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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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1-2 農村公園（富士吉田市上吉田2023付近）

田んぼや畑が広がるのどかな自然の風景の先にそび
えたつ富士山を眺望できる穴場スポットです。水田
に映る逆さ富士が撮れるなど、富士山＋自然風景の
セットで写真におさめたい人にはおススメです。

1-1 新倉山浅間公園(忠霊塔)（富士吉田市新倉
3353‐1）

富士山ビュースポットでは絶対にハズせないのがこちら。
新倉山の中腹に展望ポイントがあり、眼下に広がる富士
吉田市内の町並みの先に左右に均整のとれた富士山を、
あたかも空中浮揚するように眺望することができます。
また、ここからの富士山を含めた景色は四季折々美しく、
特に春には園内の650本余の桜が咲き誇り、園内に建つ
五重塔（忠霊塔）と桜、そして富士山という日本的な風
景が広がります。近年、海外からの旅行客に「富士山と
京都が一緒に味わえるスポット」として人気があり、ま
た「新日本三大夜景・夜景100選（夜景倶楽部選定）」
にも選出され夜景ファンの間でも人気を集めています。

富1

富士山～ともに暮らす

1-4 忍野八海からの富士山
（忍野村忍草）

春の忍野八海は、澄んだ湧水、
桜、雪帽子をかぶった富士山
をいっぺんに楽しめます。

1-3 忍草(お宮橋)付近（忍野村）

忍野村の春は桜、緑の小川、雪の富士山を一度に見
ることが出来ます。
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富士山～ともに暮らす

1-6 桜と雪の富士山（忍野村忍草）

満開の桜、間から見える雪の富士山と自然なまま
の緑の小川が見事です。毎年この時期、沢山の人
がこの風景に惹かれて訪れる名スポットです。

1-7 天下茶屋から眺めた富士山（富士河口湖町河口）

御坂峠にある天下茶屋には、県内外から多くの人々が訪れ、ここから見える絶景を楽しみます。私も天
下茶屋の庭から、屋内１階から、2階からと、富士山を眺めました。桜も満開、天気も良く、どこから見
ても、富士山に惚れ惚れします。

1-5 桜と雪の富士山（忍野村忍草）

満開の桜が雪の富士山を覆うようです。
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富士山～ともに暮らす

1-8 新倉山浅間公園上にあるあやめ群生地（富士吉田市）

富士山、五重塔、桜で有名な新倉山浅間公園より１０分ほど
登ったところにあやめ群生地があります。6月上旬には、あ
やめと富士山のコラボが絶景です。

1-9 富士桜まつり（富士河口湖町本栖）

芝桜のうすピンクと富士山、霞で、神秘的な
景観が多くの人の心を虜にします。

1-10 御坂峠から見た富士山（富士河口湖町）

かつて葛飾北斎と歌川広重は、御坂峠から見た富士山と
河口湖を描いています。葛飾北斎の「富嶽三十六景 甲
州三坂水面」には、河口湖に映る逆さ富士が描れていま
すが、歌川広重の「富士三十六景 甲斐御坂越」には逆
さ富士はありません。歌川広重と同様に、私には、ここ
から見える河口湖に逆さ富士は見えそうもありません。

1-11 「田んぼの逆さ富士」(忍野村)

田植えが終わった田んぼに、まだ雪の残った富士
山が逆さまに映る「田んぼに写る逆さ富士」です。
近頃は田んぼが減少しているため貴重な逆さ富士
になるかもしれません。
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富士山～ともに暮らす

1-12 市役所東別館5階からの眺望（富
士吉田市下吉田6-1-1）

市役所開庁時は、どなたでもご利用いた
だける休憩スペースがあります。富士山
を眺めながら、ゆっくりくつろぐことが
できます。

1-13 大石公園（富士河口湖町大石）

河口湖北岸にある公園です。６月下旬から７月中旬には、ハーブフェスティバルが開催されたくさんの人で
賑わいます。富士山と河口湖とラベンダーの写真でも有名ですが、少し奥まで行くと、遊歩道があり、小川
もあります。様々な植物を楽しみながらお散歩ができるので、朝夕は地元の人もお散歩しています。



1-16 忍野中学校付近の笛を吹く少女像と
富士山（忍野村忍草 ）

富士山と少女像が穏やかに子どもたちを見
守っています。
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1-15 子牛と富士山
（忍野村内野）

富士の麓でのんびり草
を食むジャージー牛の
子ウシちゃんです。人
懐こくカメラに寄って
来ました。

富士山～ともに暮らす

1-17 富士山奥庭（鳴沢村）

大迫力の溶岩、風雪に耐え矮小化したコメツガやカラマ
ツが見られます。庭という地名から庭園を思わせるよう
な自然の楽園が広がり様々な高山植物と富士山の雄大な
景色が広がります。

1-18 富士山御中道（鳴沢村）

カラマツ、ダケカンバの森林の中に咲く可憐な
シャクナゲの花が、7月頃には迎えてくれます。
富士山五合目と御庭を結んでいます。

1-14 忍草(鳥居地トンネル)出口付
近からの富士山（忍野村）

夏は空も富士山もブルー１色です。
忍野村のどこからでも見える雄大な
姿は稜線がとても美しいのが特徴で
す。



富士山～ともに暮らす

富6 

1-19 富士山登山（富士吉田市他）

世界遺産であり、日本一高い山、富士山
の山頂に、吉田口五合目から登りました。
途中、山小屋に寄りながら、ゆっくり登
りました。

山小屋は、登山客にとってオアシスです。
宿泊、休憩ができるほか、飲み物や食べ
物も購入することができるので、疲れた
身体を癒やしてくれます。

富士山の山小屋は、800年以上前から続
く富士登山の長い歴史の中で営まれてい
ます。富士山とその神霊への信仰を行う
富士講の神仏が祀られていたり、富士講
から贈られた古くからの茶釜や鍋などが
大切に引き継がれていました。

文政9年から大切に
使われてきた茶釜

念願の山頂に登頂

所々に高山植物を見
ることもできます

山頂のお鉢、１周1時間30分
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富士山～ともに暮らす

1-21 都留アルプスハイキング（都留市）

都留市のほぼ中央にある、標高500ｍ～650ｍの山々の山脈を「都留アルプス」と名づけ、全長8キロを歩く
「がっつりコース」（5時間30分程度）から、家族で楽しめる「ファミリーコース」（3時間程度）など、

体力や時間に合わせて歩けるコースがあります。（コースの途中には、地元小学校の学校林もあります）

※「都留アルプス」は、都留市内の登山愛好会や地元の大学生などにより整備されたハイキングコースです。

1-20 富士見孝徳公園（富士吉田市下吉
田6744-2）

「関東の富士見百景（国土交通省選
定）」に認定されるなど、特にプロ・ア
マカメラマンがお気に入りの富士山
ビュースポットです。春には園内の約60
本のソメイヨシノが富士山との競演を華
やかにします。



1-24 富士山御庭（鳴沢村）

森林限界地点で、小噴火口が点在する中に、
丈の低いカラマツやハクサンシャクナゲが自
生し、名前のとおり天然の庭園です。

1-23 御前山山頂からの眺望（大月市）

720ｍと低山で、大月駅からダイレクトに登れることと富士山の眺めが良
いので、日帰りの登山に人気です。厄王山の奥ノ院があります。手前の山
から顔を出す富士は着物を纏ったようで奥ゆかしく見えます。連なる山並
みは、時間によって微妙な色合いに変化してきれいです。御前山山頂から、
大月のシンボルと言える岩殿山も見えます。
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1-22 大月市 岩殿山（大月市）

岩殿山からの富士山と大月の街並み

大月駅の北に鏡岩の大岸壁を見せる岩殿山は、
大月のシンボル的な山です。富士山が見える
ことや大月駅から６０分と簡単に登れること
でも人気です。
毎日登山し、この景色を眺める市民もいます。

富士山～ともに暮らす



富士山～ともに暮らす
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1-25 金鳥居（富士吉田市上吉田1-9-9付近）

富士吉田市の中心部、国道137号線の道路をまたいで建つ
「金鳥居」です。鳥居が額のようになり、その枠内にちょ
うど富士山が顔を出します。かつて、ここ金鳥居から先は
富士山の神域とされ、ここから富士山へ続く道沿いには信
仰目的で富士登山のため訪れる人びとをお世話する「御
師」とよばれる人びとの家が全盛期には百軒以上あったと
いわれています。現在でもその歴史情緒を残すこの金鳥居
から続く道を歩きながら富士山を眺めてはいかがですか？

1-26 杓子山（富士吉田市大明見）

標高1598メートルの山頂から眺める富士山は、
訪れた人だけが味わえる格別の景色です。眼
前に広がるのは富士山を中心とする大パノラ
マの絶景で、世界を我が物にしたかのような
気分に浸ることができます。

1-27 高川山（たかがわやま）【山梨百名山】（都留市・大月市）

高川山（標高976ｍ）は、都留市と大月市の境にあり、ＪＲ初狩駅からのアクセスが良いため、県外からの
登山者も多い人気の山です。山頂からの展望は360度さえぎるものがなく、ビックな富士山をはじめ南アル
プスや富士・東部の山々の眺望が楽しめます。山の下をリニアモーターカーの実験線が貫通しており、都
留市側の山麓には、山梨県立リニア見学センターがあります。
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富士山～ともに暮らす

1-28 都留インターチェンジ付近（都留市）
都留インターチェンジ付近からの富士山です。都留市は
山間に位置するため、富士山が見える場所と見えない場
所があります。「都留の富士山」というとあまりイメー
ジが湧かないかもしれませんが、ふとした瞬間に見つけ
た富士山は美しい夕焼けに映え、思わず写真に収めまし
た。

1-29 百蔵山からの眺望（大月市）

百蔵山(１００３ｍ）は、大月市の秀麗富嶽十二
景(七番山頂）に指定されています。
桃太郎伝説によると桃太郎が生まれた桃（百）の
木が植えられていたという山で、富士山の眺望が
素晴らしいことから、登山者に人気があり、リ
ピーターも多いです。

百蔵山からの富士山と三ツ峠山

南方は広範囲にわたって展望がよく、登山途中一休み
すると、三ツ峠山などの峰々の中に雪を被った富士山
が神々しく見えます。 空の青さと、山々の紫がかっ
たコントラストが美しく、思わず時間を忘れそうです。

百蔵山山頂
山頂は小広く、桜が植えられていて、４月中旬ごろ見ごろになります。県外からも日帰り登山ができ、富士
の眺望が美しいことから、桜や紅葉の時期は特に賑わいます。

県外からの週末登山の素敵なご夫婦？と会話 「日頃から富士山を見られるなんていいですね！」
「本当にそうですね！」
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富士山～ともに暮らす

1-32 「大月エコの里」からの富士山（大月市）

エコの里からも山並みの中からひときわ高く富士
山が見えます。富士山の見える街づくりとして
「関東の富士見百景」に選定されています。

1-30 忍草 桂川(茂平橋)付近からの富士山
（忍野村忍草）

極寒の時期、深雪の富士と藍色の空のコン
トラストが見事です。

1-31 冬の富士山（忍野村内野）

朝焼けの富士です。朝起きて素晴らしさのあまり
思わず撮影したものです。

1-33 山中湖上からの富士山（山中湖村）

山中湖の湖上から撮影した富士山です。山中湖では秋から
春にかけて、ドーム船でワカサギ釣りが楽しめます。
ワカサギ釣りにて撮影した富士山と釣ったワカサギです。

1-34 山中湖パノラマ台（山中湖村）

山中湖の形がわかりやすい撮影ポイントです。
春は花、秋には紅葉と富士山が望められます。
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富士山～ともに暮らす

1-35 いやしの里（富士河口湖町）

いやしの里から見える富士山です。

精進湖の初日の出

精進湖から見た初日の出です。（１月１日）

1-37 本栖湖の日の出（富士河口湖町）

本栖湖から見た日の出です。（１月２日）

1-36 精進湖からの富士山（富士河口湖町精進）

富士五湖の一つである精進湖からの景色です。富士五湖の中
で最も小さい湖ですが、大室山を抱えた雄大な“子抱き富士”

を眺めることができます。



2-3 笹子隧道(山梨県道２１２号日影笹子
線)（大月市）

笹子峠の直下の笹子隧道を抜けると甲州市、
甲府盆地へとつながります。旧道を利用す
る人は少ないので、肝試しや映画の撮影に
いかがでしょう。

2-2 矢立の杉（大月市）

旧道の笹子峠の下に立つ「矢立の杉」は樹
齢１０００年です。武士が必勝を祈願して
矢を射ったと伝えられています。
長年、寡黙に立ち続ける矢立の杉の前に立
つと不思議な力を感じます。

2-1 中ノ茶屋（富士吉田市上吉田５６０1－１）

北口本宮冨士浅間神社境内にある登山門と「馬返し」の中間
地点にあることが名称の由来です。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」です。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が咲きます。毎年4
月下旬から5月上旬には、ふじざくら祭りが開催され、催し物
や湯茶のサービスが行われています。

自1

自然～地球からの恵

2-4 二宮神社の三本杉（上野原市西原）

西原ife体験宿・したでから少し歩いた先に
ある二宮神社です。この境内に巨大な三本
杉がそびえ立っています。三本杉の間から
顔を出すと、杉の木の大きさがよくわかり
ます。



自2

自然～地球からの恵

2-5 西湖竜宮洞穴（富士河口湖町）

地元の人しか知らない隠れたパワースポット
です。青木ヶ原樹海の中にあるので迷ってし
まわないよう注意が必要です！

2-6 青木ヶ原樹海（富士河口湖町）

864年に、富士山の北西山麓で大規模な噴火活動が発生し、
その際、流れ出た膨大な量の溶岩で覆われた青木ヶ原樹海。
溶岩の表層に根を張り巡らせた樹木や、溶岩穴、苔など、
神秘的な空間が広がっています。

2-7 八重山（上野原市）

上野原からも富士山が見えるのです！（わかりづらいですが、
ピースの中に富士山を入れてみました ^^）

八重山は、四季を楽しめる、歩いていて気持ちの良い里山です。
地元では毎日のように登っている人もいるとか？？JR上野原駅
からのアクセスがよいので、都内からお越しになる方も多いよ
うです。登山後は秋山温泉で汗を流すのがおすすめ♪



自3

自然～地球からの恵

2-9 雲取山（丹波山村）

標高2017mの雲取山は2017年の山！
ということで、2017年の年末に駆け
込み登山してきました。この日泊まっ
た山小屋はなんと温泉付き！自分たち
で材料を小屋まで担ぎ、作ったすき焼
きは美味しさもひとしおでした。

2-8 役場庁舎屋上からの三ツ峠
（西桂町）

役場庁舎屋上から眺める三ツ峠です。
中央に見える3つの峠に由来してい
ます。



自4

自然～地球からの恵

2-10 太郎次郎滝（タロウジロウダキ） (都留市)

環境省が選定した平成の名水百選「十日市場・夏狩湧水群」の中に
ある雄大な滝です。名前の由来は定かではありませんが、都留に古
くから伝わる民話によると「昔、夏狩のある家に、太郎、次郎とい
う兄弟の賊が入り、村人に見つかり追い詰められ、二人とも崖から
飛び降り死んでしまった。太郎の飛び降りた滝を太郎滝、次郎の飛
び降りた滝を次郎滝と言い伝えられている。滝の流れ込む柄杓流川
（しゃくながれかわ）は、三つ峠を源流として桂川に流れ込む支流
です。

2-11 蒼竜峡（ソウリュウキョウ） (都留市)

桂川の蒼竜峡団地裏手から十日市場にかけての渓谷です。両岸に魚のウロコのような奇石は、桂川の激しい水流
により自然に作り出されたものです。「蒼竜峡」という名称は、昭和９年「近世日本国民史」を著した徳富蘇峰
が、この地を訪れ、魚のウロコにように削られた流れに魅せられ、その美しさを称嘆し「蒼竜峡」と命名したと
いわれています。



自5

自然～地球からの恵

2-13 桂林寺の睡蓮（スイレン） (都留市)

６月上旬から下旬にかけて、桂林寺の本堂裏の池で、睡蓮
の花の群生を見ることができます。睡蓮は日中陽の高い時
間帯に開花しますので、鑑賞はお昼前か、午後一番がお勧
めです。また、睡蓮池の後方には、５月中旬からツツジや
カキツバタなど色とりどりの花が楽しめる庭園もあります。

2-12 長慶禅寺の梅花藻（バイカモ）(都留市)

長慶禅寺の長慶薬師霊命水源は、環境省が選定した平成の名水百選「十日市場・夏狩湧水
群」の一つです。その清らかな湧水池に咲く水中花は、白い花が梅の花に似ている梅花藻
（バイカモ）です。５月下旬から７月下旬に咲く梅花藻は、湧水の流れの中で可憐に咲き
誇っています。



自6

自然～地球からの恵

2-16 道志川（道志村内）

道志村の山々と川のコラボレーションです。
（左）～新緑の春～寒い冬を乗り越えた木々たちです
（右）雪が川の水面に映りだし、輝きを増します

2-15 駒橋発電所落合水路橋（都留市井倉）

明治時代、東京電灯（現東京電力）の駒橋発電所
の関連施設として建設されたこの水路橋は、現在
登録有形文化財に指定されています。国道を走っ
ていると、ふと現れる赤レンガ造りのレトロな雰
囲気は、まるでタイムスリップしたかのような感
覚さえも覚えます。

2-14 田原の滝（都留市十日市場）

かつて俳人松尾芭蕉が谷村（都留市）に滞在し、ここ
へ訪れた際に「勢ひあり 氷消えては 瀧津魚」と詠
んだことでも有名な滝です。滝の向かいには、芭蕉の
石像と句碑があり、歴史を感じるまちの一角となって
います。タイミングが良ければ、滝の上を富士急行線
が走る様子を写真に収めることもできます。



2-17 忍野八海「出口池」（忍野村忍草）

八つの池の「忍野八海」の中で一つだけ離れた場所に
あり八海中で一番面積が広く昔のままの自然が残って
います。広い湖面に映る四季の様々な景色を楽しむこ
とが出来ます。
桂川の水源の1つとなっており、写真の湧水口から清
らかに静かに湧き出る様子が間近で見ることが出来ま
す。
緑の林に囲まれて静かな湖面を見せる湧水はかつては
「清浄な霊水」と呼ばれていました。
清らかな湧水を眺めていると心が落ち着くのは「清浄
な霊水」のせいかもしれません。

自7

自然～地球からの恵

2-18 山中湖花の都公園近辺（山中
湖村）

６月初旬に見られる季節限定のレアな
滝です。



2-19 楽山公園（都留市上谷）

都留文科大学のすぐそばに位置する楽山公園では、春には満開の桜、
初夏には鮮やかな紫陽花、秋には真っ赤に染まる紅葉を堪能できます。
遊歩道になっているため、四季を楽しむちょっとしたお散歩コースに
ぴったりです。

自8

自然～地球からの恵

2-20 紅葉の猿橋公園（大月市）

猿橋公園の側に隣接するように大月市郷土資料館が
あります。資料館→猿橋公園のしたに桂川が流れて
います。川に沿って遊歩道があり名勝『猿橋』まで
散策すると下方から猿橋を見られるので猿橋の構造
が分かりやすいです。

猿橋公園北側を流れる桂川

猿橋公園を下りると桂川が流れていて、夏には
バーベキューや鮎釣りの人などで賑わいます。
木々が紅葉した渓谷も美しい景観となっています。

猿橋付近桂川 相模川

猿橋公園からの遊歩道は、紫陽花が咲く時期は、より趣があります。遊覧ボートに乗って、猿橋の下
を流れる桂川から眺める景色は歌川広重の浮世絵の世界を堪能できます。



自9

2-21 「桃太郎」伝説の地（大月市）

百蔵山周辺 左後方に見える百蔵山は、昔この
山に桃の木がたくさん植えられていたことから
この名前が付いたと言われています。
百蔵山の特別大きな桃から「桃太郎」が生まれ
たという伝説があります。

ももくら農園付近の遊休農地を整備し、有志によ
る薬用桃の植樹や地域おこし協力隊員の活動によ
りハーブの栽培を行っています。
「桃太郎」生誕の地の言い伝えがあるこの地周辺
を桃源郷にしようと夢を持って活動しています。

♪桃太郎さん、桃太郎さん・・・♪ 大月市には、成
長した桃太郎が家来になった犬、雉、猿と力を合わせ
岩殿山に住む鬼を退治した桃太郎伝説があります。
地域には犬（犬目）、雉（鳥沢）、猿(猿橋）などの地
名や、鬼の杖など様々な由来があります。
桃太郎伝説をもとに歩いてみませんか。

2-22 高台からの景色（大月市豊浜町）

宮谷地区から見下ろした中央高速道、のど
かな風景の中に帯状に繋がる高速道路渋滞
時の夜は、車の灯りが連なり、光の数珠に
なるようです。

自然～地球からの恵



2-23 道志村の秋
（道志村）

色づき始めた木々。
山村の風景が広がり
ます。

自10

自然～地球からの恵

2-24 河口湖北岸 もみじ回廊（富士河口湖町）

河口の紅葉まつりの写真です。真っ赤に染まった紅葉も綺麗ですが、10月下旬からの染まり始めの紅
葉も緑から赤への色の変化が楽しめ、照明にライトアップされた姿がとても綺麗です。



2-26 役場 公用車駐車場から見た鹿（富士河口湖町）

視線を感じて顔をあげると鹿がいました。富士河口湖町
に自然が多いことを改めて感じさせてくれる一枚になっ
たと思います。

2-25 県獣 カモシカ（山中湖村）

山梨県の県獣、山中湖村の村獣。急峻な岩
場でも上手に歩け、近年は人間の生活圏近
くでもみられるようになりました。

2-27 パノラマ台のカモシカ（富士河口湖町）

パノラマ台で会ったカモシカです。標高1,325ｍの
パノラマ台は、富士山・青木ヶ原・河口湖・西湖・
精進湖・本栖湖・南アルプスなどが一望できるとこ
ろです。ハイキングコースもあり、野鳥や小動物、
カモシカなどにも会えるかもしれません。

2-28 旧精進小学校のカモシカの足跡（富士河口湖町）

廃校になった小学校の校庭には、カモシカの足跡がいっ
ぱいです。夜になると、カモシカが運動会をしています。

自11

自然～地球からの恵



自12

2-31 アズマイチゲ（忍野村）

植物名：アズマイチゲ（キンポウゲ科）

スプリングエフェメラル（春の儚いもの）と呼ば
れる野に咲くアズマイチゲの花です。

自然～地球からの恵

2-32 ヤマシャクヤク（山中湖村）

植物名：ヤマシャクヤク
昆虫名：フタスジカタビロハナカミキリ
年に１週間程度しか撮影チャンスがなくて貴重です。

2-29 西湖クニマス展示館（富士河口湖町）

2010年に70年ぶりに発見された伝説の魚 クニマス
を展示しています。カメラ目線だったりどこかへ向
かっていたりとっても元気に自由に泳いでいます。

2-30 生涯学習館への珍客（富士河口湖町）

富士河口湖町生涯学習館に訪れた珍しい利用者さんで
す。どこから入ったのかは分かりませんが、暖かい図
書館内で休んでいたようです。



文1

大切にしたい文化財・憩いの建物

3-1 岩殿山ふれあいの館（大月市）

大月市のシンボル的な山であり、気軽に上れる岩殿山の中腹にある館です。何といっても、桜の時期は最も美し
く、ここから富士山も眺めることができます。館付近からのまちの眺めもきれいです。

館内には本市出身の山岳写真家の白簱史朗氏の写真が展示されていて市内の秀麗富嶽十二景からの四季折々の写
真が見られます。

岩殿山 頂上

東京スカイツリーと同じ高さの６３４mの頂上です。
山頂は広く、天気の日には目の前に壮大な富士山も見
えます。登りやすく眺望がよいため、高齢者や家族連
れの登山者にも人気です。
スリル満点の稚児落しルートもありますよ。

3-3 天下茶屋（富士河口湖町）

御坂峠にポツンと建っている”天下茶屋”は、昭和9年
創業。富士山と河口湖を一望できる名所です。かつ
て、井伏鱒二や太宰治もここで滞在しました。太宰
治は、天下茶屋でおよそ３ヶ月滞在した間に起こっ
たことを小説「富嶽百景」にしています。建物の２
階にある「太宰治文学記念館」には、太宰治が当時
使用した机や火鉢なども展示されています。ここで
ゆったり、ほうとう鍋を食べれば、太宰治がここで
過ごした頃の気持ちを感じられるかも知れません。

3-2 東円寺と桜(忍野村)

桜の名所でも知られる忍野村忍草の
「東円寺」と満開の桜です。



文2

3-4 里山交流館（桂川ウェルネスパーク）

（大月市）

ウェルネスパークは高台にあり、自然に囲まれていて
緑の風景がきれいです。岩殿山や富士山も見えます。
親子連れの子どもたちが走りまわったり、散歩したり、
色々なイベントにも多くの方が訪れます。見下ろした
夜景も美しいです！
しばし、こどもの相手をパパに任せ、扇山の麓で花や
緑に囲まれたベンチに座ってのんびりしたり、交流館
でお茶するのもママのひと時の休養。ウェルネスパー
ク内の里山交流館で、野菜祭りや寄せ植え教室、体験
学習などを行っています。

大切にしたい文化財・憩いの建物

3-5 役場前獅子頭（道志村役場前）

道志村は明治30年から横浜市の水源地です。
以前に横浜市で使用されていた獅子頭共用
栓は道志村に寄贈され、水源地のシンボル
となっています。



3-8 北口本宮冨士浅間神社（富士吉田市）

1900年以上の歴史を誇る古社です。富士山世界文化
遺産の構成資産です。

3-7 小室浅間神社参道（富士吉田市）

御神木、ハート♥になっているのわかります
か！？縁結びの御神木と言われているそうです。

3-6 富士山二合目 パワースポット（金運神社）新屋山
神社）（富士吉田市新屋）

日本一の金運神社と言われ、日本中から多くの人が金運
にあやかるために訪れます。

文3

大切にしたい文化財・憩いの建物

3-9 棚頭の仁王像（上野原市野田尻）

野田尻の奥の方へ車で細い道を進み、さらに徒歩で少し山道を登った先にある棚頭の仁王像で
す。訪れるにはスニーカーが必須です。市の指定文化財に登録されています。



文4

3-10 軍刀利神社（上野原市棡原）

棡原地区にある軍刀利神社です。軍神とし
て信仰され、少し急な石段を登った先の本
殿の横には剣が建っています。さらに山道
を進むと奥宮があり、横にはえるカツラの
木は山梨県の天然記念物に指定され、推定
樹齢500年、根回り14メートルあります。
この木の根元から冷たい清水が湧き出てと
ても神秘的な場所です。

大切にしたい文化財・憩いの建物

3-11 承天寺（忍野村）

朱塗りの気品ある厳かな鐘楼堂です。



文5

3-12 八ツ沢発電所一号水路橋(猿橋水路橋）夏
（大月市）

水路橋が桂川に映る景色を猿橋の上から見下ろす
と渓谷の深さに吸い込まれそうです。猿橋、水路
橋、現国道20号の新猿橋（奥の赤い橋）、時代に
よる建造物が一体になって調和している景色は趣
があります。緑の季節は涼しげで深みがあり、秋
は色とりどりに美しいです。

八ツ沢発電所一号水路橋(猿橋水路橋）秋

名勝猿橋の東側にある水路橋。明治４５年竣工。鉄
筋コンクリート構造でポータルは赤レンガが使用さ
れています。駒橋発電所で利用した水を下流にある
上野原八ツ沢地区の発電所に有効利用するため、桂
川を横断する形で架けられていて、猿橋の橋上から
見下ろせます。

大切にしたい文化財・憩いの建物

3-13 ポケットパーク（上野原市犬目）

甲州街道犬目宿にあるポケットパーク。談合坂
サービスエリアを見渡せる場所にあり、春には色
鮮やかな花桃が咲き乱れ、晴れた日には富士山も
見えます。

3-14 登録有形文化財 御坂隧道（富士河口
湖町）

旧国道８号線（現県道河口湖御坂線）の御坂隧
道は、昭和5年10月に着工し、翌11月竣工、
就労人員延べ36万人だったそうです。当時、
この隧道により交通の便が飛躍的に向上しまし
た。現在は、新御坂隧道のルートに主要交通は
シフトしていますが、平成9年12月には、登録
有形文化財にも指定され、今も多くの人がこの
隧道を利用しています。御坂隧道の富士吉田側
入り口地点付近は「御坂峠」と呼ばれています。



文6

3-15 谷村町駅（都留市）

屋根の上の風見鶏と、レトロな色合いの駅舎が目を
惹く谷村町駅です。その出で立ちから、ドラマや
アーティストのミュージックビデオのロケ地として
も多く活用されています。

3-16 道の駅つる（都留市大原）

平成28年11月にオープンしたばかりの道の駅つるは、県内初の重点「道の駅」にも指定されています。直売所
では採れたて新鮮な農産物が購入できるほか、隣接しているレストランでは、ジューシーでいて脂がしつこくな
い看板商品「富士湧水ポーク」を味わうことができます。出入り口では都留市のゆるキャラ「つるビー」がお出
迎えしてくれますよ！

3-18 西原ife体験宿・したで（上野原市西原）

西原へ移住した女性が、古民家を伝統工芸で再生
した農家体験民宿です。自然に囲まれた場所で、
古くから続く文化・農作業・暮らしの体験ができ
ます。各種イベントも行われます。

大切にしたい文化財・憩いの建物

3-17 城南公園（都留市）

一風変わったお城の形の公衆電話BOXです。
横に続く石の塀と相まって、かつての城下町
の雰囲気を醸し出しています。



3-21 大月駅前観光案内所（大月市）

東京方面から甲府方面、富士五湖方面への玄関口として、
観光客に親切に対応しています。所狭しと土産品が並べ
られています。売れ筋は「月まんじゅう」さるっキー
（クッキー）、富士納豆、富士山ハンカチなど。

文7

大切にしたい文化財・憩いの建物

3-19「大月エコの里」（大月市）

調和のとれた里山をつくり、農作物を栽培。
貸農園や農業体験学習を通じて都市住民との交流で地
域の活性化を図っています。
レストランを移築した管理棟の周りに手作りのピザ窯
などがあり、ピザや焼き芋、味噌づくりなども行いま
す。

3-22 桃太郎伝説児ラッピング（大月市）

大月駅前に、桃太郎伝説の自動販売機があり
ます。とても印象的でしたので、つい写真を
撮りました。

3-20 西浜簡易郵便局（富士河口湖町）

写真の説明 河口湖畔にある小さなレトロ簡易郵
便局です。外観もレトロでとても素敵ですが、笑
顔の素敵な女性局長さんが対応してくれるとても
温かい郵便局です。



継1

受け継がれてきたもの

4-2 オカタブチコウ（富士吉田市向原地区）

新婚家庭の家内安全や子孫繁栄、無病息災など
を願うこの行事は、天狗やおかめなどのお面を
かぶった道祖神が訪れます。
親族の方が道祖神にご祝儀を渡し、中身に納得
しないとご祝儀が乗せられたお盆をひっくり返
し、さらにヒノキの枝で畳を叩き暴れます。
何度かのやり取り後、納得した道祖神は御札を
渡し、お祓いをします。

4-1 愛染厄除け地蔵（富士吉田市）

下吉田東町の愛染川岸にある『厄除け地蔵』で愛染厄除け地蔵尊祭が行われます。
毎年2月13日12時から14日の12時まで、24時間、地蔵尊の耳が開き、善男善女の願いを聞き入れ厄難を逃れる
ことができると伝えられます。
参拝者は団子を供えて祈願参拝し、厄払いをしてもらいます。

4-3 矢立の杉 身代わり両面地蔵菩薩前（大月市）

市立初狩小学校の生徒は、統合した笹子小学校の伝統行事
を引き継ぎ、自分たちで育てた稲の藁で草履を作り、昔の
旅人と同じように笹子峠越えをします。

※山伏の問題に答えて通行手形をもらい峠に向かう。旅人
を見守る矢立の杉の近くで一休み。身代わり両面菩薩は、
『矢立の杉』を歌われる杉良太郎さん、伍代夏子さんが建
立しました。(左下) 笹子隧道前(右下)
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受け継がれてきたもの

4-5 花咲本陣星野家住宅（大月市）

星野家は甲州街道の宿場町であった下花咲の本陣
であり、名主を勤めていた旧毛で明治天皇の巡幸
の際休息されたこともありました。（国指定重要
文化財）

花咲本陣星野家の雛飾り

旧暦のひな祭り(4月）に古き時代から大切に飾られてきたお雛様を飾ります。
代々嫁がれた方のお雛様などで、時代によって特徴がある貴重なお雛様です。
雛飾りとともに、広い座敷に一気に春の華やかさが訪れます。

4-4 猿橋の観月（大月市）

市内の情景を切り絵にし製作する『切り絵行燈』を灯し、
十五夜飾りをして、心静かに猿橋からの月を愛でる。美し
い自然や月に感謝し、猿橋を愛する地元の人たちが集まり、
和やかに観月会を催します。

切り絵行燈と猿橋

名月を待つ、切り絵行燈に照らされた猿橋は、幽玄な情景となります。新緑、紅葉、名月、降り
積もった雪・・・四季折々の景観の変化に調和して、猿橋は様々な美しい姿をみせてくれます。



継3

受け継がれてきたもの

4-6 小学生による笹子追分人形芝居（大月市）

「吉窪美人鏡」の上演。追分人形芝居は、時代とともに後継者不足となり、上演されなくなりましたが、地元の
保存会の方達が古老の記憶などを基に甦らせ、頭や衣装を修理し、芝居を復活させました。小学生が保存会の方
からの指導を受け、伝統芸能を習っています。
追分人形芝居は、３人１組で人形を動かします。江戸時代に考案された日本独自の人形操法で息を合わせること
で動きや表情が生まれます。３００年の伝統を次の時代へ！地元の観客も拍手喝采。

4-7 橋上の笹子追分人形芝居（大月市）

笹子追分人形保存会による「三番叟」の上演。笹子追分人形は笹子が峠の宿場町だった頃伝えられまし
た。人形浄瑠璃は江戸の末期から県内各地に伝えられましたが、現在では笹子追分人形だけが残りまし
た。（山梨県無形民俗文化財に指定）
猿橋の観月会での人形芝居の上演。
名高い人形師の「かしら」など、守られてきた伝承の「かしら」が今も約１２０体伝え残されています。
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受け継がれてきたもの

4-8 古在家神楽舞（上野原市西原）

毎年9月末に行われる「古在家神楽舞」の様子です。古くから伝わる神楽舞は民家の庭先に
つくったテントの中で行われます。

4-9 稲刈り（道志村神地地区）

「実りの秋、稲刈りの様子」田んぼの稲刈り、
太陽の光をたくさんあびておいしい米になあれ。

4-10 森林整備（丹波山村奥秋）

森の整備の遅れがあり、地域おこし
協力隊員が整備をしています。切っ
た木は薪として温泉「のめこい湯」
のボイラーに利用し、村内エネル
ギーの循環に役立たせています。
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受け継がれてきたもの

4-12 道志村の伝承行事（道志村竹之本）

1月11日：鏡餅を焼いて畑に供え、鍬を入れ仕事始めを行います。
1月15日：団子バラを飾り、カイコや農作物の豊作を祈願します。
十五夜：ススキを飾り、団子や野菜、お菓子などを供えます。

地域の子どもたちがお菓子を下げに来る風習が残っています。
時代は変わっていきますが、このような行事は後世に伝えて

行きたいものです。

4-11 道志どんど焼き（道志村神地地区 道志体験農園）

道志村に古くから伝わる新年の火祭り行事「どんど焼き」と「団
子さし」です。家内安全・一家繁栄・五穀豊穣を祈る行事で、毎
年、郷土史を語る会が開催しています。
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受け継がれてきたもの

4-13 鳴沢菜

（鳴沢村地内）

鳴沢村特産の「鳴沢菜」は江戸時代より栽培されていたといわれる地域の伝統野菜です。
富士山麓の気候、富士山の火山灰土の土壌、富士の伏流水など鳴沢地域独特の気候風土が生んだ独特の野菜で
す。シャキシャキと歯ごたえがありますが、柔らかくて甘みがあり、浅漬けやお味噌汁の具、油炒めなど様々
な用途に利用されています。10月下旬から11月が最盛期となり、霜に当たると甘みが増すので、霜に当ててか
ら収穫します。
鳴沢菜漬けや鳴沢菜を具材にしたおやき、蒸かしまんじゅうは道の駅なるさわで購入できます。

4-14 精進湖のワカサギ釣り（富士河口湖町）

精進湖のワカサギ釣りは毎年１１月に解禁され、翌年の３月いっぱいまで楽しむことができます。好調な
ときは、一日で１５００匹以上釣れることも！精進湖の冬は、たくさんのワカサギ釣り客で賑わいます。

4-15 御神木立て・道祖神祭・どんど焼き（富士河口湖町大石地区と西湖地区）

１月１５日前後は、御神木立て・道祖神祭・どんど焼きなどの呼び名がある小正月祭りが各地区で行われ
ます。大石地区と西湖地区では、十四日祭礼と呼ばれています。大石地区では、御神木の上に厄年の女性
が作る“男女のさるぼぼ”のようなぬいぐるみが吊る下がっています。西湖地区では、“柳樽”と呼ばれるわ
らで作った樽に爆竹を沢山仕込み、どんど焼きの時に大爆音で弾けあたりは大騒ぎになります。どんど焼
きの最後に高校２年生の男子が御神木に登り倒します。
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受け継がれてきたもの

4-16 橋立地区神楽「二本剣（にほんつるぎ）」
(小菅村)

橋立地区の神楽は２００年前から受け継がれていま
す。毎年８月第２土曜日に行われる地区の祭典で神
楽を奉納しています。３年に１度、東京都狛江市の
多摩川流域郷土芸能フェスティバルにも出演し、流
域の方にも神楽を披露しています。

4-17 小永田神代神楽「悪鬼退治の幕」(小菅村)

小永田神代神楽は、県内でも珍しい神代神楽として１
００年以上にわたり小永田地区の人々が一致団結して
伝統芸能に取り組んでいます。その努力が認められ、
村で唯一、小菅村無形民俗文化財に指定されています。
現在、５月５日の小永田浅間神社祭典及び９月第一土
曜日の小永田熊野神社祭典にて神楽を奉納しています。

4-18 小正月の道祖神(小菅村)

小正月に小菅村では各地区でお松焼き（どんど焼き）が行われます。長作地区のお松焼きは、お松を作らない
代わりに、道祖神「道六神（どうろくじん）」を祀る儀式が行われます。全国的に道祖神は石造が多いのに対
し、この道六神様のご神体はわらでできています。これは非常に珍しく、山梨県内では唯一のものです。この
儀式ではわらでできたご神体に十二単の着物・袴・足袋・木刀・幣束（へいそく）・面を飾りつけ完成となり
ます。ご神体はお松焼きの日から約１週間祠に祀られます。
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4-20 吉田の火祭り（富士吉田市）

日本三奇祭のひとつ。
毎年8月26日、27日に北口本宮冨士浅間神社と諏訪神社の祭として、「鎮
火祭」が行われます。
26日の夜は町中で大松明が焚き上げられ、富士山のお山じまいの祭とし
て知られています。

受け継がれてきたもの

4-19 富士山開山前夜祭（富士吉田市）

毎年富士山の山開きの前日6月30日に開催されます。
富士講の方々をはじめ、市民も参加し、金鳥居公園から富士山吉田口
登山道の起点である北口本宮冨士浅間神社までパレードを行います。
神社到着後、夏越大祓式、お道開きの神事が執り行われ、富士山の開
山を告げます。
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4-21 道祖神（富士吉田市）

道祖神は地域の境界などに祀られ、厄や災いなどの侵入を防ぎ、
子孫繁栄の神様として信仰されています。
御神木はセイノカミといわれ、ホウコウやヒイチの飾りつけが行
われます。
ホウコウ（這う子）は子宝に恵まれるようにという願いが込めら
れ、ヒイチは三角形の形をした織物生地で魔よけになるといわれ
ています。

受け継がれてきたもの

4-22 若宮八幡神社祭り
（道志村竹之本）

昔と変わらぬ祭りの風景。
守ってきたものへの愛着と
誇り
「ヨイトナ」の掛け声とと
もに、力強いお囃子が境内
に響きます。



4-23 道祖神祭り（忍野村全域）

道祖神祭りは、子供たちの健やかな成長を祈るお祭りです。道祖神の石祠は現在内野・忍草それぞれの地区に
５か所ずつあり、これらの道祖神ごとにお神木が立てられます。以前は杉・桧などを建てましたが、竹で代用
することもありました。現在は忍草地区では竹、内野地区ではほとんど杉・桧などの神木を用意し、豪勢に作
るようになっています。お飾りは、青竹を裂いて竹ひごを作り、これに色とりどりの折り紙を細く切って糊付
けします。これが柳（やなぎ）となります。それぞれの地区で飾り付けが異なり、忍草地区は三角形の袋状の
縁起物「ヒイチ」がたくさん飾り付けられます。

《ヒイチ》
出産・結婚・落成などがあった家では、ヒイチという三角形の袋状に縫った物を飾り付けます。道祖神祭りが
終わると、地域の子供たちがヒイチを各家庭に売り歩きます。子供たちから買ったヒイチは魔除けや災難除け
として玄関に飾ることが習慣になっています。

《ヤナギ》
忍野村内野地区では飾り付けは折り紙を細く切って糊付けした「やなぎ」が垂れ下がるように沢山飾られるの
が特徴で、この「やなぎ」は道祖神祭りが終わると丸い輪にされ、地域の子供たちが「ヒイチ」と共に各家庭
に売り歩きます。「ヒイチ」と同様に魔除けや災難除けとして玄関に飾ることが習慣になっています。

継10

受け継がれてきたもの
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受け継がれてきたもの

4-25 忍草浅間神社春季例大祭女の子神輿(忍野村)

毎年5月に行われる忍草浅間神社春季例大祭では子
供たちが“曳き太鼓”を曳いて、お神輿を担ぎ練り歩
きます。忍草地区では男の子と女の子はそれぞれ違
うお神輿を担ぎます。女の子用のお神輿は少し軽く
可愛らしいです。

4-24 内野浅間神社春季例大祭子ども神輿とお賽銭箱 (忍野村)

毎年4月に行われる、子供達が大好きな内野浅間神社春季例大祭で
す。子ども神輿を大きな掛け声と共に担ぎ歩き、家々の庭まで入っ
て思い切り上下に揺らし縁起を呼び込みます。子ども神輿が通る沿
道の家ではお賽銭や、お菓子、ジュースを用意して待ちます。子ど
も達がリュックを背負ってお神輿を担ぐのは沢山いただいたお菓子
やジュースを入れるためです。「お祭り」の楽しみの一つです。子
ども神輿と共に、お賽銭箱担ぎをする大事な役目の二人。お賽銭を
入れたら、こんな明るい笑顔の幸せ返しです。

4-27 山中明神例大祭安産まつり（山中湖村）

毎年9/4～6「山中明神例大祭安産まつり」

山中諏訪神社は、豊玉姫を祭神とする安産守護の神様です。夜祭の神輿を
かついだ氏子の女性には、安産が約束されると言われており、古くから妊
産婦や新婚女性が集まるお祭りです。また二年に一度稚児行列もあります。

4-26 筒口・八王子神社例大祭（富士河口湖町船津）

9月18日に毎年船津地区で行われる例大祭です。この
お祭りでは初厄、前厄、本厄にあたる3世代がかわる
がわる神輿を担いで半日かけて地区内を練り歩きます。
地域の人々は沿道で神輿が来るのを待ち軽食をふる
まったり声援を送ったりするなど地域の方に愛される
お祭りです。



4-28 手織工房「おるdeつむde」（西桂町下暮地）

江戸時代以前から織物業が盛んな郡内地方において、築100年以上の日本家屋を工房とする「おるdeつむ
de」。平成28年度より、地域おこし協力隊として活躍している堀田ふみさんは、スウェーデンで手織りや
デザイン活動などで活躍した後、西桂町に工房を構え、スウェーデン製の大きな織り機を置き活動中です。
日本の懐かしい民家に北欧の風が吹く素敵な工房は、手織り見学や作品展示、雑貨販売なども行っています。

継12

受け継がれてきたもの
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受け継がれてきたもの

4-29 毎月第３土曜日、ファクトリーショップ(富士吉田市・西桂町)

富士吉田市と西桂町は、1000年以上受け継がれてきた織物産地で、
その技術力は世界で高く評価されています。そんな素晴らしい織物を、
毎月第３土曜日には、ハタヤさんで直接購入することができます。そ
の日は、各織物工場に併設されたショップがオープンしているので、
誰でも、工場オリジナルのファクトリーブランドを手に取ってみるこ
とができます。それぞれファクトリーによって織物の素材やデザイン
に特徴があるので、ファクトリーショップ巡りをするのもお薦めです。

① 光沢・風合の素敵な生地の傘が並ぶ ② ネクタイからハンカチ、帽子など
“槙田商店” デザインが素敵な商品が並ぶ“羽田忠

織物”

③ 誰もが魅了される素敵なカシミアストールが並ぶ“MUTO”

④ 朱印帳やお守り袋など縁起も
のグッズなどが並ぶ”光織物“

⑤ 質感が素晴らしいリネン雑
貨が並ぶ“TENJIN-FACTORY“



5-1 ハタオリマチフェスティバル（富士吉田市小室浅間神社及び下吉田周辺）

平成28年度から始まったハタオリマチフェスティバル（通称ハタフェス）は、地元産業と観光をコラ
ボしたフェスです。織物体験やワークショップ、地元織物でテーブルコーディネートし、さらに地元野
菜を使い行われた「ハタオリマチの食事会」、そしてクロージングライブとして開催された音楽祭。1
年に1度の富士吉田を感じられるフェスです。開催日：10月3連休の初日～2日目

5-2 富士吉田市インフォメーションカー（富士吉田市下吉田）

富士吉田市のインフォメーションカーです。バッテリーも搭載
されているので、いつでも、どこでも機動的に情報発信出来ま
す。後部には、PR動画などを上映するモニターもあります。

5-3 県民の日の記念行事 富士北麓駐車場
（富士吉田市）

県民の日の記念行事に登場した吉田のうどんぶ
りちゃんです。子どもにも大人にも大人気です。
本当は、頭のてっぺんがとても魅力的。

人1

人と人のつながり



人2

5-4 日本とフランスの祭典（富士吉田市上吉田）

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、
山梨県内でフランスチームの合宿地が決定しています。この
機会にフランスと山梨県の交流を高めようと、「日本とフラ
ンスの祭典実行委員会」によるイベントが開催されました。
オープニングでは、フランスの国旗色の青、赤、白の風船が
小学生の手から放たれ、空高く舞い上がりました。フランス
料理やワインなどの販売の他、富士山織の印鑑ケース、水引
をアレンジしたアクセサリーなど、魅力的な産品が並び、県
内外からの多くの参加者を魅了しました。

人と人のつながり

5-5 もみじ祭り（富士吉田市 ふじさ
んミュージアム）

富士吉田市の秋のお祭り「もみじ祭り
～心静かに紅葉を観る会～」
ふじさんミュージアムの敷地内におよ
そ180メートルのもみじの道があります。
富士北麓の錦秋の美しさを堪能できま
す。



5-6 ハロウィンマルシェ（大月市）

マルシェでは、持ち寄った本の物々交換なども喜ばれています。絵本作家の仁科幸子さんが（最
左）が館長を務め、子供から大人まで文学や芸術に触れたり、情報を入手するだけでなく、コ
ミュニティーの場所である図書館として、色々な催しを開催しています。
図書館ホールは、ハロウィンの仮装をしたボランティアや子供たちが、館内の飾りつけや作品の
マルシェでの買い物、絵本の朗読会やゲームなどを楽しみます。想像を膨らませ、自然に本の世
界に入り込んでいく子供たち、世代を超えたみんなの図書館です。

人3

5-7 大月駅前のイルミネーション（大月市）

富士五湖方面への玄関口の大月駅のイルミネーションは、通る人々の心を温め、和ませてくれま
す。（富士山と満月が目の前に広がります。）富士山とツキを呼ぶ 大月へようこそ！

顔はめボードは、大月市立図書館のキャラクター「ツキッピー」です。とても可愛くて、子ども
たちは興味津々です。

人と人のつながり



人4

5-8 西原ふるさと祭り（上野原市西原 羽置の里びりゅう館周辺）

毎年、西原地区で行われる「西原ふるさと祭り」です。前夜祭ではたくさんの行灯が優しい光を放
ちます。野外ステージでは、地元の太鼓や、踊り、本祭の午後には歌謡ショーも行われます。

人と人のつながり

5-9 河口湖・冬花火（富士河口湖町小立）
1月13日～2月18日までの土曜・日曜と2月
23日（富士山の日）

澄み切った冬の夜空に花火が打ち上げられます。
富士山の形をした打ち上げ花火のほか、ハート、
桃、花などをイメージした花火もあり、サプラ
イズの魅力がいっぱいです。
湖畔の２か所から打ち上げます。



5-10 野鳥の森公園（富士河口湖町）

（3歳児親子ふれあい教室）
説明 ３歳親子ふれあい教室 体育遊びの風景です。同じ年の子を持つ保護者の交流の場となり、みんなで成
長を楽しんでいます。

5-11 富士ヶ嶺ファームフェスタ(牛の品評会)(富士河口湖町)

毎年１０月第３土曜日に開催されるファームフェスタは、収穫
祭、ふれあいミニ牧場など、地域の方が楽しみにしているイベ
ントです。

同日開催される山梨県種苗共進会では、美牛コンテストが行わ
れています。酪農家の皆さんが丹精込めて育てた自慢の牛さん
たちがピカピカに磨かれて出場します。牛の体型や能力、飼育
管理技術を競う品評会です。会場から見る富士山は、雄大でと
てもきれいです。

5-12 コミュニティフェスタ（富士河口湖町生涯学
習館前）

町のお祭り「コミュニティフェスタ」オープニングセ
レモニーでの風船とばしの様子です。町長のカウント
ダウンにあわせて参加者の皆さんが一斉に風船を飛ば
してお祭りがスタートします。この日は快晴で、青空
に色とりどりの風船が映えて大変きれいでした。

人5

人と人のつながり



人6

5-13 ゲストハウスゆかり（都留市）
谷村駅近くにある古民家を利用して平成29年11月にオープン
した「ゲストハウスゆかり」です。なんと、このゲストハウス
は現役の都留文科大学生が中心となり、地域の方の協力を得な
がら立ち上げ、運営を行っています。そのほか、定期的に地域
を巻き込んだイベントも開催しています。

5-14 宿ぽっぽや（都留市）
富士急行線を目の前に、築80年の古民家をリノベーションして平成30年2月にオープンしたゲ
ストハウス「宿ぽっぽや」。その内装はレトロな駅舎をイメージしており、鉄道好きはもちろ
んのこと、子どもから大人まで見るだけでも楽しむことが出来る造りとなっています。

人と人のつながり



人7

5-15 親子のえがお研究クラブ（にこ研）（都留市）

都留市に住んでいる現役ママたちがつくる子育て支援の市民ボランティアです。「子どもたちの笑顔」も
「ママたちの笑顔」も大事にしたいという想いのもと、ボランティアによる託児フォローがある各種イベン
トを開催しています。市外から来た方にも、つながりのきっかけとなる交流の場を提供しているのが、この
市民ボランティアの特徴です。子どももママも思い切り楽しむことが出来る“にこ研”イベントは、毎回多く
の親子で賑わっています。

人と人のつながり



人8

5-17 クリーン作戦の１コマ（小菅村）

先日行われたクリーン作戦の１コマです。人口が
少ない本村ではみんなが顔見知りです。違う地区
に住むお兄さんと戯れながらゴミ拾いをする子ど
もたちの様子です。「子どもは村の宝物！！！」

人と人のつながり

5-16 雪はきボランティア（道志村神地地区）

平成26年2月の大雪では、多くの場所で除雪が間に合わな
い状況が続きました。
孤立した家では、ボランティアの皆さんが道を確保する
ため、雪はきを手伝ってくれました。 大雪

平成26年大雪
「雪だるまじゃなくて車だよ」
平成26年2こちらを向いて助けを求めている
ように見えます。
月の大雪。車の姿は見当たらず、ワイパーだ
けが



6-1 富士吉田の家庭料理 （富士吉田市）

市内の一般家庭では、ひじきとジャガイモ
の煮物は山開きの日に海と山の幸に感謝し、
山開きを祝い、穏やかな登山シーズンを
祈って食べる習慣があります。小中学校で
は、毎年7/1のお山開きに合わせ、恒例
「お山開き給食」が振る舞われます。

6-2 吉田うどん（富士吉田市）

吉田のうどんは、かたくて腰が強い麺と、
キャベツや馬肉のトッピングが特徴です!
食べる時は、赤唐辛子をベースにした薬
味の”すりだね"が欠かせません。
市内には、60店舗以上のお店があり、
しっかり噛んで食べる太くて硬い麺、
具や味わいは、お店によって違いますが、
とにかく食べごたえ抜群のうどんです。

味1

こだわりの美味しさ

6-3 1日1組のこだわり料理(大月市)

こだわり料理を味わえるお店、「奥山
の里 隠居」は、１日１組みの完全予
約制。ご主人がご自宅の近くの農地で
育てた自家製野菜を、奥様が素材を活
かした絶品の料理に仕上げて、ご自宅
の居間で、２時間かけて、ゆっくり
コース料理のおもてなしをしてくれま
す。１品１品がとても素晴らしい味で、
心と身体に感動を与えてくれます。

是非、一度、訪れてみてください。



6-4 じゅん庵（大月市）

薬膳料理を出す「純庵」

初狩町の林道を登った奥まった山の中にあります。
東京から、全くの自然や山の中に自生する薬草を
使った生活を求め移住してきた方が暮らしています。
奥さんが、薬膳料理教室も開いて、植物の効能など
を紹介したりしています。
囲炉裏を囲んで和みの時間を持ちたいという県外か
ら訪れる方が多いようです。

6-5 ムスタチオ（イタリアンレストラ
ン）(大月市)

ピザ、スパゲッティなどイタリアンが中
心ですが、女性に人気なのは、季節のフ
ルーツが入って、２種類のアイスクリー
ムが楽しめるジャンボパフェです。
※ 手作りケーキもリーズナブルな値段
で、食後も、つい、別腹になってしまい
ます。

味2

こだわりの美味しさ

6-6 猿橋 大黒屋（大月市）

猿橋のたもとにある蕎麦屋さんです。猿橋の歴史をずっと見てきました。
言い伝えによると、旅館だった頃「国定忠治」が滞在したことから名づけられた「忠治そば」
と馬肉の竜田揚げが名物です。大黒屋の前にあるもみじや猿橋周辺が紅葉する季節は美しく観
光客で賑わいます。



6-7 蔵カフェ「ハシドイ珈琲」(上野原市)

古くからの蔵を改装したカフェ「ハシドイ」
落ち着いた店内のカウンター席では、店主がこだわりの珈琲を煎れてくれます。ライスも珈琲で炊いた珈琲
カレーや、その場でクリームを入れてくれるシュークリームなどオススメです。

味3

こだわりの美味しさ

6-8 風林亭(上野原市)

無添加にこだわったお食事処「風林亭」
店主が自ら育てた野菜や、薫製、自家製手打ちう
どんなど。季節の食材を利用しているので、その
時期ごとの美味しさを味わうことができ、冬には
「ふぐ」をつかったご馳走も楽しめますよ。



6-9 花の里（上野原市西原）

地元のお母さんが手打ちでうったそば屋さんです。自然に囲
まれたのどかな風景を見ながら食べる手打ちそばは美味です。
野菜の天ぷらや、おしんこもおすすめです。

味4

こだわりの美味しさ

6-10 湖麺屋 Reel Café（山中湖村
平野493-111 ）

とってもおしゃれなラーメン屋さん
です。ピザもありますよ♪

6-11 遊食厨房「Tom Dog」
（山中湖村平野570-28）

手作りに徹して、その日の旬の食
材でオーダーごとに心をこめてお
作りしていますので是非そのおい
しさを実感してください！

厚みのある「とんかつ定食」 １枚肉の「からあげネギソース定食」



味5

こだわりの美味しさ

6-12 富士姫まぶし（富士河口湖町）

西湖でとれる“姫ます”を使った料理「富士姫
まぶし」は、姫ますの炊込みごはんです。ま
ずは、姫ますをごはんでまぶし香りと触感を
感じて１杯目。２杯目は、薬味をのせて、３
杯目は、さらに出汁をかけて、４杯目以降は、
お好みで！

6-13 かっぱめし（富士河口湖町）

「かっぱめし」は、河口湖にまつわる“かっぱ伝説”
から生まれた名物です。キュウリの浅漬けと味付き
とろろを炊き立てごはんにのせ、刻みのりと胡麻な
どトッピングしたものです。お店によって、マグロ
やお肉をトッピングして提供しています。

6-14 豊島（ＴＯＹＯＳＨＩＭＡ）（富士河口湖町）

山麓食猟師のレストラン
ジビエ料理が味わえるお店
シェフ自らが狩猟免許を所持し、県内で狩猟したばかりの新鮮
な鹿肉をはじめ、イノシシや熊肉の料理を提供しています。30
年ものの、ケヤキカウンターや古材をはじめ、県内作家による
オリジナルの食器やライト、銃や鹿角をあしらったドアノブな
ど、随所に感じるこだわりもおもしろいです。店の奥の窓から
は、天気が良ければ富士山を眺めながら食事ができます。



味6

こだわりの美味しさ

6-16 道の駅たばやまの鹿ばぁーがー(丹波山村)

地元で獲れたシカ肉を使ったハンバーガーです。
シカ肉には臭みがなく、食べやすくて美味しいです。
野菜とバーベキューソースがベストマッチ！

6-15 ３８KAWAGUCHIKO（富士河口湖町）

2017年11月にオープンした新しいお店です。
素敵な笑顔で迎えてくれる居心地のよい空間に温かい
日差しが心地よく差し込みます。奥には、ソファーが
ありゆっくりのんびり出来きます。お店の外には、自
転車用スタンドがあるので、サイクリングの途中で立
ち寄る方もいます。



味7

こだわりの美味しさ

6-18 きのしたベーカリー（丹波山村）

丹波山村にもパン屋さんが平成29年11月11日に開店しまし
た。「きのしたベーカリー」です。焼きたてパンで、「とて
も美味しい」と好評です。村民が押しかけています。

6-17 散歩道（上野原市西原）

地元のお母さんが運営する手作りピザ、パンのお店です。
手作りのピザ、パンはボリュームたっぷりです。コーヒー、
ナポリタン、カレーライスなどもあります。チーズケーキ
も人気です。



味8

こだわりの美味しさ

6-20 木村屋（和菓子店）（大月市）

和菓子職人の店主が手作り和菓子を作って売っ
ています。
大月駅に降りた情報通の外国人の方がよく立ち
寄っていくようです。外人観光客には、レトロ
な看板、暖簾などが人気のようで、菓子工芸で
は認められている職人気質の店主の説明も喜ば
れているようです。

6-21 老舗の菓子処「植松菓子舗」（上野原市）

上野原に古くからある和菓子屋さん「植松菓子舗」
昔からの人気あんどうなつや、スーパーフードキヌアを使ったおかき、和菓子とは思えないようなかわいら
しいお菓子もそろえています。

6-19 季節を感じる和菓子(富士吉田市)

柿に、松茸、里芋、秋の庭など、季節を感じる生和
菓子。１年を24期に分けて、それぞれの季節にあっ
たテーマで和菓子を創作。富士山の干菓子も食べず
に飾っておきたい程に素敵な作品です。

この他、季節の果実や野菜などを使った最中アイス
も絶品です。



6-22 よっちぇ～場 おばぁの台所（道志村）

道志の道沿いにあるちょっと心温まるお店♪たくさんの女性（おばぁ）が手作りで作った
ジャム等を売っています。
夏は生の桃がたくさん入ったかき氷がお薦めです。

味9

こだわりの美味しさ



味10

こだわりの美味しさ

6-26 小菅村産じゃがいもアイス（小菅村）

東京農業大学の学生が栽培した無農薬・無化学肥料の
じゃがいもと、中央大学生の商品企画チームのアイデ
アによってできたアイスです。フジ種、キタアカリ、
シャドークイーン、ノーザンルビーの４種類があり、
それぞれの味と食感を楽しめます。道の駅物産館で販
売しています。

6-23 道の駅こすげのソフトクリーム（小菅村）

道の駅こすげで販売されているソフトクリームは、
濃厚なバニラソフト、季節のソフト（ぶどうや桃な
ど季節によって味が変わります）、ミックスソフト
の3種類があります。大きさも大小２種類から選べま
す。暑い夏はもちろん、寒い冬もついつい食べたく
なってしまします。

6-24 フジヤマソフト(富士吉田市)

富士山駅で、売店をブラブラしていると、“フジ
ヤマソフト”の写真が目に飛び込んできました。
さっそく注文して食べてみると、見た目も美しい
うえ、サプライズの美味しさに、虜になってしま
いました。ちなみに、ブルー色のアイスはブルー
ローズ味だそうです。

6-25 葡萄屋kofuハナテラスcafé いちごパフェ
（富士河口湖町大石 ）

いちご農家さんから届けられた、もぎたての完熟
いちごが山盛りのパフェです。一口たべると幸せ
な気持ちでいっぱいになります。



写真の撮影 位置図（都留市、大月市、上野原市、道志村、小菅村、丹波山村）
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写真の撮影 位置図（富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町）
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富士・東部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。富士・東部地域には、
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）

平成31年2月
富士・東部地域市町村女性職員会

富士吉田市 都留市 大月市 上野原市 道志村 西桂町
忍野村 山中湖村 鳴沢村 富士河口湖町 小菅村 丹波山村 山梨県

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

