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＝ 観光雑誌とまではいかない、
地域のちょっとしたおすすめを散歩しながら見てほしい写真集 ＝
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春の訪れ

1-1 武田通りの桜（甲府市武田）

武田通りの桜が一斉に咲き誇る景観は、人々の心をワク
ワクさせてくれます。桜が散る頃になると、通りの近所
の方々が毎朝、歩道のお掃除をされています。

春1

桜の木の幹からも花が咲いています。桜の花の
たくましさを感じます。

桜の木に寄り添って咲く花も綺麗です。

また、武田通りに設置されている街灯には、甲府市の鳥であ
る”カワセミ”が獲物を捕らえようとジーと見つめています。



春の訪れ

1-2 武田神社の桜（甲府市古府
中町）

武田神社は、武田信玄公を御祭神
として祀られています。大正４年
に県民の武田神社創建の気運が高
まり、大正８年に社殿が竣工。信
玄公の命日である4月12日に初の
例祭が奉仕されています。

春2

姫の井戸

境内には、「姫の井戸」があり
ます。信玄公ご息女誕生の際に、
産湯にも使用されたので、そう
呼ばれるようになりました。そ
の井戸水は、延命長寿、万病退
散のご利益があるとされていま
す。授与所で販売している特製
ペットボトルを片手に、お水取
りをする人をちょくちょく見か
けます。

また、武田神社には添水（そう
ず）と呼ばれている、鹿威しが
あります。水の流れとともに、
澄んだ音を楽しめます。

ハローキティ石像

武田神社宝物殿の前には、奉納されたハ
ローキティ石像が設置されています。山
梨らしさで、ほっこりします。



春の訪れ

春3

1-4 甲府城跡 舞鶴城公園の桜(甲府市丸の内）

舞鶴城公園では、毎年、見事な桜が咲きます。この季節
になると、多くの人々が花見を楽しみます。お昼には、
近くのオフィスや県庁で働く人々も集まってきます。

1-5 わに塚のサクラ（韮崎市神山町）

樹齢320年と言われるエドヒガンザクラ「わに塚の
サクラ」は、韮崎段丘の中央に咲く、丸い樹形が美
しい一本桜です。
毎年、満開の時期に合わせ、おおよそ10日間限定
でライトアップされます。日中の華やかな姿とは一
味違う幻想的で艶やかな夜桜も趣があり、おすすめ
です。

1-3 徳島せぎ（南アルプス市）

徳島せぎには、約1.8㎞に約200本の桜並木道があり
ます。地元の方にも親しまれ、日中にはお花見をする
方やライトアップを眺める方も多くみられます。

樹齢が長く、大きな桜が多いので、並木道を歩きなが
ら上を見上げると空いっぱいに桜が広がっています。
昔ながらの王道な薄ピンクで上品でありながらもたく
さんの花びらが集まり華やかな印象です。



春の訪れ

春4

1-6 敷島総合公園の桜（甲斐市）

梅の花が有名な敷島総合公園ですが、周
辺も含めると300本以上の桜を楽しむこ
ともできます。撮影日もたくさんの家族
連れで、にぎわっていました。

1-7 新府桃源郷（韮崎市）

桃の花と富士山、八ヶ岳、南アルプス
などの山々を一望することができます。
花のピンク色が、絨毯のように広がる
景色に魅了されます。



春の訪れ

1-8 醸造用ぶどうの記念植樹祭（中央市大鳥居）

王塚古墳周辺の農地は、かつては桑の生産が盛んに行われていました
が、近年は耕作放棄地化が進みました。
その耕作放棄地がぶどう畑に再整備され、豊富小学校の児童が、醸造
用ぶどうの苗木を植樹しました。子ども達が二十歳になる頃には、そ
こで採れたぶどうで造られたワインができあがることでしょう。

春5

1-9 れんげ（中央市玉穂地区）

中央市旧玉穂地区では、４月になるとピンクでかわいいれんげの花を様々な場所で見ることができます。



空と緑と

空1

2-4 ポピー畑（甲斐市岩森）

茅ヶ岳広域農道沿いの花畑にポピーの花が一面に咲
き誇ります。ポピーの鮮やかな赤色が、初夏の訪れ
を感じさせてくれます。

2-1 あやめ（南アルプス市）

５月上旬になると滝沢川の両岸に約７万本のアヤメ
の花が咲き誇ります。ここであやめの花を観賞しな
がら、食も音楽も楽しめるお祭り「アヤメフェア」
を毎年５月上旬に開催しています。

2-3 明野のひまわり畑（北杜市）

南アルプスを背景に、一面に咲くひまわり畑は夏の
絶景です。会場によって咲く時期が異なるので、夏
の期間、この景色を楽しむことができます。

2-2 山伏川のアジサイ(昭和町)

イオンモール東側の山伏（やんぶし）川のアジサイです。
川沿いに色とりどりのアジサイがたくさん並んでいます。
梅雨の季節、じめじめの雨は憂鬱になりそうですが、こ
の通りに来るとみなさん笑顔になっていきます。



空と緑と

2-6 みずがき山自然公園（北杜市）

日本百名山の一つである「みずがき山」を間近で
見上げることができ、その凜々しい姿に圧倒され
ます。自然公園までは、車で行くことができるの
で、のんびりピクニックをするのもおすすめです。
６月頃に訪れると、ツツジがちょうど見頃です。

空2

2-7 山梨県立まきば公園（北杜市大泉町西井出）

八ヶ岳の麓に広がる牧草地の中で、羊や山羊などの動物と触れ合うことができます。レストランや売店も
あり、休日はたくさんの家族連れでにぎわいます。

2-5 御勅使南公園（南アルプス市）

東京ドーム７個分の広さがある大きな
公園です。
県内最多の遊具で楽しむ子供たちや、
整備されたコースでウォーキングや
ジョギングを習慣とした大人をよく目
にします。
７つのゾーンで分かれるなど多種多様
の楽しみ方ができ、春夏秋冬親しまれ
ている公園です。



空と緑と

2-10 水田地帯（北杜市高根町下黒澤）

トトロがでてきそうな長閑な水田風景は、とても
こころが安らぎます。

2-11 清泉寮牧場（北杜市高根町清里）

富士山も見える清泉寮の牧場は、老若男女の憩
いの場となっています。

空3

2-9 北伊奈ヶ湖でのカヌー体験（南アルプス市）

夏は新緑たっぷりの北伊奈ヶ湖はエコパ伊奈ヶ湖にある
エメラルドグリーンの湖です。湖ではイベント時などに
カヌーをお楽しみいただけます。市内にありながらも非
日常を感じられるおすすめのスポットであります。

2-8 緑の小径(甲府市下飯田)

甲府駅から自転車で山梨県立美術館に行きました。
その時に通った荒川の支流の堤防では、赤毛のアン
にでてくるような緑の小径が続き、とてもワクワク
します。



空4

空と緑と

2-13 醸造用ぶどう畑（甲斐市）

棚栽培されている醸造用ぶどうシャルドネとメル
ロです。７月には実が大きくなり、メルロは色づ
きはじめました。ぶどうは鳥の大好物です。防鳥
ネットを張って、鳥の襲撃から守ります。

2-12 サントリー登美の丘 ぶどう畑（甲斐市大垈）

良いワインは、良いぶどうづくりから。
サントリーはこの地でぶどうづくりを続けて100年
余り。ぶどう畑の美しい景観が楽しめます。



空と緑と

空5

2-14 日向山登山の楽しみ方（北杜市白州町）

標高1659.6mの日向山に登りました。登山道（ハイキングコースとされています）はとても整備されていま
した。山頂までの途中には、何年も前に使われていた炭焼き釜があったり、ヤマツツジが咲いていたり、見た
こともない白い可憐な植物が生えていたり、さらに登ると、クマザサとカラマツ林になり、多種多様な景観を
楽しむことができます。また、山頂に着くと、パーッと空が開け、それまでとは全く異なる景色となります。
浜辺のような白い砂原が広がり、八ヶ岳や甲斐駒ヶ岳、鳳凰三山や富士山など近隣の山々が見渡せ、一気に、
登山の疲れが癒やされます。是非、皆様も日向山登山にチャレンジしてみてください。

山頂の景観を楽しむ登山客

炭焼き釜の跡 ヤマツツジ

花茎とも白い腐生植物「ギンリョウソウ」

山頂近くではクマササ
とカラマツ林。
カラマツに生息する
レースのような藻
「サルオガセ」

山頂は浜辺のような白い砂原

景観のアクセントになっている花崗岩



空6

空と緑と

2-15 北岳・間ノ岳(南アルプス市)

日本で2番目と3番目に標高が高い山、北岳と間ノ岳です。本格的な登山ですが、稜線からの景色が最高で
す。また、北岳はお花畑も有名です。可愛い高山植物を見てもうひとがんばり！

2-16 金峰山(甲府市)

やまなし百名山のひとつ、金峰山です。頂上の五丈
岩は、天気の良い日は甲府盆地から見ることができ
るくらい大きい岩で、近くで見ると迫力があります。
南アルプスの山々を見ながらの稜線歩きも楽しい山
です。



空7

空と緑と

2-17 甲斐駒ヶ岳(北杜市)

甲府盆地からよく見える、将棋の駒のような形をした
かっこいい山です。 登山道には岩場や急登があり、な
かなかハードですが、山頂からは富士山、鳳凰三山、北
岳、間ノ岳、仙丈ヶ岳、八ヶ岳と、山梨の名峰をぐるっ
と見渡すことができ、開放感で疲れが吹き飛びます♪

2-18 武田神社の茅の輪くぐり（甲府市古府中町）

武田神社でも６月になると茅の輪が設置されます。参拝に来られた人々は、「夏越
祓」として、茅の輪をくぐり、無病息災を祈られます。



秋の散歩道

秋1

3-1 コスモス畑（甲斐市）

秋になると色とりどりのコスモスが咲き、多く
の人の目を楽しませています。また初夏にはポ
ピーの花が、一面を赤色に染めます。一年に二
度、花を楽しむことができるおすすめスポット
です。

3-3 ぶどう狩り（甲府市善光寺)

秋といえば、ぶどう狩り。山梨県
内には、ぶどう狩りができるとこ
ろがたくさんありますが、甲府市
内にもあります。

ここでは、世界各地から集めた珍
しいぶどうが４０種類以上栽培さ
れています。時期によって、食べ
頃の品種が異なるので、何度行っ
ても楽しめます。今回は、１０種
類のぶどうを食べ比べしました。

3-2 醸造用ぶどうの収穫（甲斐
市）

醸造用ぶどうのシャルドネとメル
ロも８月に入ると収穫の時期を迎
えます。それぞれの収穫のタイミ
ングは、サンプリングをして糖度
や酸などのデータから判断するそ
うです。



秋2

秋の散歩道

3-4 大明保育園（南アルプス市鮎沢）

大明保育園の子供たちが作ったころ柿で
す。
ころ柿はこの地域で昔から愛され、今も
なお引き継がれている伝統です。
この時期になると庭先で干されているこ
ろ柿は、この地域ならではの景色で冬の
訪れを感じさせてくれます。

3-5 山梨県立文学館庭園（甲府市貢川）

山梨県立文学館の庭は、秋になると、い
ろとりどり木々で目を楽しませてくれま
す。
道に散った紅葉も、和紙の模様のように
美しい彩りです。



秋の散歩道

3-6 昇仙峡（甲府市高成町）

珍しい岩や美しい滝が点在する
昇仙峡は、紅葉のシーズンには、
ライトアップされ、幻想的な雰
囲気を楽しめます。

秋3

3-8 伊奈ヶ湖（南アルプス市上市之瀬）

伊奈ヶ湖は櫛形山の中腹に位置し、周辺は木立に囲まれた自然豊かな場所であります。
市外からわざわざ伊奈ヶ湖周辺をお散歩に来てくださっているとのことで、かわいらしい姿を撮影させていた
だきました。
湖を一周する遊歩道や甲府盆地を見渡せる展望台もあり、南アルプス市のおすすめスポットの一つです。
紅葉の時期は湖を囲う紅葉が大変きれいで魅了されます。ぜひ一度いらしてください。

3-7 武田の杜（甲府市羽黒町）

市街地からのアクセスが良く、遊歩道も整備されているため、気軽に四季
折々の森の風景を楽しむことができます。秋の紅葉も色鮮やかでとてもき
れいでした。



秋4

秋の散歩道

3-9 ベーコンフェスティバル（甲府市）

「山梨ベーコンフェスティバル」が今年も開催されました。山梨県は、1959年に台風による甚大な災害を受
けた際、アイオワ州から復興支援として、優秀な種豚35頭と飼料用とうもろこし約1500トンが送られたこ
とを契機に、姉妹締結を行っています。
アイオワ州で毎年開催されているベーコンフェスティバルを山梨でも開催したいと、山梨ベーコンコンソー
シアムが主催して、昨年から行われています。台風の接近もあり、雨の中での開催でしたが、アイオワ州か
らも多くの関係者が参加され、アイオワ州産のフリーベーコンもふるまわれ、大盛況でした。

3-10 オリオン通りのハロウィン（甲府市）

今年も、ハロウィンの南瓜やゴーストで街が
彩られました。 3-12 農業大学校の農地と富

士山（北杜市長坂）

北杜市長坂にある山梨県立農
業大学校には、２年間制の養
成科と専攻科の学生や、職業
訓練を受ける研修生が、富士
山の見えるこの農地で栽培実
習をします。ここで栽培され
た農産物は農業祭りなどでも
販売され、とても人気で、
あっという間に売り切れてし
まいます。

3-11 甲府城跡と富士山（甲
府市）

秋の天気が良い日は、甲府か
らも富士山がとても美しく見
えます。こんな日は、芝生の
上に座って、ゆっくり自然を
満喫したいです。



秋5

秋の散歩道

3-13 秋の桃畑（韮崎市）

収穫が終わった後の桃畑には、桃を包んでいた袋が枝に残され、まるで一面に白い花が咲いているように見
える絶景です。

3-14 吐竜の滝（北杜市大泉町）

清里高原にある川俣渓谷にある滝です。駐車場から滝まで歩いて５分ほどで到
着します。

マイナスイオンを感じ、清々しい気持ちになります。



秋6

秋の散歩道

3-15 甘利山（韮崎市旭町）

週末に甘利山に登りに行きました。山頂近くまで車で行け、駐車
場から遊歩道が整備されているので、徒歩30分足らずで山頂に
ゴール。小雨が降っていましたが、途中、笹やツツジの群生があ
り、木々には苔も繁茂しているなど、植生を観察しながら登るの
も楽しかったです。ツツジの花が咲く頃にまた訪れてみたい場所
です。



秋7

秋の散歩道

3-17 瑞牆山（北杜市）

紅葉の瑞牆山登山です。頂上からは富士山や八ヶ岳、南アルプスの
山々が一望できます。岩場があるので、アスレチック気分で登ること
ができます。

頂上の岩の上に立てば、かっこつけた写真も撮れます♪

3-16 鳳凰山（韮崎市）

鳳凰山に行ってきました！気持ちの良い森をぐいぐい登っていき、
稜線に出ると！

山の上なのに砂浜のような別世界が広がっていました。



冬1

4-1 国指定史跡 甲斐銚子塚古墳
（甲府市下曽根町）

甲斐銚子塚古墳は、山梨県内で最大規模の古墳
で、４世紀後半に築造された前方後円墳です。
古墳のなだらかな斜面で、子ども達はスライ
ダーで楽しんでいます。
２月中旬には、桃の花も咲きはじめていました。

4-3 農村公園からの風景（中央市）

小高い丘の上にある農村公園です。晴れた日に
は八ヶ岳が美しくそびえ立っています。夜にな
ると、街に灯りが・・・甲府盆地の夜景を一望
できます。

4-2 不老園の梅（甲府市）

甲府に春を告げる不老園の梅です。幼い頃から、ずっと、かわらない、故郷の憩いの場所です。雪の中で
も、厳しい寒さの中でも、真っ先に咲く潔さと、健気さ、控えめでも芳しい香りで存在を知らせる姿と、
可憐さは、日本の女性の本来の美徳と重なります。

冬の魅力



冬2

4-４ 有機無農薬野菜の栽培（北杜市高根町）

北杜市は、月刊誌「田舎暮らしの本」の「2018年度

住みたい田舎ベストランキング（小さいまち・総合部門）」で全国１位になりました。

東京銀座のイタリアンレストランのシェフだった杉浦さんは、有機無農薬野菜を栽培したいと北杜市に移住
されました。杉浦さんが栽培している野菜達は、愛情たっぷりにすくすくと育っています。

冬の魅力



故郷のきらめき

5-1 山梨県庁別館、別館裏庭、噴水広場（甲府市丸の内）

昭和5年に竣工したこの庁舎は、山梨県の有形文化財として登録されています。趣のある外観は竣工当時から変わっ
ていないため、数々の映画やドラマのロケ場所としても使用されています。
平成28年4月からは、「オープンガーデンやまなし」として一般開放され、夜間は別館前の噴水と共にライトアッ
プされ、夏は休日などに小さな子供が遊べる水場としても人気です。
外壁を利用してプロジェクションマッピングのイベントが開催されることもあります。
平成29年11月には、姉妹締結している米国アイオワ州との交流として、県庁の広場を利用してベーコン祭りも開催
されました。

郷1



故郷のきらめき

5-2 韮崎市民俗資料館（隣接地）（韮崎市）

韮崎市民俗資料館では、NHK連続テレビ小説「花子
とアン」の撮影に使われたロケセットを一般公開して
います。
あわせて、ドラマの中で村の教会として使われた「韮
崎宿豪商の蔵座敷」もご覧いただくことができます。
実際に昔使われた農具なども展示され、ドラマの雰囲
気を味わうことができます。

5-3 韮崎中央公園（韮崎市）

韮崎中央公園は、広々とした敷地内に、陸上競技場や芝生
広場、アスレチックなどがあります。
蒸気機関車の展示や、4月～10月に運行するミニSLは、特
に子どもたちに人気です。
この季節は公園内のイチョウ並木を散歩しながら、富士山
を望むこともでき、ウォーキングコースとしても最適です。

郷2



故郷のきらめき

郷3

5-4 平和観音（韮崎市）

昭和３６年、七里岩の南端に、市民の平和や登山者の安全を祈願して建立された「平和観音」は、関東三観音
の一つとして数えられています。
春には、観音様の周りを囲むようにサクラの花が彩ります。南に富士山、東に茅ケ岳を望みつつ、市街を一望
できる場所として、市民に親しまれているビュースポットです。

5-5 幸福の小径（韮崎市神山町）

韮崎市では、名誉市民の大村智博士が、2015年にノーベル
医学生理学賞を受賞されたことを記念して、博士が中学生時
代に通われたとされる通学路を「幸福の小径」と命名しまし
た。
韮崎大村美術館まで続く1.8キロの散策路途中、博士の銅像
が建つ付近からは、360度にわたり雄大な山々の景色を、四
季を通じて楽しむことができます。
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5-6 豊富郷土資料館の展示品（中央市）

展示室には約3,500点の資料があり、郷土の貴重な生
活文化や歴史を学ぶことができます。

冬には、ひな人形店を開催しており、たくさんのひな
人形を楽しむことができます。

故郷のきらめき

5-7 おこんこ山（昭和町）

昭和町西条の地は、義清公が晩年隠居したと言われています。おこんこ山は、その義清公を埋葬したと伝え
られる古墳です。昔、この辺りにキツネが出没したことからこの名が付きました。住宅街の中にひっそり
建っています。「義清さんを守る会」があり、定期的に除草や清掃活動を自主的に続けています。

5-8 義清神社（昭和町）

義清神社は、義清が晩年過ごした場所と言われていま
す。没後に社殿が建てられ、霊を崇めて奉祀する神社
となりました。
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故郷のきらめき

5-10 朝日通りの七夕（甲府市朝日）

朝通り商店街は、６月になるとハナミズキの街路樹に七夕の短冊を
掲げます。赤、青、黄色など、色とりどりの短冊には、いろいろな
お願いが書かれていて、通りを歩く人々の心を和ませてくれます。
この通りのお店も、雰囲気も良く、とても好きな場所です。

5-11 七夕飾りと七夕コンサート（甲府市）

昔から続く甲府市中心街の七夕かざりです。子どもの頃を思い出します。山梨中央銀行本店の
ロビーでは毎年弦楽四重奏によるコンサートが開催されます。銀行の行員さんも、浴衣姿で雰
囲気を盛り上げます。

5-9 中国四川省の魅力紹介イベ
ント（甲府市 丸ノ内）

山梨県と中国四川省は1985年に
友好県省を締結し、30年以上の
長きにわたり教育、文化、ス
ポーツなどの様々な分野で交流
を深めています。5月9日には、
四川省長の来県に合わせて、四
川省の魅力を紹介する記念イベ
ントを開催しました。着ぐるみ
パンダ８体が来客者を歓迎し、
麻婆豆腐や餃子などの試食ほか、
パンダのぬいぐるみなども来場
者にプレゼントされました。
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故郷のきらめき

5-13 日本ワインコンクール審査会（甲府市湯村）

国産ぶどう100％でつくられたワインの中から優れたも
のを選ぶ「日本ワインコンクール」は、今年で16回目
となります。全国から700点を超えるワインが出品され、
厳正な審査が行われました。このコンクールで受賞し
たワインを味わうことのできる公開テイスティングは
８月に開催されます。

5-14 えびす講祭り（甲府市丸ノ内）

平成29年11月23日に第83回甲府えびす講祭りが開催され
ました。
みこしの渡御や楽しいイベントがあり、多くの方が甲府を
訪れ賑わいした。

5-12 ジュエリーファクトリーセール（甲府市）

宝石の町甲府にふさわしい企画。毎年開催されていますが、ここだけの割引商品も多数あり、わくわくします。
今年は先着にて天然石ボトルのプレゼントやパールすくいなどもありました。
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故郷のきらめき

5-16 甲州弁自動販売機（甲府市）

「甲州ワニワニ娘の甲州弁自動販売
機」が甲府駅南の山梨交通百貨店前
と、山梨県庁防災新館１階に設置さ
れました。ドリンクを買うと、13人
の美女が話す12種類の甲州弁フレー
ズのいずれかを聞くことができます。
さらに「あたり」がでると、ワニワ
ニ娘バッジや甲州弁単語帳に交換で
きるようです。これは、県内８大学
と企業で構成された「やまなし未来
プロジェクト」が設置したそうです。

5-17 JR韮崎駅前（韮崎市）

韮崎駅前広場では、毎年冬、高さ7
メートルのシンボルツリーや市のイ
メージキャラクター・ニーラ型のイル
ミネーションによる幻想的な光のオブ
ジェを楽しむことができます。韮崎の
冬の風物詩として定着し、駅利用者を
はじめ、多くの皆さんに親しまれてし
ます。

5-15 タウンアート（甲府市）

甲府開府500年記念行事として、甲府駅前の平和通り
に設置されているトランスボックスに、甲府にゆかり
のあるものをモチーフにした「トリックアート」が描
かれています。是非、皆様も見つけてみてください。
現在、12種類のアートを楽しめます。

※避難場所マップもあります。
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故郷のきらめき

5-18 オリオン通りのクリスマス（甲府市）

甲府市内のオリオン通りは、新しい店も次々にオープ
ンして、魅力が高まっています。

この季節は、ハロウィンに引き続き、クリスマスバー
ジョンのイルミネーションが素敵です。

店毎に工夫されたツリーの装飾に、心がトキメキます。



故郷のきらめき

郷9

5-19 メリメロ（甲府市）

山梨県産の野菜や肉を使った料理は、ど
れも美味しく、県産ワインとの相性が
ピッタリです。

5-20 NICE TIME CAFÉ oigamori（北杜市長坂町）

森の中に佇むカフェです。
落ち着いた店内は読書にも最適です。
エビオムライスや野菜たっぷりのカレーなど食事はどれも美味しく、
チーズケーキなどのデザートもはずれがありません。くつろぎの空
間は、店主の暖かく丁寧な人柄を感じることができます。

5-21 テロワール愛と胃袋（北杜市高根）

H28年に東京から北杜市に移住されたご夫妻が、地域の食材を活かした料理を提供してい
ます。美しく、美味しく、ヘルシーの３拍子そろったコース料理です。



故郷のきらめき

郷10

5-22 シルクふれんどりぃ（中央市）

シルクふれんどりぃ内にある「えべし」では、中央市産の野菜を使用した食事を楽しむことができます。
温泉もあり、日帰り入浴もできます。

5-23 ｅｖａｍ ｅｖａ ｙａｍａｎａｓｈｉ（中央市）

2017年にオープン！山梨の食材を生かした料理や茶房でお茶を楽しむことができます。
建物だけでなく、周りを囲む竹も美しく、日常生活を忘れ癒される空間です。

5-24 イルクルソーレ（甲府市朝日
町）

空き店舗を活用して、H29年の春に
オープンしたジェラード屋さんです。
朝日通りの商店街が益々魅力UPしま
した。
山梨産のももやすもも、ぶどうなど、
新鮮な素材を使っているジェラードな
ので、とても人気です。



故郷のきらめき

5-25 AKITO COFFEE（甲府市北口）

海外のコーヒーロースターを巡った店主が極めた、世界のどこにもな
いここだけのコーヒーを自家焙煎してくれます。季節のフルーツや野
菜を使ったパウンドケーキなどの焼き菓子もとても美味しいです。

郷11

5-26 寺崎COFFEE（甲府市丸ノ内）

“豆選び、焙煎から、一杯のコーヒーをすべて自分たちの手で。“を
モットーに、美味しいコーヒーと楽しいひとときを提供してくれる
お店です。コーヒーのおともに、マフィンやアイスサンドもお薦め
です。近所の山梨県立宝石美術専門学校の研究室とコラボして、店
内に学生の作品を展示するなど、地域との繋がりも大切にされてい
ます。

5-27 節分のお菓子 がらがら（甲府市）

甲府に古くから伝わる節分菓子である「がらがら」は、
２月3日の節分が近くなると、甲府市内のお店で買うこ
とができます。大きな甘いおせんべい生地の中に、おも
ちゃが入っています。男の子用、女の子用、大人用など、
おもちゃの違いで、２～３種類のものが売られています。
昔は、中に鈴が入っていて、その鈴の音で「鬼除け」に
なっていたと言われています。



故郷のきらめき
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5-30 道の駅とよとみ（中央市）

豊富地区の名産品のとうもろこしは甘みが強く絶品です。
「道の駅とよとみ」ではとうもろこしを使用した加工品も販売していま
す。
キラキラのシルクパウダーを使ったシルクソフトは、見た目も味も大満
足のソフトクリームです。

5-29 農産物直売所「た・から」（中央市）

平日朝から多くの車がやってくる人気の直売所です。この日
はお目当ての焼きプリンが！コストパフォーマンス最高の逸
品でおすすめです。また、夏はよーく冷えたスイカも用意し
てあります。バーベキューの前にぜひお立ち寄りください。

5-28 CAFE TRETAR（カフェ
トレートール）（甲斐市龍地）

カフェ開業のために甲斐市へ移住
してきた店主が作る、地元食材を
活かした北欧風料理（オープンサ
ンドやミートボールなど）を楽し
むことができます。また県内では
珍しく、モーニングサービスがあ
ります。Wi-Fi無料やドリンク二
杯目半額のサービスがあり、ゆっ
くりとくつろぐには最適なカフェ
です。
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5-32 いーなとうぶ昭和（JAみらい 昭和農産物直売
所）（昭和町）

昭和町産の旬な新鮮野菜や地元有名店の加工品が並ぶほ
か、『清里清泉寮のソフトクリーム』も販売しています。
交流スペースもあり、くつろげます。

店長の冬のおススメは”焼きいも”！甘くてトロッ、アツ
アツ絶品をぜひご賞味あれ！

5-31 イチゴ狩り（中央市）

中央市では、イチゴ狩りを楽しめるハウス
がたくさん！真っ赤でみずみずしいイチゴ
は、とっても甘く、食べると幸せな気持ち
になれます。
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5-33 大神宮祭（甲府市）

甲府では、2月3日の節分には、春を訪れを告げるおま
つりとして、大神宮祭が開かれます。古くから「大神
(だいじん）さん」と呼ばれ、親しまれてきました。

横近習（よこきんじゅ）大神宮、柳町大神宮では、豆ま
きやお神輿もあり、夕方から夜遅くまで、商売繁盛・家
内安全などを祈願する人々で賑わいます。

大神宮の沿道や銀座通りのアーケード街には、露店もた
くさん立ち並び、甲州だるまや、熊の手などの縁起物、
切りざんしょうなど、が売られています。和菓子の老舗
では、節分の名物“がらがら”も売ってます。

また、「繭の森プロジェクト」の皆さんが、街の飾り付
けや、どんど焼き、ONI(オニ)のツノ絵付け、書き初め
など、みんなで“たのしい”お祭りをつくる取組をされて
います。

とても楽しいおまつりですので、来年は、是非、皆さん
も来て楽しんでください。

ONI(オニ)のツノ絵付け

どんど焼きでは、繭だんご(小枝に紅白のだんごをつけたもの）を火であぶって食べます

柳町大神宮

街にいろどりを添える飾り付け

甲州だるまの露店 甲州だるま

露店が立ち並ぶアーケード街

飾りは地域の方々の手作り

手作りの祠(ほこら）

繭の森プロジェクトのポスター



笑顔に会える場所

6-1 甲府市遊亀公園（甲府市太田町）

その歴史は古く、一蓮寺の境内から明治4年に県へ移
管され、公園となりました。現在は甲府市が管理を
行っています。
敷地内には県内で唯一の動物園もあります。
写真は今では珍しい紙芝居師のおじさんです。
県内では唯一の紙芝居師で、全国でもとても珍しい
です。
得意の甲州弁と楽しい紙芝居で、子ども達を笑顔に
してくれます。

笑1

6-2 県庁の中庭で遊ぶ園児（甲府市丸の内）

県庁の中庭には、草木が植栽されていて、昆虫もたくさ
んいます。近所の保育園児が保育士さんに連れられて遊
びにきます。花や虫を夢中に探す子ども達の様子は、と
てものどかな風景です。



笑2

笑顔に会える場所

公園内では、色とりどりの花を見ることができ
ます。梅雨の時期もカラフルなアジサイが目を
楽しませてくれます。

6-3 ドラゴンパーク（赤坂台総合公園）
（甲斐市竜王）

甲斐市の高台に位置する総合公園です。見晴
らしが良く、甲府盆地や富士山、南アルプス、
八ヶ岳連峰が一望出来ます。
広大な芝生広場や遊具、噴水、公園をぐるっ
と囲む円路等が整備されています。
ピクニックを楽しむ家族連れや、ウォーキン
グやランニングを楽しむ人々で終日賑わい、
老若男女全ての人々から愛されている公園で
す。

6-4 星野リゾート リゾナーレ八ヶ岳（北杜市小淵
沢）

世界的建築家、マリオ・ベリーニがプロデュースした、
日本を代表するリゾートホテルです。
一年を通じ、様々なアクティビティやイベントを体験
することができ、宿泊者以外も八ヶ岳の自然を手軽に
感じ、楽しむことができます。
この写真は4月～６月頃行われるイベント「花咲くリ
ゾナーレ」での1枚です。ながーい花の絨毯に子ども
達は大喜びです。思わず笑顔がこぼれました。



笑3

笑顔に会える場所

6-5 押原公園（ゆめパーク昭和） (昭和町)

押原公園（ゆめパーク昭和）は、コミュニティの場、運動や散歩など健康な⼼と⾝体を作る

ことを目的に、多世代の⽅々が利⽤できる総合公園として建設されました。また大規模地震などの災

害時の避難所機能も持っています。

夏にはビオトープから冷たい水が出るので、親子や幼稚園児などの水遊びに最適です︕

6-6 大明保育園（南アルプス市）

保育園近くをお散歩して、小さいこ
ろから季節を感じさせられるのは田
舎ならではの子育て。
大明保育園の園庭からは、真正面に
富士山も眺めることができ、豊かな
景色がすぐそばにあります。
風のにおいや草木の変化を感じなが
ら、のびのびと成長している子供た
ちの姿はキラキラしていました。



笑顔に会える場所

6-7 北杜市子育て世代包括支援センター（北杜市）

妊娠準備期から子育て期をワンストップでサポートする「北杜市子育て世代包括支援センター」には、
いつも子どもたちの笑顔があふれています。
絵本を読んだり、バルーンで遊んだりして、とても楽しそうです。

笑4

6-8 甲府市立甲府商科専門学校（甲府市）
「旅立ちの日」

甲府市の南に位置し、全国で２校しかない公立の商業実務系専門学校として、地元甲府をはじめ、山梨県内企業
を支える人材を送り出しています。
「若者達が、山梨県で羽ばたいてくれることを願って。前途に幸あれ︕」



写真の撮影箇所 位置図
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凡例 ● 春の訪れ

● 空と緑と

● 秋の散歩道

● 冬の魅力

● 故郷のきらめき

● 笑顔に会える場所
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平成31年2月
中北地域市町村女性職員会

甲府市 韮崎市 南アルプス市 北杜市 甲斐市 中央市 昭和町 山梨県

中北地域の魅力的な景観や空間を見つけて写真に収めました。中北地域には、まだまだ魅力的な
ところがたくさんあります。これからも素敵な場所を見つけてご紹介していきます。

写真の撮影場所をインターネット上でも確認できます（外部リンク）

https://drive.google.com/open?id=166ma3-IzgPuloAqQngX5ebGMv5pyKDTN&usp=sharing

