
北杜市高根町清里 3545-1222 ☎0551-48-5599
http://www.kmopa.com

八ヶ岳の森にたたずむ、
世界有数の写真美術館

みのぶ自然の里は「自然」という非日常で親子が成長できる施設。
日中は土や生き物に触れ、夜は高原にも負けない素晴らしい星空を
見ることができる「子どもを大人に　大人を子どもにさせる宿」。
ぜひお越しください。

  車  ：中部横断自動車道
　　　中富ＩＣから約２０分
電車： ＪＲ身延線甲斐岩間駅から
　　   タクシーで約２０分

みのぶ自然の里
住所：〒４０９－３３１３
　　  山梨県南巨摩郡身延町平須２３８－１
TEL：０５５６－４２－３１８１

交通 問い
合わせ

ギネスブック認定「世界最古の旅館・ホテル」
全館源泉掛け流しの宿　西山温泉　慶雲館

四種類の自然湧出の源泉から泉質や趣の異なる
六種類のお風呂をお楽しみください。

〒409-2702　山梨県南巨摩郡早川町西山温泉
☎0556-48-2111　HP https://www.keiunkan.co.jp

甲府市青沼１-３-１１ TEL055-233-8800
9:00～18:30　※季節変動あり

桔梗信玄餅はここで生まれました

〒400-1501 山梨県甲府市上曽根町朝日4011　TEL055-266-5005　FAX055-266-5255

http://hh-alliance.com/
検 索

お問い合せ 0120-900-785

ありあんすから見た宝石の街・甲府の夜景が
「日本夜景遺産」に認定されました。

大切な方と、ご一緒にご覧ください。

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！ 樹海の中で
カジュアルにキャンプ！

富士山を眺めながら日頃の疲れを癒す！

おかげさまで60周年
富士観光開発（株）
イメージキャラクター 
兼 宣伝部長

ふじっピ

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

2019.7.1～9.30

夏号

キャンプで自然を満喫キャンプで自然を満喫キャンプで自然を満喫キャンプで自然を満喫
特集❶

至高の山梨フルーツ至高の山梨フルーツ至高の山梨フルーツ至高の山梨フルーツ
特集❷

夏の夜を彩る花火大会夏の夜を彩る花火大会夏の夜を彩る花火大会夏の夜を彩る花火大会
特集❸



林間キャンプ場
木陰が多く夏でも涼しいキャンプ場。
森林の中で気持ちもリフレッシュ。

Nature camp
都心からのアクセスに便利な山梨県。

自然豊かなやまなしでは
自然を楽しむキャンプ場がいっぱい。

ソロで、友達と一緒に、家族みんなで楽しんで

大自
然でキャンプNature camp

都心からアクセスが良い山梨には、
自然を楽しめるキャンプ場が数多くあります。

BBQを楽しむデイキャンプから、
気軽に贅沢に楽しめるグランピングまで楽しみ方は無限大。
自然を満喫するキャンプを楽しみに週末はやまなしへ。

大自
然でキャンプ

キャンプで山梨の自然を楽しもう フルーツを贅沢に楽しもう

甲府市

フルーツ祭り
8月11日（日・祝）

この時期に旬を迎える果物たちが主役のお祭りです。甘くて
ジューシーな梨・幸水がたくさん並ぶほか、桃、ぶどうなどの各
種フルーツの試食や梨の収穫体験ができます。

【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
　　　　⇒山梨交通バス75系統豊富行間門
　　　   停留所⇒徒歩1分

《  車   》中央甲府南IC⇒すぐ

鳴沢村

ブルーベリー祭り
7月20日（土）～7月21日（日）

はかり売りや、アイスも販売します。加工品の試食も行います
ので、ぜひご賞味ください。

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

《電 車》富士急行河口湖駅下車
　　　  バス　道の駅なるさわ下車

《  車   》中央自動車河口湖ＩＣ
　　　　本栖湖方面１５分

中央市

桃の収穫祭２０１９
7月中旬

中央市とよとみ地区で採れた美味しい桃の試食販売・ももすく
いも行います。

【場　所】中央市道の駅とよとみ
【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
　　　　⇒15分

フルーツイベントも開催します！

「フルーツ狩り」の魅力は、もぎたてくだものの
口いっぱいに広がる、甘さ、香り、みずみずしさを味わうことです。

そんな贅沢ができるフルーツ王国やまなしでは、
もも、すもも、ぶどう、ブルーベリーなど、豊富な種類のフルーツに出合えます。
是非、ご家族、ご友人でご一緒に甘く香り豊かなフルーツをお楽しみ下さい。

Fruit  kingdomフル
ーツ王国やまなし

Muscat

Peach

Grapes

Blueberry Plum

シャインマスカット

桃

ブルーベリー すもも

ぶどう

2 3

山梨県内などを舞台としたゆる～いキャンプ漫画『ゆる
キャン△』山梨に住む女子高生がちょっぴり手が届きそう
な非日常をアウトドアを通じて体験するストーリー。“千円札
の絵にもなっている富士山”の身延町本栖湖など山梨県
内のアウトドアを楽しめるスポットが
取り上げられている。

シリーズ最新作 ショートアニメ「へやキャン△」 2020年1月放送開始

山梨が舞台のアニメ

【公式ホームページ】
http://yurucamp.jp/

https://yurucamp.chubu-oudan.jp/

中部横断道開通ゆるキャン△
スタンプラリー2019
特設ウェブサイト

スタンプラリー 2019

中部横断道でゆるキャン△の舞台を巡ろう！
チェックポイントを巡ってスタンプを集めると、ゆるキャン△スタンプラリーオリジナルグッズを抽選でプレゼント

７月下旬～１０月下旬頃

６月上旬～８月下旬頃

８月下旬～９月下旬頃

６月中旬～８月下旬頃
巨峰、ピオーネ、シャインマスカットなどの人気種や日本最古
の甲州をはじめ、数十種を食べ比べできる農園もあります。

桃栽培に最高の地で育った、はちきれそうに大きな実は、瑞々
しくて目からウロコのおいしさ。桃の王様「白鳳」をはじめ、
県オリジナル品種「夢しずく」まで種類も豊富。

６月下旬～８月下旬頃

生産量
日本一

生産量
日本一

山梨のキャンプ場は
コチラ

グランピング
キャンプ初体験でも安心。気軽に贅沢なキャ
ンプを体験しよう。

特集記事はコチラ

遊びに来てネッ！！

山梨のフルーツの魅力を
紹介してるマルよ。

プレゼントキャンペーンも
計画中マルよ。

夏は親子で
桃づくし

家族で楽しむ
ぶどう狩り

フルーツ狩りの楽しみ方はコチラ！！　 フルーツ農園をさがすなら

2019

3/21
10/31

展望キャンプ場
開放的なキャンプ場。場所によっては綺麗な
夜景が見えるのも魅力。

湖畔キャンプ場
ボートや釣りが楽しめる、富士山を眺めながら
のキャンプも山梨ならでは。

河川キャンプ場
昼は釣りや水遊びをしたり、夜は川のせせら
ぎに癒されます。

ほったらかしキャンプ場（山梨市）

PICA Fujiyama（富士吉田市） 尾白の森キャンプ場（北杜市）

道志渓谷キャンプ場（道志村）

戸沢センター（富士河口湖町）

©あfろ・芳文社／野外活動サークル

実際の本栖湖の景色（写真）

詳しくは HP をチェック 検索フルーツ王国やまなし
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富士吉田市

富士山山開き
7月1日（月）

浅間大神に開山を奉告し、吉田口登山道の安泰、登山者の無事を
祈念する神事が行われる。

【場　所】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》富士急行富士山駅
　　　  ⇒徒歩20分

《  車  》中央道河口湖IC
　　　  ⇒10分

甲府市

2019小江戸甲府の夏祭り
8月10日（土）～11日（日・祝）

舞鶴城公園(甲府城跡)を主会場に甲府の夏を満喫するイベントを開
催します。今年はこうふ開府500年の記念年であることから10日に前
夜祭を開催します！かつて小江戸と称されるほど賑やかだった甲府の
城下町の雰囲気をぜひお楽しみください。

【場　所】舞鶴城公園･山梨県庁噴水広場
【問合せ】小江戸甲府の夏祭り実行委員会
　　　   ☎055-237-5702

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

身延町

こども金山探険隊
8月11日（日・祝）～12日（月・振）

戦国時代に栄えた湯之奥金山の「金山衆」について、産金技術や、
生き方を学びます。

【場　所】甲斐黄金村・湯之奥金山博物館
【問合せ】甲斐黄金村・湯之奥金山博物館
　　　　☎0556-36-0015

《電 車》JR身延線
　　　  下部温泉駅
　　　  ⇒徒歩３分

《  車  》中部横断自動車道
　　　  下部温泉早川IC
　　　  ⇒10分

南アルプス市

南アルプス山麓サマーフェスティバル2019
8月10日（土）

南アルプス市が誇るフルーツの魅力が味わえます。祭りの最後には
夏の夜を彩る花火も。

【場　所】南アルプス市櫛形総合公園
　　　　西側拡張エリア

【問合せ】南アルプス市観光商工課
　　　　☎055-282-6294

《電 車》JR中央線竜王駅
　　　  ⇒タクシー30分

《  車  》中部横断自動車道南アルプスＩ．Ｃ
　　　  ⇒10分

韮崎市

サンライズヒル・穂坂”YAMA-KEN”CUP
8月11日（日・祝）

世界で活躍するプロマウンテンアスリート山本健一氏監修の大会！
体力に合わせ参加できます。

【場　所】穂坂自然公園
【問合せ】韮崎市産業観光課農林振興担当
　　　　☎0551-22-1111（内線224）

《電 車》JR中央線韮崎駅
　　　  ⇒徒歩90分

《  車  》中央道韮崎IC
           ⇒10分

山梨市

笛吹川源流まつり
8月18日（日）

迫力満点のステージ！どきどき体験！この時期ならではの楽しいイベント。
【場　所】道の駅みとみ　特設会場
【問合せ】笛吹川源流まつり実行委員会
　　　　☎0553-22-1111

《電 車》JR中央線山梨市駅
　　　  ⇒バス60分

《  車  》中央道勝沼IC、
　　　  一宮御坂IC⇒50分

上野原市

諏訪神社祭典
8月19日（月）

甲州街道沿いの諏訪神社。祭日は
地域の子どもたちで賑わいます。

【場　所】諏訪神社
【問合せ】上野原市産業振興課
　　　　☎0544-62-3119
　　　　ＨＰ「発見うえのはら」で検索

《電 車》JR上野原駅からタクシー15分
《  車  》中央道上野原ICより10分

富士河口湖灯籠流し
河口湖湖上に無数の灯籠が浮かべられます。

【場　所】大石公園
【問合せ】富士河口湖灯籠流し実行委員会
　　　 ☎03-6447-3860

《電 車》富士急行線河口湖駅
　　　  ⇒周遊バス・路線バス・
　　　　  臨時バス30分

《  車  》中央道河口湖ＩＣ
　　　  ⇒17分

富士河口湖町 8月16日（金）

ハタオリマチのSUMMER PARTY
マーケットやIrish Music Partyを開催予定。織物工場のオープンファ
クトリーも併せてお楽しみください。

【場　所】日本ステンレス工業および周辺
【問合せ】ハタオリマチフェスティバル実行委員会 ☎0555-22-1111
《電 車》富士急行月江寺駅
　　　  ⇒徒歩10分

《  車  》中央道富士吉田・
　　　  西桂スマートIC
　　　  ⇒10分

富士吉田市 8月17日（土）

吉田の火祭り・すすき祭り
富士山のお山じまいの祭りとして毎年8月
26･27日に行われる日本三奇祭の一つ。3
ｍを超える大松明が燃え上がる姿は圧巻。

【場　所】北口本宮冨士浅間神社他
【問合せ】ふじよしだ観光振興サービス
　　　　☎0555-21-1000

《電 車》富士急行富士山駅⇒徒歩20分
《  車  》中央道河口湖IC⇒10分

富士吉田市 8月26日（月）～27日（火）

7月 8月 9月
大月市

第36回かがり火市民祭り
8月3日（土）

地域が一体となった大月最大の夏祭り。阿波踊りなどが夏を彩ります。
【場　所】大月東小学校・国道20号（三嶋神社～市役所前）
【問合せ】かがり火市民祭り実行委員会 ☎0554-20-1829
《電 車》JR中央線大月駅
　　　  ⇒徒歩1分

《  車  》中央道大月IC
　　　  ⇒5分

韮崎市

円野町かかし祭り
8月11日（日・祝）～9月8日（日）

毎年恒例となった円野町かかし祭り。世相を反映したかかしが田園の
中に登場！

【場　所】円野公民館
【問合せ】円野町かかし祭り実行委員会事務局（伊藤）
　　　　☎090-1801-0196

《電 車》JR中央線韮崎駅
　　　  ⇒徒歩100分

《  車  》中央道韮崎IC
　　　  ⇒20分

甲府市

昇仙峡わんぱく広場
7月20日（土）～8月18日（日）

わんぱくキッズ大集合！昇仙峡の渓流で「やまめのつかみ取り」や「宝石探
し」など、子どもが楽しめるイベントを連日開催します。（11時～１５時）また、
仙娥滝では夕方からライトアップを開催しています。（7月20日～8月17日）

【場　所】昇仙峡滝上市営駐車場前荒川河川敷
【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⇒
　　　  山梨交通バス昇仙峡行
　　　  昇仙峡滝上停留所50分

《  車  》中央道甲府昭和IC⇒40分

丹波山村

夏祭り丹波
7月28日（日）

丹波山村恒例の夏祭り。川遊びやグルメブースなど終日ご家族でお楽し
み頂けます。

【場　所】丹波山村交流促進センター付近
【問合せ】丹波山村役場温泉観光課
　　　　☎0428-88-0211

《  車  》中央道勝沼IC⇒60分

北杜市

北杜市明野サンフラワーフェス2019
7月20日（土）～8月18日（日）

美しい山岳景観を背景に広がる60万本のひまわり畑。
【場　所】山梨県立フラワーセンターハイジの村周辺
【問合せ】北杜市明野サンフラワーフェス実行委員会
　　　   ☎0551-42-1423

《電 車》ＪＲ中央線韮崎駅
　　　  ⇒バス15分

《  車  》中央道須玉IC⇒15分

河口湖ハーブフェスティバル
河口湖畔に咲き誇る約８千株のラベンダー。八木崎公園や大石公園
が紫一色に染まる。

【場　所】八木崎公園及び大石公園
【問合せ】河口湖ハーブフェスティバル実行委員会（観光課）
　　　　☎0555-72-3168

《電 車》富士急行線河口湖駅⇒
　　　　（八木崎公園）周遊バス8分／
　　　　（大石公園）周遊バス32分

《  車  》中央道河口湖ＩＣ⇒
　　　　（八木崎公園）10分／
　　　　（大石公園）17分

富士河口湖町 ～7月15日（月・祝）（八木崎会場は～7月7日（日））

山中湖花の都公園夏の清風
涼しい夏を迎える山中湖村。富士山をバックにひまわりや百日草が一
面に広がります。

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

《電 車》富士山駅⇒
　　　  周遊バスふじっ湖号
　　　  約30分「花の都公園」

《  車  》東富士五湖道路山中湖ＩＣ
　　　　⇒約5分

山中湖村 7月20日（土）～9月1日（日）

第19回砂金掘り大会！（27日）
第16回砂金甲子園！東西中高交流砂金掘り大会（28日）
砂金掘りの技術とテクニック、スピードを競う、いわば“スポーツ砂金
掘り”です。

【場　所】甲斐黄金村・湯之奥金山博物館
【問合せ】甲斐黄金村・湯之奥金山博物館 ☎0556-36-0015
《電 車》JR身延線下部温泉駅
　　　  ⇒徒歩３分

《  車  》中部横断自動車道
　　　  下部温泉早川IC⇒10分

身延町 7月27（土）～28（日）韮崎市

戦国ヒルクライムin韮崎・甘利山
7月6日（土）～7日（日）

全国屈指の激坂コース甘利山を一気に駆け上がる。様々な部門と武
田ゆかりの賞を用意。

【場　所】みだい体育センター～甘利山
【問合せ】戦国ヒルクライムin韮崎・甘利山実行委員会
　　　　☎0551-22-1991

《電 車》JR中央線韮崎駅
　　　  ⇒徒歩70分

《  車  》中央道韮崎IC
　　　  ⇒20分

鳴沢村

なるさわ収穫祭
7月27日（土）～28日（日）・8月17日（土）～18日（日）

鳴沢村特産品の高原野菜が一番おいしい時期に開催。朝採りの野菜
がたくさん並びます。

【場　所】道の駅なるさわ
【問合せ】鳴沢村観光協会 ☎0555-85-3900
《電 車》富士急行河口湖駅下車
　　　  バス　道の駅なるさわ下車

《  車  》中央自動車河口湖ＩＣ
　　　  本栖湖方面１５分

上野原市

月見ヶ池弁財天祭り
7月20日（土）

花火大会や灯篭流しが行われ、夏の夜の情緒を感じさせてくれます。
【場　所】上野原市3454（上野原小学校横）
【問合せ】上野原市産業振興課 ☎0544-62-3119
　　　　ＨＰ「発見うえのはら」で検索

《電 車》JR上野原駅から
　　　  タクシー10分

甲斐市

竜王駅で鈴虫の声を聴く甲斐
展示7月28日（日）～8月3日（土） 配布8月4日（日）

夏の暑い季節に、鈴虫のさわやかな声を楽しんでいただけるよう、竜王
駅に鈴虫を展示。展示期間中に
申込みされた方に、鈴虫を無料
で配布します。

【場　所】JR竜王駅南北自由通路
【問合せ】鈴虫の声を聞く甲斐
　　　　☎055-278-1708

《電 車》JR中央線竜王駅
《  車  》中央道双葉SA⇒5分

笛吹市

笛吹川石和鵜飼・石和温泉鵜飼花火
7月20日（土）～8月19日（月）の水・木・土・日

全国でも唯一の「徒歩鵜」による鵜飼。鵜匠体験や鵜との記念撮影ができ
ます。鵜飼実演後には、10分間花火を打ち上げます。

【場　所】笛吹市役所前笛吹川河川敷
【問合せ】笛吹市役所観光商工課
　　　　☎055-262-4111

《電 車》JR中央線石和温泉駅
　　　　⇒徒歩20分

《  車  》中央道一宮御坂IC
　　　  ⇒15分

《時 間》鵜飼20:00～20:50
　　　　鵜飼花火20：50～21:00

流鏑馬祭り
一般的な流鏑馬と異なり、
馬が走った後、占人が馬の
蹄を見て災厄を占う珍しい神事

【場　所】小室浅間神社
【問合せ】小室浅間神社
　　　　☎0555-22-1025

《電 車》富士急行下吉田駅
　　　  ⇒徒歩5分

《  車  》中央道富士吉田・
　　　  西桂スマートIC
　　　  ⇒10分

富士吉田市 9月18日（水）～19日（木）

月見茶会と邦楽演奏会
中秋の名月を見上げながら、ライトアップされた根津記念館でお茶と
邦楽を楽しみます。

【場　所】根津記念館
【問合せ】根津記念館
　　　　☎0553-21-8250

《電 車》JR中央線山梨市駅
　　　  ⇒タクシー5分

《  車  》中央道勝沼IC、
　　　  一宮御坂IC⇒15分

山梨市 9月14日（土）

牛倉神社祭典・入谷神社祭典
上野原市 9月7日（土）～9日（月）

郡内三大祭りの一つでもあるお祭。
迫力満点のお神輿は見逃せません。

【場　所】牛倉神社・上野原市役所
【問合せ】上野原市産業振興課
　　　　☎0544-62-3119
　　　　ＨＰ「発見うえのはら」で検索

《電 車》JR上野原駅からタクシー5分

山中湖花の都公園秋の彩り
期間前半には一面に広がるコ
スモスを、後半には味わい深い
紅葉が楽しめる。

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

《電 車》富士山駅⇒周遊バス
　　　  ふじっ湖号約30分
　　　  「花の都公園」

《  車  》東富士五湖道路
　　　  山中湖ＩＣ⇒約5分

山中湖村 9月14日（土）～11月4日（月・振）

山中明神安産祭り
妊産婦等が集まるお祭り。夜祭のみこしをかついだ氏子の女性には
安産が約束される。

【場　所】山中諏訪神社
【問合せ】山中諏訪神社
　　　　☎0555-62-3952

《電 車》富士山駅
　　　  ⇒バス30分

《  車  》東富士五湖道路
　　　  山中湖IC⇒5分

山中湖村 9月4日（水）～6日（金）

もろこし祭り
品種の違うとうもろこし食べ比べ、
一番おいしい品種をお客様で決め
るイベントです。

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

《電 車》富士急行河口湖駅下車
　　  　バス　道の駅なるさわ下車

《  車  》中央自動車河口湖ＩＣ
　　　  本栖湖方面１５分

鳴沢村 9月3日（火）

キャベツ祭り
とれたてキャベツの試食や、キャベツを何個まで持てるか競争するイ
ベントを開催します。

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

《電 車》富士急行河口湖駅下車
　　  　バス　道の駅なるさわ下車

《  車  》中央自動車河口湖ＩＣ
　　　  本栖湖方面15分

鳴沢村 9月24日（火）

第11回多摩川源流トレイルラン大会
多摩川の源流を育む美しい水源林や高原の爽やかな雰囲気の中で
行われるトレイルラン。

【場　所】小菅村全域
【問合せ】小菅村観光協会 ☎0428-87-0741
《電 車》JR青梅線奥多摩駅
　　　  西東京バス小菅の湯行
　　　  JR中央線大月駅
　　　  富士急山梨バス小菅の湯行

《  車  》圏央道青梅IC⇒約70分
　　　  中央自動車道大月IC⇒約35分
　　　  中央自動車道上野原IC⇒約45分

小菅村 9月8日（日）

大弐学問祭
江戸時代に人民主義の先駆けと言える思想を唱えた、甲斐市出身の
郷土の偉人「山県大弐」の遺徳を称えた祭り。

【場　所】山縣神社
【問合せ】大弐学問祭実行委員会
　　　　☎055-278-1708

《電 車》JR中央線竜王駅
　　　  ⇒徒歩20分

《  車  》中央道甲府昭和IC、
　　　  中央道双葉SA
　　　  ⇒10分

甲斐市 9月23日（月・祝）

冨士御室浅間神社・秋の例大祭
秋の収穫等を感謝する例大祭。
浦安の舞が奉納され、神輿が練り歩く。

【場　所】冨士御室浅間神社境内
【問合せ】冨士御室浅間神社
　　　　☎0555-83-8933

《  車  》中央道河口湖ＩＣ⇒15分

富士河口湖町 9月9日（月）

July August September

　　  twitterで
山梨のイベント情報を
つぶやいてるマルよー！

山梨観光インスタ 富士の国やまなし
観光情報、麺、スイーツ…やまなしのおいしい情報はこちら

yamanashikankou yamanashinoodleland yamanashi_fruits

山梨麺インスタ 麺の国やまなし 山梨フルーツインスタ 山梨フルーツ部

武田菱丸【公式】
@t_hishimaru

動画もあるマルから見てほしいマル！
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神明の花火大会

ストーリー性のある構成で、まるで花火に包まれて
いるような感覚が味わえます。

【場　所】三郡橋下流笛吹川河畔
【問合せ】市川三郷町ふるさと夏まつり実行委員会
　　　　☎055-272-1101

《電車》JR身延線市川大門駅から徒歩約10分
《 車 》甲府南ICから車で約20分、中部横断　
　　　   自動車道増穂ICから車で約5分

市川三郷の花火は、戦国時代に武田氏が用
いた「のろし」が起源とされ、その後、市川の
花火師たちは徳川御三家に仕えたといわれ
ます。また花火大会の歴史も、平安時代から
の伝統ある「市川和紙」ゆかりの神明社の祭

典で盛大に
花火を打ち
上げていた
ことが始ま
り。江戸時
代には「日
本 三 大 花
火 」に数え
られました。

神明の花火大会の歴史

夏の山梨を彩る

納涼花火

6

富士河口湖町

西湖竜宮祭
8月2日（金）

西湖に浮かぶ灯ろうに火がともり、幻想的な中、
花火大会が行われる。

【場　所】西湖前浜
【問合せ】西湖観光協会
　　　　☎0555-82-3131

《  車  》中央道河口湖ＩＣ⇒20分

山中湖村

山中湖花火大会「報湖祭」　
8月1日（木）

富士五湖祭のトップを切って開かれる花火大会。
湖のどこからでも花火が見られる。

【場　所】山中湖畔周辺
【問合せ】（一社）山中湖観光協会
　　　　☎0555-62-3100

《 電 車 》富士山駅⇒バス30分
《  車  》東富士五湖道路山中湖IC⇒5分

山梨市

第62回笛吹川県下納涼花火大会
7月27日（土）

夏祭りの先陣を切って約3000発の花火が夜空
を飾ります。盆踊り大会も同時開催。

【場　所】笛吹川河川敷　万力大橋付近
【問合せ】山梨市花火大会実行委員会
　　　　☎0553-22-0806

《 電 車 》JR中央線山梨市駅⇒徒歩15分
《  車  》中央道勝沼IC、一宮御坂IC⇒20分

富士河口湖町

富士山・河口湖山開き花火大会
7月6日（土）

富士山の山開きを祝う花火大会。
【場　所】河口湖
【問合せ】河口湖観光協会
　　　　☎0555-76-8300

《 電 車 》富士急行線河口湖駅⇒徒歩15分
《  車  》中央道河口湖ＩＣ⇒10分

富士河口湖町

本栖湖神湖祭
8月3日（土）

本栖湖の夏のメインイベント。花火大会や情緒
たっぷりの夏祭りを楽しめます。

【場　所】本栖湖
【問合せ】本栖湖観光協会
　　　　☎0555-87-2518

《  車  》中央道河口湖ＩＣ⇒35分

富士河口湖町

精進湖涼湖祭＆音楽祭
8月4日（日）

大迫力の花火大会と音楽イベントが同時に楽し
める。

【場　所】精進湖他手合浜
【問合せ】精進湖観光協会
　　　　☎0555-87-2651

《  車  》中央道河口湖ＩＣ⇒30分

忍野村

第４２回忍野八海祭り
8月8日（木）

メイン会場を忍野中学校校庭に設け、キャラク
ターショー、花火大会があります。

【場　所】忍野中学校
【問合せ】忍野村観光協会
　　　　☎0555-84-4221

《 電 車 》富士急行線富士山駅⇒車20分
《  車  》東富士五湖道路山中湖IC⇒5分

富士河口湖町

河口湖湖上祭
8月4日（日）・5日（月）

夜祭は8月4日に、大・花火大会は8月5日に開催し
ます。

【場　所】河口湖
【問合せ】河口湖観光協会
　　　　☎0555-76-8300

《 電 車 》富士急行線河口湖駅⇒徒歩15分
《  車  》中央道河口湖ＩＣ⇒10分

笛吹市

石和温泉花火大会
8月21日（水） 19:30～21:00

笛吹市夏祭りのフィナーレを飾るメインイベント。
県内最後の花火大会。

【場　所】笛吹市役所前笛吹川河川敷
【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20分
《  車  》中央道一宮御坂IC⇒15分

身延町

下山愛宕祭典煙火大会
8月16日（金）

江戸時代から続く地元民による煙火大会として
歴史あるものです。出店も軒を並べます。

【場　所】身延町下山新町地内
【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⇒タクシー約５分
《  車  》中部横断自動車道下部温泉早川IC⇒5分

西桂町

三ツ峠ふるさと夏まつり
8月15日（木）

特産品の販売や手作りによる各種露店、踊りや
和太鼓の演奏、大輪の花火は圧巻です。

【場　所】西桂中学校グランド
【問合せ】三ツ峠ふるさと夏まつり実行委員会
　　　　☎0555-25-2015

《 電 車 》富士急行線三つ峠駅⇒徒歩5分
《  車  》中央道都留IC⇒25分
　　　　中央道富士吉田西桂スマートIC⇒7分

南部町

南部の火祭り
8月15日（木）

江戸時代から伝えられてきた「南部の火祭り」。大
松明や投げ松明など火が主役の祭りで、富士川
の両岸約2kmに並ぶ108個のかがり火が、夜の
闇を赤く染め、そこに2尺玉を含む花火が打ち上
げられ、神秘的な光景です。

【場　所】富士川河川敷南部橋上下流
【問合せ】南部町火祭り実行委員会
　　　　☎0556-64-3111

《 電 車 》JR身延線内船駅⇒徒歩15分
《  車  》中部横断道下部温泉早川ＩＣ⇒20分

韮崎市

武田陣没将士供養会＆
武田の里にらさき花火大会

8月16日（金）

約7,000発の花火が夜空を彩る韮崎の夏の風物
詩。盆踊りや灯籠流しも楽しめます。

【場　所】釜無川河川公園
【問合せ】武田の里まつり実行委員会
　　　　☎0551-22-1991

《 電 車 》JR中央線韮崎駅⇒徒歩15分
《  車  》中央道韮崎IC⇒15分

富士河口湖町

奥河口湖ふるさと祭り
8月15日（木）

灯籠・和太鼓・花火・盆踊りなど様々なイベントが
行われる。

【場　所】河口湖下條浜（長浜地区）
【問合せ】奥河口湖観光協会
　　　　☎0555-82-2128

《  車  》中央道河口湖ＩＣ⇒15分

詳しい
情報は
コチラから

富士の国やまなし親子花火大会実行委員会（富士河口湖町観光連盟内）
TEL 0555-28-5177　http://www.fujisan.ne.jp/global/

神明の花火の裏側や、
市川三郷の花火師の
特集記事はこちらマル！

山梨県で観られる
各種の花火の
特集記事も

見て欲しいマル

２万発の大迫力“神明の花火”、世界遺産と共演する〝湖上の
花火〟、笛吹川の風物詩〝鵜飼と花火〟など、山梨ならではの魅
せる花火が目白押し！

市川三郷町 8月7日（水）

※当ガイドブックに掲載されている情報は2019年６月１０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。

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※8月13日は開館）

7月13日（土）～8月25日（日）
夏季企画展

「山梨にでっかい古墳ができたわけ。
　　　―上の平遺跡発掘４０周年―」
上の平遺跡発掘40周年にちなみ、山梨に
巨大古墳が造られた経緯を探ります。

7月20日（土）～8月25日（日）
夏休みイベント
夏休み中の子どもたち
を対象に、古代にちな
んださまざまな体験イ
ベントを開催します！

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※8月13日（火）は開館）

7月13日（土）～8月25日（日）
開館30周年記念 特設展
山と水の文学
山と水をテーマにした文学から、
尾崎喜八、井伏鱒二などの作品を
紹介します。

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。。

6月22日（土）～10月21日（月）
企画展「指輪－指先のきらめき－」
日々に彩りを添える、豊かな指輪のバリ
エーションをお楽しみください！

8月5日（月）～23日（金）
（ただし、土日祝日と6日（火）と20日（火）を除く）
特別体験「宝石万華鏡の制作」
本物の宝石を使った万華鏡の制作体験。
数量限定予約優先（受付7/13～）。500円

土日祝日
職人の実演及び
ジュエリー制作体験
貴金属加工・宝石研磨・彫刻の職人の
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も（有料）。

《電車》JR中央線甲府駅南口⇒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）8月13日（火）は開館

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。

山梨県立美術館 　　　　 ☎055-228-3322

6月22日（土）～8月25日（日）
黄昏の絵画たち
近代絵画に描かれた夕日・夕景
西洋と近代日本の絵画を中心に、夕日や夕
景を描いた多様な表現を紹介します。

9月7日（土）～11月4日（月・振）
萩尾望都SF原画展
デビュー50周年となる少女漫画家・萩
尾望都のカラーイラスト原画や漫画原
稿を多数展示します。

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※8月13日（火）は開館）

茨木猪之吉
画帖「甲斐のやま山」より「白峰三山」

1935（昭和10）年12月末　序文　小島鳥水

カミーユ・コロー
《舟渡し、ドゥエ近郊》

島根県立美術館蔵

萩尾望都／秋田書店
萩尾望都／小学館

上の平遺跡 空撮

ミニミニ発掘体験

・応募方法等
インターネットにおいて、右記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〔富士吉田市〕吉田うどん(300g×2袋　つゆ30g×4包）1名様
❷〔中央市〕もろこし焼酎（１本 720ml）5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））5名様
❺〔西桂町〕三ツ峠のうまい水500ml(500ml 1ケース（24本入り））5名様
❻〔鳴沢村〕鳴沢村ブルーベリー１００％使用ブルーベリー羊かん（１本）2名様
❼〔山中湖村〕山中湖ワイン１本1名様
❽〔甲斐市〕梅ジャム（150g）・梅蕎麦かりんとう（100g）・甲斐の桑茶（2本 500ml）3名様

  

めぐりプレゼント宝宝
YA M A N A S H I  P I C K  U P  N E W S 抽選で山梨ならではの素敵なプレゼントが届きます。ご応募締切・平成30年9月30日（日）

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

山梨県富士山保全協力金

抽選で山梨ならではの素敵なプレゼントが届きます。ご応募締切・令和元年9月30日（月）

7月10日㊌17時～9月10日㊋17時

7月1日㊊～9月10日㊋

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。
※マイカー規制時の駐車場は富士山パーキング（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1,000円の駐車料金がかかります。
◎マイカー規制についてのお問合せ先
　山梨県道路公社富士山有料道路管理事務所☎0555-72-1311
◎駐車場についてのお問合せ先
　山梨県観光部観光資源課☎055-223-1576 または
　富士山パーキング観光案内所☎0555-72-9900

富士山の環境保全や安全対策に活用される富士山保全
協力金へのご協力をお願いします。

【場　所】富士山五合目・六合目
【問合せ】世界遺産富士山課　☎055-223-1521
《電車》富士山駅・河口湖駅⇒バス
《 車 》富士山パーキング（県立富士北麓駐車場）⇒シャトルバス45分

応募は
コチラへ

❻❻

❼❼

❹❹

https://bit.ly/2wka65z

登拝の起点となる富士山大鳥
居と、そこに至る参経路に建つ
鳥居について紹介します。

《電車》富士急行線河口湖駅⇒バス約5分  
《  車 》中央道河口湖IC⇒約1分

山梨県立富士山世界遺産センター
富士山の世界遺産としての価値を
国内外に分かりやすく伝える施設

7月24日（水）～9月23日（月・祝） 
企画展

「富士山大鳥居
―吉田口登山道の起点―」

☎0555-72-2314

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8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） ※8月13日（火）は開館　

人の生活に寄り添って生きてきたネコの秘密が
明らかに！写真家沖昌之氏の作品も展示。

7月13日（土）～9月2日（月）
企画展・山梨放送開局65周年記念

「すごすぎる！ねこ展
  ～ヒトとネコの出会いと共存の歴史～」

動物にまつわる資料を紹介します。展示室の中で動物たちを
探してみてください。

7月24日（水）～10月22日（火）
常設展テーマ展示
｢ようこそ！かいじあむ動物ワールドへ｣

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。

【場所】アイメッセ山梨
《電車》JR中央線甲府駅⇒車で15分
《 車 》中央道甲府南IC⇒5分

県内の博物館･美術館が大集合！
自由研究のヒントがいっぱい ！

7月15日（月・祝）
博物館を活用した
夏休み自由研究プロジェクト 合同プレゼン

夏ならではの体験や工作をご家
族でお楽しみください。

8月14日（水）～8月15日（木）
かいじあむの夏祭り

7月13日（土）～9月1日（日）
夏休みイベント
リニアクイズラリーやワークショッ
プなどイベント盛りだくさん。自由
研究応援プログラムもあります！

《電車》JR中央線大月駅⇒バス約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

❶❶

❺❺

❷❷

❸❸

《電車》JR中央線甲府駅北口2番⇒ バス約20分（土・日・祝日、
　　　  7月20日～8月18日運行）

《 車 》中央道甲府昭和IC⇒約30分
休館日：7月19日～9月1日無休

※詳細は当館HPをご覧ください。

７月20日（土）～11月４日（月・振）
大村智ものがたり
当館の名誉館長でもある大村智博士の業績
と半生を描くオリジナル特別番組を上映。

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施設。

山梨近代人物館                     ☎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）
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名を紹介しています。

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。

第9回展示

山梨県庁舎別館2階

❽❽
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