
地元のプロが教える
手打ちほうとう体験教室

TEL 0555-72-9218
info-experience@houto-labo.com

３,５００円　２時間程度
１名から参加可能（１名の場合は２名料金）
不定休　事前予約制

山梨県立リニア見学センター
山梨県都留市小形山2381　0554-45-8121

どの年代の方も満足！

入館料で楽しめる！
大人４２０円・高校生３1０円・小中学生２００円

アクセス良好！
大月 IC・都留 ICから１５分！
八王子 IC・富士河口湖・石和方面から約４０分

リニア走行試験の日程や展示の詳細はリニア見学センターHPでご確認下さい。

リニア見学センター 検 索

リニアを
見て、学んで、
体験しよう！

リニアを
見て、学んで、
体験しよう！

富士山がもっと好きになる
大迫力のプロジェクションマッピング

〒403-0005  山梨県富士吉田市上吉田 2288-1  ＴＥＬ0555-24-2411

ラドン温泉 湯～とぴあ
☎055-276-9111 https://u-u.co.jp

源泉かけ流し

ホントの温泉

お      車 ： 中部横断自動車道 下部温泉早川IC⇒国道５２号（約２０分）/新東名高速道路 新清水JC⇒中部横断自動車道 富沢IC⇒国道５２号（約３０分）
               ※中部横断自動車道の一部区間は２０１９年３月開通予定
電      車 ： JR中央本線 甲府駅⇒JR身延線 身延駅（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10０分）
お問い合わせ ： 身延町役場観光課　TEL：０５５６-６２-１１１６

身身延延

おかげさまで60周年

大自然に囲まれた富士山の麓のテーマパーク！
世界一のビールと
四季折々に変わる
料理を味わう

富士山の麓で様々なグリーンスポーツを楽しもう！（※GW頃オープン予定）

樹海の中で
カジュアルにキャンプ！
（※GW頃オープン予定）

富士山を眺めながら日頃の疲れを癒す！

甲府市青沼１-３-１１ TEL055-233-8800
9:00～18:00　※季節変動あり

桔梗信玄餅はここで生まれました

公益社団法人 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県庁別館2階　☎055-231-2722
http://www.yamanashi-kankou.jp/

検 索いい旅やまなしナビ

山梨県発「地元が創るおすすめツアー」

富士の国やまなし
観光キャラバン隊長

武田菱丸

2019.3.1～6.30

春号

信玄公祭りの見どころ信玄公祭りの見どころ信玄公祭りの見どころ信玄公祭りの見どころ
特集❶

桃源郷の開花イベント桃源郷の開花イベント桃源郷の開花イベント桃源郷の開花イベント
特集❷

やまなし春の観光情報やまなし春の観光情報やまなし春の観光情報やまなし春の観光情報
特集❸
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桃源郷やまなしへようこそ！
春のやまなしは生産量ナンバー１の桃の花の他、
桜の見どころや、見どころ満載の信玄公祭りなど魅力がたくさん！
ポカポカ陽気で何度も足を運びたくなります♪

信玄公祭り
【甲州軍団出陣舞鶴城内観覧席】発売

１. 発  売  日　平成３１年３月６日（水）予定
２. 券　　種　観覧席券　　３,５００円
３. 販売箇所　ＹＢＳ・Ｔ＆Ｌ（甲府市北口）、富士急トラベル甲府支店（甲府市
　　　　　　 丸の内）、富士の国やまなし館（東京都中央区）

※本祭りの開催において、出陣式の模様を間近で観る為には、観覧指定席
　券が必要となります。

第48回
～桜の花びらが舞い散る中、出陣する“世界最大の侍行列”！～

山梨の春の観光シーズンの幕開けを飾る「信玄公祭り」。
世界最大級の武者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。

4月5日　～7日

問合せ ▶山梨県信玄公祭り実行委員会☎055-231-2722／甲府市信玄公祭り実行委員会☎055-237-5702

4月6日㈯ 甲州軍団出陣
❖出 　 陣 　 式 午後4時20分～4時50分《舞鶴城公園》
❖甲州軍団出陣 午後4時50分～7時 
  《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～7時20分《舞鶴城公園》

甲
府
市

【武田信玄公役】
山下真司さん

【山本勘助役】
塩野瑛久さん

金 日

甲州軍団“武田信玄公本陣隊”出陣参加者募集
～詳しくはwebで～

迫力満点！サイクルロードレース

信玄公祭りはいつから始まったの！？
出陣式の舞台、甲府城は誰の城?

信玄公祭りがもっと面白くなる！？
信玄公祭り特集

おいしい出店がいっぱい！賑わい城下町 サムライと記念撮影♪陣屋

甲州軍団の他にも魅力がたくさん！ マルも祭り
を

盛り上げる
マル♪

探してほし
いマル☆彡

3

甲府市
甲府でお花見！

3月下旬～5月上旬
◎梅（～3月下旬）◎桜の開花（３月下旬～４月上
旬）　◎太白桜（４月中旬）　◎鬱金の桜（５月上旬）

【場　所】◎不老園（梅）　◎小瀬スポーツ公園
◎武田神社　◎舞鶴城公園　◎中区配水場　
◎山の手御門（太白桜）　◎金櫻神社（鬱金の桜）

【問合せ】甲府市観光課 ☎055-237-5702

笛吹市
桃源郷春まつりワインイベント

4月6日（土）～4月7日（日）
日本一の桃源郷とワインを楽しもう！7日は夜8時か
ら「桃源郷の日」記念花火が打ちあがります。

【場　所】八代ふるさと公園 笛吹市八代町岡2223-1
【問合せ】笛吹市観光物産連盟☎055-261-2829

西桂町
クマガイソウ群生地公開

4月下旬～5月中旬
クマガイソウは環境省レッドデータブック【絶滅危
惧Ⅱ類】に分類される貴重な花。

【場　所】クマガイソウ群生地〔西桂町民グランド西側〕
【問合せ】クマガイソウを愛でる会（西桂町役場産業振興課）
           ☎0555-25-2121

山中湖
クマガイソウ見学ツアー

5月中旬～下旬
日本最大級約3,000株のクマガイソウを、ガイドが
案内して観察します。

【場　所】山中湖 花の都公園
【問合せ】山中湖 花の都公園☎0555-62-5587

北杜市
清里高原つつじ祭り

6月2日（日）（予定）
八ヶ岳南麓に初夏の便りを届けるお祭り。ツツジ群
落の再生を目指して植樹を行います。

【場　所】清里の森芝生広場※植樹は美し森山頂
【問合せ】（一社）北杜市観光協会☎0551-30-7866

上野原市
大野桜祭り

4月中旬
水辺の景色としても名所である大野貯水池で、お
花見とお祭りも楽しめる贅沢な１日

【場　所】大野貯水池 山梨県上野原市大野1261付近
【問合せ】上野原市経済課☎0554-62-3119

富士河口湖町
富士・河口湖さくら祭り

4月6日（土）～4月14日（日）
河口湖・富士山・桜が同時に見られる贅沢な景観を
楽しむイベント。

【場　所】河口湖北岸（河口湖円形ホール付近湖畔沿い）
【問合せ】富士河口湖観光課☎0555-72-3168

富士吉田市
ふじざくら祭り

4月下旬～5月上旬
富士の麓で可憐に咲く２万本のふじざくら回廊を
ゆったり楽しむお祭り。

【場　所】中ノ茶屋周辺
【問合せ】ふじよしだ観光振興サービス☎0555-21-1000

韮崎市
穴山さくら祭り

4月14日（日）
さくらと共に市民参加のパフォーマンスやフリー
マーケット等様々な催しが楽しめます。

【場　所】穴山さくら公園（JR穴山駅南側）
【問合せ】穴山町さくら祭り実行委員会☎0551-25-5073

鳴沢村
なるさわツツジ祭り

4月27日（土）～5月6日（月・振休）
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。

【場　所】道の駅なるさわ
【問合せ】鳴沢村観光協会☎0555-85-3900

西桂町
西桂町さくら祭り

4月7日（日）
三ツ峠さくら公園を中心に約千本の桜が咲き。模
擬店やステージイベントを開催。

【場　所】三ツ峠グリーンセンター及び周辺
【問合せ】西桂町桜まつり実行委員会（西桂町役場 産業振興課）
           ☎0555-25-2121

笛吹市
笛吹市桃源郷春まつり

3月30日（土）～4月7日（日）
古墳広場に咲く「甲州蚕影桜」は夫婦のように
2本の桜が寄り添って咲いています。

【場　所】八代ふるさと公園 笛吹市八代町岡2223-1
【問合せ】笛吹市観光物産連盟☎055-261-2829

甲府市

武田二十四将騎馬行列

武田信玄公の命日に一般参加者が扮した武田信玄
公と武田二十四将が市内をパレードします。

【場　所】甲府市武田神社から遊亀公園
【問合せ】甲府市観光課☎055-237-5702
《電車》JR中央線甲府駅⇒バス8分
《  車  》中央道甲府昭和IC⇒25分

4月12日（金）
甲府市

武田氏館跡歴史館が
オープンします！

武田氏の歴史や国史跡に指定されている館跡の見
所を紹介する「武田氏館跡歴史館」が開館します。

【場　所】武田神社南
【問合せ】甲府市歴史文化財課☎055-223-7324
《電車》JR中央線甲府駅⇒徒歩15分
《  車  》中央道甲府昭和IC⇒25分

4月5日（金） 甲州市

第54回甲州市ふるさと武田勝頼公まつり

戦国時代さながらの出陣パレードや巫女の舞さらに
ステージショーが見所

【場　所】甲州市大和中学校校庭
【問合せ】甲州市ふるさと武田勝頼公まつり実行委員会
　　　　☎0553-32-5000

《電車》JR中央線甲斐大和駅⇒徒歩1分
《  車  》中央道勝沼IC⇒約１０分

4月28日（日） 富士河口湖町

甲斐の勝山やぶさめ祭り

疾走する馬の上から鏑矢で的を射る神事。戦国武将
さながらの勇壮な姿をご覧ください。

【場　所】冨士御室浅間神社、勝山シッコゴ公園
【問合せ】甲斐の勝山やぶさめ祭り実行委員会
　　　　☎0555-72-3168

《電 車》富士急行線河口湖駅⇒西湖周遊バス約15分
《  車  》中央道河口湖ＩＣ⇒約５分

4月29日（月・祝）

やまなしの
桜・花のイベント特集♪
～桃源郷・夜桜・グルメ 魅力満載～

開花情報はこちら

富士河口湖町
富士芝桜まつり

4月13日（土）～5月26日（日）
首都圏最大級約８０万株の芝桜が、富士山麓の
広大な敷地に咲き誇る花の祭典。

【場　所】富士本栖湖リゾート
【問合せ】富士芝桜まつり事務局☎0555-89-3031

1

大月市
第30回大月さくら祭り～桜咲く桃太郎の里めぐり～

3月30日（土）
桃太郎の里・大月の桜の名所を周遊バスで繋
ぎます。飲んで食べて里の春を満喫しよう。

【場　所】大月市内各桜の名所
【問合せ】大月市観光協会 ☎0554-22-2942

2

2 4

身延町
身延山しだれ桜見頃

3月下旬～4月上旬
樹齢400年を超えるしだれ桜の名所となってい
る。※シャトルバスをご利用ください。

【場　所】身延山久遠寺
【問合せ】身延町役場観光課 ☎0556-62-1116

４

6

韮崎市
わに塚のサクラライトアップ

4月5日（金）～4月14日（日）（予定）
樹齢約330年の一本桜。ライトアップ時は昼とは一
味違った幻想的な姿を楽しめます。

【場　所】わに塚のサクラ（韮崎市神山町北宮地624）
【問合せ】韮崎市観光協会☎0551-22-1991

6

7

富士河口湖町
河口湖富士桜・ミツバツツジ祭り

4月20日（土）～4月30日（火）
赤松林の樹間で可憐に咲き乱れる富士の花の群
生地をご覧ください。

【場　所】河口湖創造の森
【問合せ】富士河口湖町農林課☎0555-72-1115

8

8

富士吉田市
第4回新倉山浅間公園桜まつり

4月上旬～中旬
「富士山」「五重塔」「桜」をワンフレームに収められ
る絶景ポイント。出店等も楽しめます。

【場　所】新倉山浅間公園
【問合せ】ふじよしだ観光振興サービス☎0555-21-1000

７

13

富士河口湖町
河口湖ハーブフェスティバル

6月中旬～7月中旬
紫色のラベンダーが匂うように咲き誇る河口湖畔
で繰り広げられる一大イベント。

【場　所】大石公園、八木崎公園
【問合せ】富士河口湖町観光課☎0555-72-3168

13

12

南部町
第19回南部あじさい祭り

6月中旬～下旬
約90種3万株のあじさいが咲き誇る、うつぶな公園
にて南部あじさい祭りを開催します。

【場　所】うつぶな公園
【問合せ】あじさい祭り実行委員会☎0556-64-3111

12

11

山中湖
山中湖花の都公園春イベント「春の息吹」

4月下旬～5月下旬
富士山と花々のコラボレーション。チューリップをは
じめ色とりどりのお花が見頃を迎えます。

【場　所】山中湖 花の都公園
【問合せ】山中湖 花の都公園☎0555-62-5587

10

10

南アルプス市
アヤメフェア

5月3日（金・祝）
滝沢川河川公園の両岸1ｋｍにわたって咲き誇る約
７万本のアヤメをご覧ください。

【場　所】滝沢川河川公園
【問合せ】南アルプス市役所観光商工課☎055-282-6294

11

9

市川三郷町
第22回市川三郷町ふるさと春まつり「ぼたんの花まつり」

4月下旬
「ぼたん園」には、約１００種２０００本ほどのぼたん
が咲き誇ります。

【場　所】市川三郷町歌舞伎文化公園
【問合せ】市川三郷町ふるさと春まつり実行委員会☎055-240-4157

９

3

富士川町
町制施行10周年記念 第39回大法師さくら祭り

3月下旬～4月上旬
桜の名所１００選の地。２０００本の桜が咲き
誇ります。

【場　所】大法師公園（富士川町鰍沢2175）
【問合せ】大法師さくら祭り実行委員会☎0556-22-7202

３

5

北杜市
神代桜まつり

3月下旬～4月中旬※桜の開花により変動
日本三大桜の一つである山高神代桜の開花にあわせ、
にぎやかな屋台や地元特産物等の出店があります。

【場　所】実相寺
【問合せ】（一社）北杜市観光協会☎0551-30-7866

5

1 富士芝桜まつり

大月さくら祭り

大法師さくら祭り

身延山しだれ桜見頃

神代桜まつり

わに塚のサクラ

新倉山浅間公園桜まつり

河口湖富士桜・ミツバツツジ祭り

ぼたんの花まつり

山中湖花の都公園
「春の息吹」

アヤメフェア

南部あじさい祭り

河口湖ハーブフェスティバル

信玄公祭り以外にも武将にまつわるこんなお祭りも！？
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楽しいイベントが
盛りだくさん

春の祭り
イベントカレンダー
春の祭り

イベントカレンダー

3月～

上野原市

軍刀利神社例大祭
4月19日（金）

現在は縁結びの神としても有名、戦前
は武運長久を祈願した神社

【場　所】軍刀利神社
　　　   山梨県上野原市上野原3832

【問合せ】上野原市経済課
　　　　 ☎0554-62-3119

《  車  》中央道上野原IC⇒25分

韮崎市

第38回深田祭
4月21日（日）（予定）

「日本百名山」の著者で、登山家深田
久弥氏を偲ぶ碑前祭。記念登山等も
開催されます。

【場　所】深田記念公園
【問合せ】深田祭実行委員会
　　　　 ☎0551-22-1991

《電　車》JR中央線韮崎駅
　　　　⇒タクシーまたは
　　　　 　バス20分

《  車  》中央道韮崎IC⇒10分

韮崎市

新府藤武神社祭典
4月21日（日）

新府藤武神社の春の祭典。249段の
石段を神輿が一気に駆け上がる様は
圧巻です。

【場　所】新府城跡
          （中田町中條4787番地）

【問合せ】韮崎市観光協会
　　　　 ☎0551-22-1991

《電　車》JR中央線新府駅
　　　　 ⇒徒歩20分

《  車  》中央道韮崎IC⇒10分

甲府市

昇仙峡仙娥滝ライトアップ
4月27日（土）～5月5日（日・祝）

幻想的な光にライトアップされた春の
仙娥滝の風情をお楽しみください。

【場　所】昇仙峡仙娥滝
【問合せ】昇仙峡観光協会
　　　　 ☎055-287-2111

《電　車》JR中央線甲府駅
　　　　 ⇒車で30分

《  車  》中央道甲府昭和IC⇒45分

甲斐市

おみゆきさん
4月15日（月）

釜無川の信玄堤付近で川除けの神事
や神輿の渡御が行なわれる。女装した
担ぎ手の姿は必見。

【場　所】信玄堤公園・三社神社周辺
【問合せ】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 

《電　車》JR中央線竜王駅⇒タクシーで5分
《  車  》中央道双葉スマートIC
           ⇒約10分

市川三郷町

御幸祭
4月7日（日）

「神輿の川渡り」として有名なお祭りです。
【場　所】表門神社及び芦川橋付近 
【問合せ】市川三郷町役場生涯学習課
　　　　 ☎055-272-6094 

《電　車》JR身延線芦川駅
           ⇒徒歩約20分

《  車  》中央道甲府南IC⇒約20分

甲州市

第17回甲州市えんざん桃源郷
ひな飾りと桃の花まつり

2月11日（月・祝）～4月18日（木）

甲州市らしさをイメージしたつるし飾り(和紙)
などが、主会場となる甘草屋敷のほか市内の
各施設に展示されます。

【場　所】甘草屋敷（主会場）
           他市内11会場

【問合せ】甲州市観光商工課
           ☎0553-32-2111

《電　車》（甘草屋敷）
　　　　 JR中央線塩山駅
           ⇒徒歩3分

《  車  》（甘草屋敷）
           中央道勝沼IC⇒10分

甲府市

こうふはっこうマルシェ
3月2日(土）

発酵食品マルシェと、ジュエリー・クラ
フト市を同時開催！県内外から愉快な
はっこう仲間が集まります。

【場　所】甲府駅北口及び南口周辺
【問合せ】甲府市商工課
           ☎055-237-5694

《電　車》JR中央線甲府駅⇒徒歩5分
《  車  》中央道甲府昭和IC⇒15分

道志村

道志渓谷やまめ祭り
3月3日（日）

やまめの塩焼きや豚串・豚汁を販売し
ます。

【場　所】道の駅どうし
【問合せ】道の駅どうし
　　　　 ☎0554-52-1811

《  車  》中央道都留ＩＣ⇒約30分

韮崎市

小田川ホタルまつり
6月中旬

ホタルの鑑賞をはじめ、ホタルかご作
りやお楽しみ抽選会、舞踊の披露など
が行われます。

【場　所】柳原神社
           （中田町小田川1259番地）

【問合せ】韮崎市観光協会
　　　　 ☎0551-22-1991

《電　車》JR中央線韮崎駅
　　　　 ⇒タクシーまたはバス10分

《  車  》中央道韮崎IC⇒10分

甲斐市

棚田ろうそく祭り
6月上旬

棚田がろうそくの火でともされます。幻
想的な風景をぜひご覧ください。

【場　所】亀沢地区の御領棚田
【問合せ】NPO法人敷島棚田等
 　　　  農耕文化保存協会
　　　　 ☎090-4715-1409

《電　車》JR中央線竜王駅
　　　　 ⇒タクシー約15分

《  車  》中央道双葉スマートIC
           ⇒約15分　

身延町

身延山開闢会 御入山行列
6月中旬

日蓮聖人御入山を記念して行われる年中
行事。騎馬武者などが門前町を練り歩く。

【場　所】身延山久遠寺
【問合せ】身延町役場観光課
　　　　 ☎0556-62-1116

《電　車》JR身延線身延駅
　　　　 ⇒路線バス15分

《  車  》中部横断道下部温泉早川IC
           ⇒約15分（2019年3月開通予定）

富士川町

町制施行１０周年記念
富士川町落語まつり

6月29日（土）

落語家による大落語会の公演や屋台が
あります。2部構成で、2部は有料となり
ます。

【場　所】ますほ文化ホール他
【問合せ】落語鰍沢実行委員会
　　　　 ☎0556-48-8100

《電　車》JR身延線市川大門駅または鰍沢口駅
　　　　 ⇒タクシー約10分

《  車  》中部横断自動車道増穂ＩＣ⇒5分

富士吉田市

富士山開山前夜祭
6月30日（日）

お山開きの前日、夏越大祓式、お道開きの
神事が執り行われ、富士山の開山を告げる。

【場　所】金鳥居公園・
　　　　 北口本宮冨士浅間神社

【問合せ】ふじよしだ観光振興サービス
　　　　 ☎0555-21-1000

《電　車》富士急行線富士山駅
　　　　 ⇒バス6分

《  車  》中央道河口湖ＩＣ⇒5分

甲斐市

梅の里ふれあいまつり
5月19日（日）

地元で採れた農産物、梅など特産品
の販売や催し物をお楽しみください。

【場　所】甲斐敷島梅の里
           クラインガルテン

【問合せ】農事組合法人 ゆうのう敷島
　　　　 ☎055-267-0831

《電　車》JR中央線竜王駅
           ⇒タクシー約15分

《  車  》中央道双葉スマートIC
　　　　 ⇒15分

北杜市

長沢鯉のぼり祭り
5月5日（日・祝）

約百匹の鯉のぼりが大空を泳ぐ姿は圧巻。
どろんこ障害物競走などの人気イベントも。

【場　所】道の駅南きよさと
【問合せ】長沢鯉のぼり祭り実行委員会
　　　　 ☎0551-47-2303

《電　車》ＪＲ小海線清里駅・
　　　　ＪＲ中央線長坂駅
           ⇒タクシー約20分

《  車  》中央道須玉ＩＣ
          又は長坂ＩＣ⇒約15分

4月～

甲府市

正ノ木稲荷祭り
5月2日（木・休）～5日（日・祝）

植木や花が中心の大植木市！出店も
立ち並び多くの人で賑わいます。

【場　所】稲積神社・遊亀公園
【問合せ】甲府市観光課
　　　　 ☎055-237-5702

《電　車》JR中央線甲府駅
           ⇒バス約15分

《  車  》中央道甲府昭和IC⇒25分

5月～

上野原市

桂川フェスティバル
5月中旬

みんなが主役の「桂川フェスティバル」が行わ
れます。賑やかな出店にたくさんのステージイベ
ント！駅からもインターチェンジからもアクセス抜
群の「桂川フェスティバル」ぜひお越しください！

【場　所】桂川新田地区近隣公園
【問合せ】まちづくりプラットフォーム鄙の会
　　　　 ☎070-5087-1503

《電　車》JR中央線上野原駅
           ⇒徒歩約10分

《  車  》中央道上野原IC⇒5分

早川町

第42回南アルプス早川山菜祭り
5月上旬

早川町の春の味覚や山菜を存分に楽し
める、町最大のイベントです。

【場　所】早川町民スポーツ広場
【問合せ】早川町役場振興課
　　　　 ☎0556-45-2516

《電　車》JR身延線下部温泉駅
           ⇒バスで約40分

《  車  》中部横断道六郷IC⇒約35分

山梨市

第24回 万葉うたまつりとホタル観賞会
6月7日（金）～9日（日）

公園全体で盛り上がる山梨市最大のイベ
ント。夜はホタルの光をお楽しみください。

【場　所】万力公園 万葉の森
【問合せ】山梨市役所観光課
　　　　 ☎0553-22-1111

《電　車》ＪＲ中央線山梨市駅
           ⇒徒歩5分

《  車  》中央道一宮御坂IC⇒20分

身延町

一色ホタルまつり
6月上旬

ホタルが飛び交う６月上旬に、一色地
区において行われるイベント。

【場　所】一色ホタルの里駐車場
【問合せ】身延町役場観光課
　　　　 ☎0556-62-1116

《電　車》JR身延線下部温泉駅
　　　　 ⇒タクシーで約30分

《  車  》中部横断道中富IC
　　　　 ⇒約10分（2019年3月開通予定）

6月～

笛吹市

笛吹市「桃源郷の日」記念花火
4月7日（日）

「桃源郷の日」を記念して、午後8時から
約15分間の花火を打ち上げます。

【場　所】八代ふるさと公園
　　　　 笛吹市八代町岡2223-1 

【問合せ】笛吹市観光物産連盟
　　　　 ☎055-261-2829 

《電　車》JR中央線石和温泉駅⇒車15分
《  車  》中央道一宮御坂ＩＣ⇒15分
　　　　 笛吹八代ＳＩＣ⇒10分

昭和町

エコしょうわ2019
4月29日（月・祝）

様々な工作等の体験を通して家族み
んなで楽しみながら学べる環境啓発イ
ベントです。

【場　所】押原公園
【問合せ】昭和町環境経済課
　　　　 ☎055-275-8355

《電　車》JR身延線国母駅
　　　　 ⇒タクシー5分

《  車  》中央道甲府昭和ＩＣ⇒10分

甲府市

第10回昇仙峡ほうとう祭り
4月13日（土）～14日（日）

山梨県内のほうとう自慢の店が昇仙
峡に一堂に会します。各店の味をお楽
しみください。

【場　所】甲府市営昇仙峡滝上駐車場
【問合せ】昇仙峡魅力づくり協議会
　　　　 ☎055-287-2111

《電　車》JR中央線甲府駅⇒車で30分
《  車  》中央道甲府昭和IC⇒45分

身延町

大聖寺の不動尊祭典
4月下旬

大聖寺で行われるお祭り。山梨では珍
しい斉燈護摩（さいとうごま）を鑑賞で
きます。

【場　所】大聖寺（身延町八日市場）
【問合せ】大聖寺
　　　　 ☎0556-42-2815

《電　車》JR身延線下部温泉駅
　　　　 ⇒タクシーで約15分

《  車  》中部横断道中富IC
　　　　 ⇒約5分（2019年3月開通予定）

山梨市

西沢渓谷山開き
4月29日（月・祝）

山の神事を執り行うほか、ガイドが無
料案内を実施します。特産品があたる
抽選会も。

【場　所】西沢渓谷入口
【問合せ】山梨市観光協会
           ☎0553-22-1111

《電　車》JR中央線山梨市駅
　　　　 ⇒バス60分

《  車  》中央道勝沼IC⇒50分

身延町

沢奥のおまつり
5月5日（日・祝）

県指定無形文化財の西嶋神楽を奉納
している。

【場　所】西嶋沢奥地内
　　　　 弓道場付近臨時舞台

【問合せ】若宮八幡神社社務所
　　　　 ☎0556-42-3884

《電　車》JR身延線甲斐岩間駅
　　　　⇒タクシー約5分

《  車  》中部横断自動車道
           六郷IC⇒約5分

富士河口湖町

本栖公家行列
5月17日（金）

300年も昔から伝わる。若者の士気を鼓舞す
るために始めたと伝えられている伝統行事。

【場　所】山神社、国道139号の
　　　　 本栖湖入口周辺

【問合せ】本栖湖観光協会
　　　　 ☎0555-87-2518

《電　車》富士急行線河口湖駅
　　　　 ⇒本栖湖周遊バスで本栖湖下車

《  車  》中央道河口湖IC⇒約30分 

北杜市

鳩川釣り大会
5月3日（金・祝）

清流・鳩川（はとがわ）で、ヤマメやマ
スの放流を行います。小さなお子さま
向けの魚のつかみ取りもあります。

【場　所】鳩川（旧秋田小学校西側）
【問合せ】長坂総合支所 地域振興課
　　　　☎0551-42-1453

《電　車》JR中央線長坂駅
　　　　⇒タクシー約10分

《  車  》中央道長坂ＩＣ⇒約5分

上野原市

平野田休養村マス釣り大会
5月3日（金・祝）

初めての釣り体験にもおススメ！ファミ
リー参加者大歓迎のアットホームなマ
ス釣り大会！

【場　所】平野田休養村
【問合せ】平野田休養村管理事務所
　　　　 ☎0554-68-2931

《  車  》中央道上野原IC⇒30分

小菅村

第32回多摩源流まつり
5月4日（土・祝）

村民が一丸となって作り上げるおまつり。
毎年1万人を超える来場者で賑わいます。

【場　所】小菅村第１スポーツ広場
【問合せ】小菅村役場 源流振興課
　　　　 ☎0428-87-0111

《電　車》JR青梅線奥多摩駅下車
　　　　⇒バス約60分
           JR中央線大月駅下車
       　 ⇒バス約60分

《  車  》中央道大月IC⇒約40分
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山梨市

さくらんぼ狩り

4月下旬～6月下旬
５月下旬までは温室、その後６月下旬まで雨よけハ
ウスでのサクランボ狩りが楽しめます

【場所】山梨市内
【問 合せ】山梨市観光協会☎0553-22-1111
《 電車 》JR中央線山梨市駅
《 車 》中央道勝沼IC⇒約30分

甲斐市 6月上旬～中旬
低樹高栽培の日当たりが良い環境で育ったさくらん
ぼをお楽しみください。

【場所】甲斐市駒沢さくらんぼ農園
【問 合せ】JA梨北 双葉支店☎0551-28-6111
《 電車 》JR中央線塩崎駅⇒タクシーで15分
《 車 》中央道双葉スマートIC⇒20分

甲州市 5月上旬～6月上旬
【場所】甲州市塩山牛奥・下萩原エリア
【問 合せ】甲州市観光交流課☎0553-32-2111
《 電車 》JR中央線塩山駅
《 車 》中央道 勝沼IC⇒約15分

南アルプス市 5月上旬～6月上旬
【場所】市内
【問 合せ】南アルプス市観光協会☎055-284-4204
《 車 》中部横断道 白根IC付近

甲府市

いちご狩り

入園期間1月12日～5月中旬
30分食べ放題。日本有数の日照時
間に恵まれた県内有数のいちごの産
地。各農家がそれぞれ独自の栽培方
法にこだわり栽培品種も豊富。

【場所】甲府市小曲地域
【問 合せ】小曲観光いちご組合
　　　☎055-243-9608

《 電車 》JR中央線甲府駅
　　　 ⇒バス約20分

《 車 》中央道甲府南IC⇒5分

北杜市 12月～5月
【場所】北杜市内
【問 合せ】（一社）北杜市観光協会 ☎0551-30-7866

山梨市 12月～5月上旬
【場所】山梨市内
【問 合せ】山梨市観光協会 ☎0553-22-1111

北杜市 6月下旬～7月上旬
【場所】北杜市内
【問 合せ】（一社）北杜市観光協会 ☎0551-30-7866

南部町
第32回たけのこまつり

4月中旬
旬の味覚が味わえるたけのこまつり！生た
けのこの販売やイベントが盛りだくさん！

【場所】南部町役場本庁舎前広場
【問 合せ】たけのこまつり実行委員会
　　　☎0556-64-3111

《 電車 》JR身延線内船駅
　　　 ⇒タクシー10分

《 車 》中部横断道六郷ＩＣ⇒45分
　　　 新東名新清水ＩＣ⇒20分

甲斐市
小梅もぎ取り体験

5月中旬～下旬
種が小さく肉厚でジューシーと好評
の小梅のもぎ取り体験ができます。

【場所】甲斐敷島梅の里
【問 合せ】農事組合法人ゆうのう敷島
　　　☎055-267-0831

《 電車 》JR中央線竜王駅
        ⇒タクシーで15分

《 車 》中央道 双葉スマートIC
         ⇒15分

北杜市
ブルーベリー狩り

6月中旬～8月上旬
【場所】北杜市内
【問 合せ】（一社）北杜市観光協会
　　　☎0551-30-7866

中央市
スイートコーン収穫祭

6月上旬
スイートコーンゴールドラッシュの販売・試食や収穫体験など。

【場所】道の駅とよとみ
【問 合せ】道の駅とよとみ
　　　☎055-269-3424

《 電車 》JR身延線東花輪駅
　　　 ⇒タクシー10分

《 車 》中央道甲府南IC⇒10分

甲斐市
桑の実摘み

6月上旬～中旬
若い方には新鮮な味！中高年の方には懐かしい味！が味わえます。

【場所】甲斐市登美農園
【問 合せ】甲斐市商工会
　　　☎055-276-2385

《 電車 》JR中央線塩崎駅
        ⇒タクシーで10分

《 車 》中央道双葉スマートIC
　　　 ⇒15分

甲府市
風土記の丘 もろこしフェア

6月中旬
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、イベント盛りだくさん！

【場所】風土記の丘農産物直売所
【問 合せ】風土記の丘農産物直売所
　　　☎055-266-3858

《 電車 》JR中央線甲府駅
　　　⇒バス約25分

《 車 》中央道甲府南IC降りてすぐ

市川三郷町
甘々娘収穫祭

6月中旬
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。

【場所】市川三郷町歌舞伎文化公園
【問 合せ】JA山梨みらい（旧JA西八代）
　　　☎055-223-9600

《 電車 》JR身延線甲斐上野駅
 　　  ⇒徒歩約10分

《 車 》中央道甲府南IC⇒約20分

甲斐市
観光巡回バス

5月中旬～6月上旬
市内3ワイナリーを中心に、梅もぎや桑の実摘みなど旬のイ
ベントや直売所を巡回するバスを運行
します。（運賃無料）

【場所】甲斐市敷島・双葉地区
【問 合せ】甲斐市商工観光課
　　　 ☎055-278-1708

収穫体験収穫体験

こだわりをもったタクシー運転者が、お客様の要望を聴き取り、目的・時間に合わせて
コースを提案、「地図パンフレット」からお客様に選択いただき、案内・運行する“ちょっと
贅沢な”“わくわくする旅”を提供する新しいタイプの「提案選択型観光タクシー」
運賃：30分：3,250円　　1時間：6,500円　
問い合わせ先ＹＫタクシー竜王営業所　TEL055-240-8080

笛吹市

日本一の桃源郷を歩こう
2019in春日居、in御坂

4月5日（金）（春日居）、7日（日）（御坂）
満開の桃の花が咲いている春の笛吹市
で、ウォーキングを楽しんでみませんか。

【場　所】
春日居スポーツ広場（春日居）、
花鳥の里スポーツ広場（御坂）

【問合せ】
笛吹市観光物産連盟
☎055-261-2829

《 電 車 》JR中央線石和温泉駅
　　　　⇒徒歩（春日居）、
　　　　　車15分（御坂）

《  車  》中央道一宮御坂ＩＣ⇒15分

春 の ス ポーツイベント

山中湖村

スポニチ山中湖ロードレース
5月26日（日）

新緑の薫り漂う山中湖村で、富士山
を見ながら健脚を競うマラソン大会。

【場　所】
山中湖村内

【問合せ】
山中湖ロードレース事務局
☎0555-62-9105

《 電 車 》富士急行線富士山駅
　　　　 ⇒山中湖方面バス

《  車  》東富士五湖道路山中湖ＩＣ

中央市

第２回スイートコーンマラソン&ウォーク
6月23日（日）

初夏の緑豊かな農村地域を駆け巡るマ
ラソンイベント。ウォークの部もあり。

【場　所】
中央市豊富農業者トレーニングセンター前

【問合せ】
スイートコーンマラソン&
ウォーク実行委員会
☎055-274-8582

《 電 車 》JR身延線東花輪駅
           ⇒タクシー10分

《  車  》中央道甲府南IC⇒10分

富士川町

富士川町・市川三郷町
フォトロゲイニング

5月18日（土）
富士川町・市川三郷町の歴史的な建物
や景観を見ながらフォトロゲをします。

【場　所】
富士川町・市川三郷町内

【問合せ】
富士川町・市川三郷町
フォトロゲイニング実行委員会
☎0556-22-7216
☎055-240-4157

《 電 車 》JR身延線市川大門駅
　　　　 ⇒徒歩約30分

《  車  》中部横断道増穂ＩＣ⇒約10分

北杜市

つつじ祭り清里ウォーク
6月2日（日）（予定）

標高1000m、初夏の八ヶ岳南麓高
原でつつじを楽しめるウォーキングイ
ベントです。

【場　所】
清里の森芝生広場

【問合せ】
つつじ祭り清里ウォーク実行委員会
☎0551-48-4811

《 電 車 》ＪＲ小海線清里駅
           ⇒徒歩約20分

《  車  》中央道須玉ＩＣ又は
           長坂ＩＣ⇒約30分

フルーツとワイン タクシー
～武田ひし丸がアイキャッチに！～

詳しくはこちら

※当ガイドブックに掲載されている情報は2019年1月31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。
※本誌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。

マルも乗車
して

ワイナリー
へ行ったマ

ル～♪

芸術・文化・科学に触れる 休館日については変更になる場合があります。

山梨県立博物館  ☎055-261-2631

《電車》JR中央線石和温泉駅⇒バス約10分
《 車 》中央道一宮御坂ＩＣ⇒約10分
休館日：火曜日（祝日の場合はその翌日）、
祝日の翌日（日曜日の場合を除く）

5月25日（土）～6月24日（月）
シンボル展　
「県指定文化財 大善寺
不動明王像－県下最大級の画像、
修理後寺外初公開－」
甲州市大善寺に伝わる県下最大級の画
像「不動明王像」の修復後の姿を紹介。

500年間の山梨県の政治・経済・文化の
流れについて、「甲府」を切り口に紹介。

3月16日（土）～5月13日（月）
企画展「県都甲府の500年」

春らんまんの山梨で、富士山や信玄
公にまつわる資料をお楽しみください。

2月20日（水）～4月22日（月）
常設テーマ展

「富士山、信玄、春らんまん」

見て、作って、食べて、遊んで山梨で
の「子ども」の日をお楽しみください。

5月4日（土・祝）～5月5日（日・祝）
かいじあむ子どもまつり

山梨の自然と人の歴史を、見て、
さわって、楽しみながら学べる博物館。

《電車》JR中央線甲府駅北口2番⇒ バス約20分（土・日・祝日運行）
《 車 》中央道甲府昭和IC⇒約30分
休館日：当館HPをご覧ください。

3月21日（木・祝）～
プラネタリウム番組

「星空散歩 ～星空案内と北斗七星の記憶～」

毎日投影 16:00～16:45

北斗七星には不思議な魅力が溢れています。七つ
の星並びは永遠なのでしょうか？過去や未来にタイム
トリップして、北斗七星の秘密を解き明かしましょう。

山梨県立科学館              ☎055-254-8151

不思議な展示物や仕掛けがたくさんあり、
楽しみながら科学を学べる科学館。

山梨県立考古博物館        ☎055-266-3881

土器や石器といった考古資料や、
考古学の調査成果から山梨の歴史を学ぶ博物館。
《電車》JR中央線甲府駅南口⇒バス約30分
《 車 》中央道甲府南IC⇒約1分（インター出口正面）
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日※GWを除く）

甲斐風土記の丘・曽根丘陵公園
風土記の丘研修センター   ☎055-266-5286

考古博物館の付属施設として、原始・古代にちなんだ
ものづくり教室や講演会を随時開催しています。
《電車》JR中央本線甲府駅南口⇒市立甲府病院行バス⇒
　　　 市立甲府病院で乗り換え・富士急平和観光バス古関町行
　　　「風土記の丘農産物直売所」下車

《 車 》中央自動車道甲府南IC⇒左折・精進湖線を上って5分
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日※GWを除く）

3月2日（土）～4月7日（日）
風土記の丘望見展

「21世紀の山梨縄文王決定戦」
お手製の土器や土偶を募集・展示し、作品の
人気投票を行って「縄文王」を決定します！

5月3日（金・祝）～5月4日（土・祝）
第31回
風土記の丘こどもまつり
初夏の風土記の丘で、古代にちなんださまざ
まな体験イベントを満喫しよう！

4月20日（土）～6月16日（日）
春季企画展

「人口拡大の時代～郷村・荘園の成立と展開～」
律令制の衰退・荘園の形成をはじめ、激動の
平安時代中頃～中世の社会を読み解きます。

太宰治 1944年
撮影 渡辺好章

山梨県立文学館             ☎055-235-8080

《電車・バス》JR中央本線甲府駅⇒バス約15分
《 車 》中央道甲府昭和IC⇒約10分
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日※GWを除く）

4月27日（土）～6月23日（日）
開館30周年記念  生誕110年 太宰治展
太宰治の生誕110年を記念して、当館で収
蔵する太宰資料を一堂に展示します。

樋口一葉や村岡花子、芥川龍之介、
太宰治など、山梨出身・ゆかりの作家を
豊富な直筆資料とともに展示紹介しています。。

3月16日（土）～4月7日（日）
リニア見学センター春休みイベント
館内をめぐるクイズラリーやワークショッ
プ等楽しいイベントがいっぱい！

《電車》JR中央線大月駅から直通バスにて15分 
《  車 》中央道大月IC・都留IC⇒15分

山梨県立リニア見学センター  ☎0554-45-8121

超電導リニアを“見て・学んで・体験”できる施設

2月23日（土）～6月10日（月）
魅惑のゴールド－ジュエリーをたのしむ2－

〈ゴールド〉をテーマとした産地山梨な
らではの『今身につけたい』ジュエリー
を展示。

土日祝日
職人の実演及びジュエリー制作体験
山梨の職人の作業風景が間近で見ら
れる。リングなどのジュエリー制作体験

（有料、予約優先）も楽しめる。

《電車》JR中央線甲府南口⇒徒歩約7分 
《  車 》中央道甲府昭和IC⇒約15分
休館日：火曜日（祝日の場合は、その翌日）臨時休館6/11（火）～6/21（金）

山梨ジュエリーミュージアム
山梨県庁防災新館１階（やまなしプラザ内）  　　☎055-223-1570

ジュエリー産地“山梨”を代表する作品展示と
土日祝日は職人の実演や
ジュエリー制作体験も。入館料無料。

山梨近代人物館
山梨県庁舎別館2階                                    ☎055-231-0988

《電車》JR中央線甲府駅南口⇒徒歩約５分
《 車 》中央道甲府昭和ＩＣ⇒約１５分。駐車場は、山梨県庁防災新館地下
           駐車場をご利用ください。（駐車無料、但し減免処理が必要）
休館日：毎月第2・第4火曜日・12月29日～1月3日

4月1日（月）～9月27日（金）
山梨近代人物館 第９回展示
近代甲府を彩った人々ー県都甲府500年ー

明治から昭和にかけて近代甲府を彩っ
た人たち９名を紹介します。

明治から戦前までの間に活躍した
山梨県ゆかりの人物50名を
テーマごとに詳しく紹介しています。

山梨県立美術館 　　　　 ☎055-228-3322

4月13日（土）～6月9日（日）
デザインあ展 in YAMANASHI
NHK Eテレの番組「デザインあ」の内容を
実際に体験することができる展覧会です。

《種をまく人》などの自然とともに生きる農民
の姿を描いた、ジャン＝フランソワ・ミレーの
作品を数多く所蔵する美術館。

《電車・バス》JR中央線甲府駅⇒バス約15分  
《 車 》中央道甲府昭和IC⇒約10分 
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日※GWを除く）

埋蔵文化財や史跡の発掘調査や研究を行う
とともに、これらの活用を行っています。
《会場》風土記の丘研修センター
3月9日（土）
下半期遺跡調査発表会
2018年度に山梨県内で行われた発掘
調査の最新情報を詳しく解説！
《会場》山梨県立考古博物館
3月9日（土）～4月7日（日）
山梨の遺跡発掘展2019
2018年度に山梨県内で行われた発掘調
査の最新情報や土器などを一挙公開！

山梨県埋蔵文化財センター☎055-266-3016

2017年度
遺跡調査発表会のようす

新町前遺跡（市川三郷町） 制作体験

JOMONDOKIDRUMBAND

縄文土器完成品（一般製作）

五輪塔（地輪）
小井川遺跡（中央市）

鎌倉時代

企画展「甲府市鳥瞰図」(県立博物館蔵）

シンボル展
「不動明王像（部分、大善寺蔵）」

かいじあむ子どもまつり

常設テーマ展「国宝楯無鎧（復原）」

縄文土器焼成の様子(一般製作品)

・応募方法等
　インターネットにおいて、上記QRコードまたはURLよりアクセスし、必要事項を記入の上、ご希望の商品にご応募ください。応募はおひとり様1回まで、1プレゼントまでと限らせて
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。

・注意事項
※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カ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。
※アルコール類のご応募は、20歳以上の方に限らせていただきます。

❶〔甲府市〕信玄君クリアファイル・ハンドタオルセット（各１個）5名様
❷〔中央市〕ソーセージ・ハム詰め合わせ（約500ｇ）3名様
❸〔市川三郷町〕オノオレカンバ 木製印鑑（12mm）（１個）2名様
❹〔身延町〕下部温泉鉱泉ミネラルウォーター「神水」（500ml 1ケース（24本入り））10名様
❺〔甲斐市〕桑ジャム（150g）・桑の茶パウダー（40g）・龍王源水(490ml×3本）2名様

めぐりプレゼント宝宝 応募はコチラへ
https://bit.ly/2Cvsc70

抽選で山梨ならではの素敵なプレゼントが届きます。

山梨県の今が分かる！
フェイスブック、ツイッター、
インスタグラムにて情報発信♪ 富士の国やまなし観光ページ 武田菱丸【公式】 Yamanashikankou

【観光公式サイト】
今行きたい
山梨県のおすすめ
観光ベストスポット／
富士の国やまなし

山梨の旬の特集を
掲載中♪

❹❹

ご応募締切・平成31年5月31日（金）

❶❶

❸❸

❷❷

特集
いよいよ本番！
山梨のおすすめいちご狩り特集！

銭湯なのに、温泉！？
地元民に愛されるレトロ銭湯

特集

❺❺


