0：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
（八木崎公園、
土・日のみ）
◆ビンゴ大会
（６／１９〜7/12の１１時３０分〜）
【関連イベント】
◇富士山山開き花火大会７月４日
（土）
２０時〜２０時
２０分、
河口湖畔船津浜
◎八木埼公園、大石公園◎車：中央自動車道河口湖IC⇒10分◎
電車：富士急行線河口湖駅⇒レトロバス10分
◎富士河口湖町観光課☎０５５５-７２-３１６８
第14回名勝猿橋あじさい祭り

6月下旬〜7月中旬〔大月市〕
猿橋から猿橋近隣公園までの遊歩道沿いでは、毎年6月下旬に約
3000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。
◎猿橋から猿橋近隣公園◎車：中央自動車道大月IC⇒20分◎電
車：JR中央本線猿橋駅⇒徒歩15分◎大月市観光協会猿橋支部
☎0554-22-2942

❼
〔西桂町〕
富士山のうまい水=1ケース（500㎖24本入り）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・5名様

田中冬二

【アンケート】山梨県の魅力は何だと思いますか。

【ご応募方法】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：〈春プレゼント〉平成27年6月30日（火）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。

山梨県立博物館

開館10周年記念特別展

「微笑みに込められた祈り 円空・木喰展」
3月28日 〜5月18日

▶甲斐国丸畑（現：南巨摩郡身延町丸畑）出身の作仏聖・木
喰は、全国を廻国修行しながら、各地に仏像を残しました。
その多くが優しく微笑んでいることから、
「微笑仏」などとも
呼ばれ、今でも人々に親しまれています。本展では、木喰と
ともに著名な作仏聖である円空の作品もあわせて展示し、
個性的な造形を生み出した二人の魅力をご紹介します。

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

円空作 不動三尊像（清瀧寺）

木喰作 子安観音菩薩像（徳蔵寺）

【住所】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
（ただし3月31日、5月5日は開館）
・5月7日
（木）
【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

平成27年4月

「山梨近代人物館」が
オープンします

山梨県立考古博物館

春季企画展 甲斐のＳＡＭＵＲＡＩ
ゆかりの遺跡−城・館・屋敷・墓−

山梨県指定有形文化財である山梨県庁舎別館
内に、本県の発展に貢献した人物などを紹介する
展示施設がオープンします。明治時代から戦前ま
での間、山梨県の発展に貢献した人物や、山梨
県出身で国内外で活躍した人物をパネルや映像
で紹介します。
また、竣工当時の内装に再現した
旧知事室、正庁、県政の歴史の展示、
こども向け
の展示などもあります。
●開館予定 平成27年4月2日
（木）
●開館時間 午前９時〜午後５時
その他
●休館日 毎月第２・第４火曜日、年末年始、
展示替え等により臨時に休館する場合があります。
●入館料 無料
●お問い合わせ
（オープンまでの連絡先）
山梨県教育庁学術文化財課☎０５５-２２３-１７９０
（平日：午前８時３０分〜午後５時１５分）

4月25日 〜6月14日
▶室町時代〜江戸時代に活躍した、山梨県ゆかりの武
士−ＳＡＭＵＲＡＩたちをテーマとした企画展を開催いた
します。彼らが関わった城や館・屋敷など、発掘調査に
より発見された遺物の展示や確認された遺構の他、彼
らにゆかりの県内の遺跡や眠る墓なども紹介します。

甘々娘収穫祭

❺
〔中央市〕
もろこしワイン・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1本5名様
❻
〔身延町〕
下部温泉鉱泉ミネラルウォーター「神水」
・
・
・
・
・
・
・1ケース（24本入）10名様

二本柳遺跡出土兜前立て 「深草館」
外郭出土陶器
（金生遺跡）

【住所】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 【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バス
「考古博物館」下車

武田氏館跡全景

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
埼玉方面 圏央鶴ヶ島IC
から
長野方面
から

松本IC

東京方面
から

高井戸IC

神奈川方面
から

横浜市方面

愛知方面
から

名古屋IC

静岡方面
から

静岡市方面
御殿場市方面

圏央道

中央自動車道

八王子JCT

約30分
長野自動車道

中央自動車道

岡谷JCT

約15分

甲府昭和IC

約60分

甲府昭和IC

約60分

中央自動車道
約1時間30分

海老名JCT

圏央道
約20分

八王子JCT

中央自動車道
約60分

中央自動車道

増穂IC

約1時間30分
国道138号線

須走IC

約30分

甲府昭和IC

●高速バスでお越しの場合

甲府昭和IC

東京方面 新宿高速バスターミナル
より

甲府昭和IC

約3時間
国道52号線

中部横断自動車道・中央自動車道

甲府昭和IC

JR中央本線・東海道新幹線・身延線でのアクセス
新
松

宿
本

JR中央本線（特急）

駅

約1時間30分
JR中央本線（特急）

駅

名古屋駅

約1時間10分
JR東海道新幹線
約1時間

静岡駅

JR身延線（特急）
約2時間10分

甲 府

駅

甲 府

駅

甲 府

駅

甲府〜新宿線／約２時間

新宿高速バスターミナル 富士五湖〜新宿線／約２時間

空港方面
より

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

ACCESS &
YAMANASHI MAP

JR
甲府駅
河口湖駅

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

愛知方面
より

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

竜王・甲府〜名古屋線／約４時間

甲府駅

名鉄バスセンター

関西方面 大阪（あべの橋）
より

富士山駅・河口湖〜名古屋線／約４時間30分
甲府〜京都・大阪線／約９時間

大阪（あべの橋） 富士山駅・河口湖〜大阪・京都線線／約11時間

山梨県は今年1月、観光客誘致に向け世界中で
人気のあるハローキティを
「富士の国やまなし観
光ナビゲーター」に任命しました。今後、山梨の魅
力を詰め込んだオリジナルのハローキティが県発
行のパンフレット等に登場したり、
「 富士の国やま
なし観光ネット」
で山梨のおすすめスポットを紹介
したりしてくれます。
また、県外での観光キャンペー
ンに同行してくれることも。山梨県のイメージアッ
プのため、大きな効果が期待されます。

群馬県

羽田空港

静岡方面
より

ハローキティが
観光ナビゲーターに

富士山駅
甲府駅

小淵沢

小海

長野県

線

埼玉県

山梨県
甲府

甲府昭和IC

東京都

中部横断
自動車道 増穂IC 中央自動車道
河口湖

身延

静岡県

富士山駅

圏央道

JR中央本線
大月

富士急行線

富士山

路
五湖道
東富士

6月中旬〔韮崎市〕
昭和61年に結成した
「小田川ホタル愛護会」
を中心に地域住民が
主体となってホタルの愛護活動に取り組んでおり、平成元年には環
境庁から
「ふるさといきものの里」の地域指定を受けるなど
「ホタル」
の里が定着しています。お祭り当日は、
ゲンジボタル観賞のほか、蛍
籠手作り教室などが行われます。
◎柳原神社
（韮崎市中田町小田川1259）
◎車：中央自動車道韮
崎IC⇒15分◎電車：JR中央本線韮崎駅⇒バス20分
◎小田川ホタルまつり実行委員会☎0551-25-5619/5537/5892

❸
〔韮崎市〕
ワイン
「ヴァン穂坂」
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1本3名様

▶福島県出身の田中冬二(1894〜1980)は、
日本各地を旅し、失われ
ゆく自然や風物をうたった詩人です。山梨県内では早川町の奈良田や
富士北麓、八ヶ岳南麓などを訪れ、やさしく平易な、あたたかい言葉で
詩によみました。本展では冬二の直筆の原稿・書簡・書画・写真などと
共に、作品の魅力をご紹介します。

ＪＲ
身延線

小田川ホタルまつり

4月25日 〜6月21日

道

6月7日㊐〔忍野村〕
忍野村を囲む山々の稜線を走り抜け、眼前には常に雄大な富士山の景
色が広がっているという眺望が魅力のレース。
コースは3種類で初心者か
らベテランまで参加者の実力にあったコースが準備されています。
◎忍野村立忍野中学校校庭◎車：中央自動車道河口湖C⇒10分
◎電車：富士急行線富士山駅から⇒バス20分
◎富士忍野高原トレイルレース大会事務局☎0555-84-2042

❷
〔富士吉田市〕
桜織ちゃん自由帳＆クリアファイルセット・
・
・
・1セット5名様

車

第6回富士忍野高原トレイルレース

特設展「田中冬二展 なつかしい日本の風景」

動
自
央

スイートコーン収穫祭

6月上旬〜中旬〔甲斐市〕
枝を左右に伸ばす独自の「低樹高栽培」のため日当たりが良く、
どな
たでも安全に
「さくらんぼ狩り」
を楽しむことができます。40分食べ放
題2,000円
（税込）
5歳以下半額
◎甲斐市駒沢さくらんぼ農園◎車：中央自動車道双葉スマートIC⇒
10分◎電車：JR中央本線塩崎駅⇒タクシー10分
◎JA梨北 双葉支店☎0551-28-6111

❼

❻

中

6月中旬〔甲府市〕
採れたての新鮮なとうもろこし
『きみひめ』
が格安で販売されるほか、
畑で実際にもろこしやじゃがいもの収穫体験
（要予約）
ができるなどイ
ベント盛りだくさん！毎年多くの人が訪れます。
◎風土記の丘農産物直売所◎車：中央自動車道甲府南IC⇒1分
◎電車：JR中央本線甲府駅⇒タクシー20分
◎風土記の丘農産物直売所☎055-266-3858

6月初旬〔中央市〕
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・販売の他、
畑でのスイートコー
ンのもぎとり体験も行っております。地元で採れた新鮮野菜の販売や
地元畜産農家が育てた優良豚を素材にした手づくりハムやソーセー
ジの試食販売もありますので、
みなさん是非お越しください。
◎道の駅とよとみ◎車：中央自動車道甲府南IC⇒10分◎電車：JR
身延線東花輪駅よりタクシー⇒約10分
◎道の駅とよとみ☎055-269-3424
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風土記の丘もろこしフェア

6月上旬〔身延町〕
ホタル飛び交う6月のはじめに、
ホタルの里一色において行われるイ
ベント。会場にて歌謡ショーなどの催しものや、出店などでイベントを
盛り上げ、
ホタル鑑賞のはじまりを告げる。
◎一色ホタルの里駐車場◎車：中部横断道増穂IC⇒40分◎電車：
JR身延線下部駅⇒タクシー30分
◎身延町役場観光課☎0556-62-1116

さくらんぼ狩り

5月30日㊏・31日㊐〔笛吹市〕
笛吹市芦川町の源流域に広がるすずらんの群生
地には、貴重な
「ニホンスズラン」種が自生してい
ます。これだけ群生しているのは全国的にも珍し
く、山梨県の自然記念物に指定されています。葉
陰に隠れて咲く姿が可憐で、
爽やかな香りとともに
訪れる人の心を優しく包んでくれます。
そんなすずら
んの見頃に併せてイベントを開催します、皆さんぜ
ひお越し下さい。
◎芦川すずらん群生地◎車：中央自動車道一宮
御坂IC⇒40分◎電車：JR中央本線石和温泉駅
⇒タクシー50分◎笛吹市役所芦川支所
☎055-262-4111

山梨の

ホタルまつり

❹

❸

【住所】甲府市貢川1-4-27 2055-228-3322 =9:00〜17:00（入館は16：30まで）
?月曜（ただし5月4日は開館）
・5月7日
（木） 【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

すずらんの里祭り

4月19日㊐〔韮崎市〕
日本百名山の著者で、
日本の山岳界に大きな足跡を残
した登山家、深田久弥氏。氏の終焉の地・茅ケ岳で、遺
徳を偲ぶ碑前祭と記念登山を行います。地元の登山家
や、深田ファンで賑わうイベントです。
◎深田記念公園◎車：中央自動車道韮崎IC⇒20分◎
電車：JR中央本線韮崎駅⇒バス30分◎韮崎市観光
協会☎0551-22-1991

ご応募締切／平成27年6月30日㊋

❶ ❷

山梨県立文学館

深田祭

抽選で、山梨ならではの素敵なプレゼントが届きます。

神奈川県

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

※当ガイドブックに掲載されている情報は2015年2月6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等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。
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１９９４年
石和温泉

上質な和室で大人の
もてなしを愉しむ

世界初の影絵美術館

昇仙峡

影絵の森美術館
〜俳優・演出家・絵師〜

う

米倉 斉加年
き

よ

え

憂 気 世 絵 特別展

２０１５年４月１日〜 開催 予 定
〒406-0023 山梨県笛吹市石和町八田286 TEL.055-262-2266
（代）

-花のスカーフをした女-

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

身延
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

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...

