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１１月１１日（日）富士山西山本門寺にて第１３回信長公黄葉まつりが開催されました。

小雨の降る中ではありましたが、ご当地グルメのお店のほか和太鼓演奏や武者行列、火縄

銃演武などの催しがあり多くのお客様でにぎわいました。今年は武者行列にミス富士山の 2
人が参列し、ミス富士山グランブリの荻野陽菜さんがお市、ミス富士山の大泉晴香さんが

お濃に扮し多くのお客様の注目を集めていました。 

観光行事開催日程 （平成 29年 2月～ 4月）  

年 頭 挨 拶
会長　宮 崎  善 旦　新年あけましておめでとうございます。

　昨年は観光協会の諸事業実施にあたり、皆様には御理解、御協力を賜り心から感謝申し上げます。
　さて、昨年は市外における観光情報発信に努めるとともに、ファムトリップなどを通じて旅行
エージェントやメディア関係者に積極的に働きかけ、誘客に取り組みました。
　また、朝霧高原の各施設で個々に行われるイベントなどを集約して「あさぎり高原まつり」と
して情報発信を行うなどの取り組みも行いました。

　また、年末には待望の静岡県富士山世界遺産センター（仮
称）がオープン予定であり、まちなかにおける回遊性の向上
につながるものと期待されています。
　本年の干支は酉年。
　酉年は「取り込む」ということで商売繁盛につながるとも
言われています。
　会員の皆様におかれましては、観光事業に御協力いただき
たくお願い申し上げるとともに、本年が皆様にとって良い年
となりますようお祈りいたします。

　本年は、富士宮市では市制７５周年を迎えます。
　５年に１度の商工フェアや全国の織田信長に関係す
る地方自治体の首長等が集まり、第 27 回織田信長サ
ミットが開催される他、さまざまな事業も行われます。
　観光協会としても昨年に増して、観光客誘致、情報
発信に努めたいと考えております。

浅間大社初詣 今年も盛況！　

　新年を迎え、富士山本宮浅間大
社は、晴天にも恵まれ、多くの参
拝者で賑わい、３ヶ日で昨年より
1万人増の 24 万人が訪れました。
　新年に願いを込めた皆様にイロ
鳥ドリの幸せが訪れますように！

　毎年富士山の日に、観光事業のスタートセレモニー
を実施しています。
　今年も２月２３日（木）に浅間大社などを会場に行
います。
　イベントの成功、安全を祈願したあと、城山区民館
でセレモニーを実施し、出来上がったばかりのイベン
トスケジュールポスターを商店街などに配布いたしま
す。
　１年を通じて掲示していただき、ＰＲにつとめたい
と思います。

平成 29年度観光事業スタートセレモニー
2月２３日（木）

　２月２５日（土）「富士山白糸平成棚田竹灯籠祭り（仮
称）」が開催されます。「平成棚田」を守り、後世へ継
承する活動を続ける「ふじのくに美しく品格のある邑
『白糸の里』」では、「平成棚田」および「白糸の里」
をより多くの人に知ってもらい、ファンを増やす取り
組みとしてこの祭を計画しています。

2 月２５日（土）
富士山白糸平成棚田竹灯籠祭り

３月５日（日）
第 67回ますつり大会 /第 28 回にじます祭

場所：神田川 /ふれあい広場

4月 1日 ( 土）～ 4月 2日 ( 日）
浅間大社

4月 2日（日）
内房たけのこ桜まつり

4月 8日 ( 土）～ 4月 9日 ( 日）
富士の巻狩り　狩宿さくらまつり

会場：下馬桜周辺（狩宿）

富士山世界遺産センター完成イメージ図

富士山世界遺産センター１階ロビーイメージ図

曽我物語 工藤祐経供養祭・草鹿の巻

８日（土）
舞台公演
お茶会
短歌会
狩宿狂言  14 時～ 15 時
ミニＳＬ試乗体験

９日（日）
舞台公演
手漉き和紙体験
ふるまい餅
ミニＳＬ試乗体験 等

4月 9日 ( 日）

会場：工藤祐経公の墓前

4/8( 土）4/9( 日）
シャトルバス運行
（無料）

◆提灯点灯境内一円
◆狂言の夕べ
◆雅楽奉納演奏会

４月 1日（土）夕刻～

４月２日（日）　午前１０時～
◆太鼓奉納演奏

◆野　点

場所：ふれあい広場
出演者：天間太鼓保存会

場所：祈祷殿前
団体：富士宮茶友会

場所：浅間大社

　当日は１０時
から１７時の第
一部ではステー
ジ＆野外イベン
トなどが行わ
れ、１７時の点
灯式典の後２０
時まで「富士山
の日」（２月 23
日）にちなみ　
３，７７６本の竹
灯籠で「平成棚
田」を灯します。
場所は、本源寺
東南の平成棚田
田園地帯でアー
トコンテストや
模擬店なども予
定されていま
す。

富士宮駅 (AM9:30 始発）
～大石寺 ( 臨時駐車場
あり）～狩宿下馬桜

４/1( 土 ) ～４/23( 日）
地元特産品販売

桜花祭



信長公黄葉まつり第17回

          日       ･16  日  ･23  日

　田貫湖キャンプ場では、いつどこで発生するか分らない水難事故に備え、救命浮輪を設
置しました。
　ボート桟橋、つり桟橋、テラス、堰堤など、お客様がすぐに使用できる場所を選び１２ヶ
所に設置してあります。
　事故の無いように、安全に楽しんでいただくことが基本ですが、万が一、水難事故が発
生した場合は、救命浮輪を利用して下さい。

　１２月４日にヘラブナの放流を行いました。
　当日は早朝の大変寒い中でしたが、多くの釣り客のみなさまにご協力いただきスムー
ズに放流することができました。
　今年は４５㎝以上の大物も数多く、３．１トンのヘラブナを放流しました。
魚たちは、香川県からやって来た疲れも見せず、田貫湖を元気に泳ぐ姿が見られました。
　田貫湖でたくさんのアタリがでることを期待しています。

田 貫 湖 た よ り

安全対策に配慮

　ご当地グルメを通じたまちおこしに取り組む B-1 グ
ランプリのスペシャル版が臨海副都心・お台場で全国
５６地域が参加し、１２月３日（土）、４日（日）の２
日間開催され、２日間で２０万２千人の来場者があり
ました。
　通常の表彰対象は「まちおこし団体」ですが、今回
は市町村が対象となっています。ご当地グルメのほか
市町村の魅力発信が投票の決め手となります。
　富士宮市のブースは富士山登山に見立てた順路を設
け、鳥居をくぐった後、１合目や２合目などで観光情
報などを発信し、頂上に当たるブースで富士宮焼きそ
ばを提供しました。協会からは小川登志子副会長、ミ
ス富士山グランプリの渡邉有美さんとミス富士山の山
田早紀さんが参加し観光 PRを行いました。
　富士宮市は参加した静岡県市町の中でトップの全国
第４位でした。因みに第１位は兵庫県明石市の「あか
し卵焼きひろめ隊」でした。

　観光客が富士宮市に多く訪れるよう旅行会社に富士宮市の観光施設や特産品を見て、味わってもらい旅行商品
にしてもらうためにファムトリップを実施しました。
　今回は、１２月８日（木）に㈱はとバスの企画旅行部企画課の担当者２名を招待しました。浅間大社周辺のお
宮横丁などの食事処や酒蔵そして朝霧高原や白糸ノ滝にあるバスを受け入れることのできる食事処、果物狩り施
設などを見学してもらいました。
　富士宮市に初めて来る担当者もいて施設の概要を知っていただく機会となりました。その結果、ありがたいこ
とに早速、富士市、富士宮市をめぐる商品を造成してもらうことができました。催行まではなかなかできないこ
ともありますが、旅行会社の担当者に観光施設等を知ってもらい富士宮市を取り上げた商品を多く造成してもら
えるよう、今後もファムトリップを実施していきたいと考えています。

　１１月１３日（日）西山本門寺を会場に、第１７回
信長公黄葉まつりが開催されました。今回はひさびさ
に穏やかな晴天のもと、信長公供養祭が行われた後、
和太鼓演奏、信長公天下布武の舞、武者行列や火縄銃
演武などのさまざまな催しが行われ、昨年にも増して
多く訪れた来場者が楽しんでいました。
　この黄葉まつりには、毎年ミス冨士山も参加し、武
者行列で濃姫とお市の方にそれぞれ扮し、織田信長や
浅井長政などとともに時代絵巻を繰り広げました。
　参道には、信長夢の食街道として市・県内のグルメ
などたくさんの露店が出店し多くの来場者が特産の味
を堪能してたいへん賑やかでした。
　また最後に行われた火縄銃の演武は、一糸乱れぬ演
武と迫力に来場者からはさかんに拍手が沸きました。
　平成２９年度は、信長公ゆかりの１０市町で構成す
る信長サミットが富士宮市で開催される予定です。

Ｂ-1 グランプリスペシャル
お台場で開催！富士宮やきそばは 4位入賞！

ファムトリップ

恒例 ! 春の蔵開き

たこたこあがれ in 富士山

　平成２８年１０月１日から３０日まで、朝霧高原の各施設が
参加して「あさぎり高原まつり」を開催しました。
　各施設がタッグを組んでの初めての取り組みで、期間中には
協力施設での特典もありました。
　１０月１日のスタートとなるあさぎりフードパークのセレモ
二―は生憎の雨天となり、期間中の各会場のイベントも天候に
は恵まれない時もありましたが、今後、さらにまつりが周知され、
「朝霧高原」の知名度向上につながるイベントになればと思いま
す。
　なお、期間中に富士山やイベント関連の写真コンテストを実
施しました。
　掲載（右）の写真が最高賞となりました。

あさぎり高原まつりの今後に期待！

あさぎりフォトコンテスト大賞作品　作品名「秋の空中散歩」

秋晴れの 1日を満喫

　第１６回「たこたこあがれｉｎ富士山」が平成２９年１月１５
日（日）に朝霧アリーナで開催されました。曇り空で寒く、富士
山も頂上あたりが見えませんでしたが県内外から多くの人が訪
れ、広々とした会場でたこ揚げを楽しむ家族連れや、全長２５メー
トルの３D大たこを子供達が引っ張って揚げていました。残念な
がら、三州須美凧の会の皆さんが降雪のため来る事ができず１５
畳の大たこは揚がりませんでしたが、どんど焼きやたこあげコン

　平成２８年１１月２６日（土）大鹿窪遺跡
を会場に柚野の里まつりが開かれ、晴天にも
恵まれ、大勢のみなさんが来場しました。
　会場は、縄文人に扮したスタッフが火起こ
しをしたり、土器づくりを行ったりしました。
　また、大鹿窪遺跡の発掘説明会なども行わ
れ、大勢の方が見学に訪れていました。

柚野の里まつり

テストなどのイベント、
暖かい牛乳のサービスに
富士宮焼きそばなどの模
擬店が出店し、「遊ぶ」　
「食べる」「見る」の多彩
な内容に来場者は楽しい
一日を過ごしていました。

　秋の一日
を縄文時代
を感じなが
ら過ごすイ
ベントとな
りました。

イベント報告

　また２月５日（日）には、上野地区で
第８回目の開催となる上野の里まつり酒
蔵巡り２０１７が、牧野酒造、富士正酒
造を会場に開催されます。３月１９日に
は、蔵開きの締めとして柚野の富士錦酒
造で蔵開きが開かれます。
　１月から３月まで、新酒を楽しむ機会
が増えそうですね。

　１月１５日の富士高砂酒造の蔵開きを皮切りに、新春の蔵開きがスター
トしました。
　市街地唯一の酒蔵である高砂酒造の蔵開きには、およそ 15,000 人の愛
好家が訪れ新酒に舌鼓をうっていました。
　蔵開きは、市長・両副市長・近隣３区長の挨拶後、市長の乾杯の音頭と
ともに始まり、15 店舗ほど並んだ出店やステージイベント等もあり、会
場は 1日中大賑わいでした。

ヘラブナ放流

３月１９日 ( 日）第８回柚野の里蔵開き　場所：富士錦酒造

2017 東海・北陸 B-１グランプリ in 富士
開催日時 :２月１１日　　 １２日土 祝 日 

食を通じた日本最大級のまちおこしイベントである「2017 東海・北陸Ｂ-１グラン
プリ in 富士」が開催されます。
各地のまちおこし団体のご当地グルメ（21 団体出展）の提供や、団体による地域の
ＰＲやパフォーマンスが行われます。

9:30 ～ 15:30( 両日）
会場 : 中央公園・吉原商店街周辺

主催：2017 東海・北陸Ｂ－１グランプリ in 富士実行委員会
　　　ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会（愛Ｂリーグ）
お問い合わせ：富士市役所　商業労政課
　　　　　　　℡　０５４５－５５－１９０７  FAX 　０５４５－５１－１９９７

富士高砂酒造蔵開きのようす
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