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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。 

富士山お山開き開催
　猛暑のなか、今年も７月１０日（月）に恒
例の富士山お山開きが盛大に開かれました。
　今年は山頂に雪が多く、お山開きの時点で
はお鉢めぐりができませんでした。
　お山開きには、行政や議会、神社関係者、
観光関係者などが参加し、英国大使館からは、
クリス・ヘファー公使参事官と英子夫人が出
席し、さまざまな行事が行われました。
　浅間大社では、大金剛杖パレード、大宮小
学校児童の参道での歓迎、市長による夏山シー
ズン幕開け宣言、登山一番バスの出発式、稲
葉会銭太鼓の歓迎演舞、神事、湧水献上、山
岳救助隊夏山救助開始式、開山式典など盛り
だくさんの行事が行われました。

　日英親善交流会では、大宮小学校５年生児童とクリス・ヘファー公使参事官との心温まる交流も行われました。
　また、村山浅間神社では、富士根北中生徒による水垢離、お山開き式、開山宣言、オールコック卿記念碑への顕花、
京都聖護院門跡による護摩焚神事に引き続き、英国大使館と富士根北小学校児童と、富士根北中学校生徒との交流
会が行われました。　
　夜８時からは、神田川ふれあい広場で駿州白糸原手筒花火保存会のメンバーによる富士開山奉納手筒花火が行わ
れ、多くの観客が見守る中、約７０本の手筒花火を打ち上げ、盛大に開山を祝いました。
　今年は、山頂郵便局が浅間大社奥宮西側の以前あった場所に戻り、奥宮前の鳥居が７６年ぶりに建替えられるなど、
話題の多い登山シーズンです。
　多くの皆さんが安全に登山し、たくさんのすばらしい思い出を作って欲しいと思います。

大金剛杖パレード 山岳救助隊夏山救助開始式

大宮小児童との交流会

村山会場　みそぎ

村山会場　根北小・中学生との交流会 村山会場　護摩焚神事 富士開山奉納手筒花火

観光行事開催日程（８月～ 1１月）
　　　 開　催　日
８月１５日 ( 火 )
８月２０日（日）
９月２４日（日）

10月 1日 ( 日）～ 31 日 ( 火）
10 月 7日（土）～ 8日（日）
11月３日(金・祝）～5日 (日）
11 月 11 日 ( 土）
11 月 12 日 ( 日）
11 月 25 日 ( 土）

　　　　 　催　事　名
逢来投げ松明
陣馬の滝まつり
特産品フェア＆門前市まつり
富士山献茶式
あさぎり高原まつり
朝霧 JAMフェスティバル
富士宮まつり
第 27回織田信長サミット
第 18回信長公黄葉まつり
芝川日和【柚野の里まつり】 

     開　催　場　所
沼久保水辺の楽校
陣馬の滝
浅間大社駐車場
浅間大社
朝霧高原
朝霧アリーナ
浅間大社周辺市街地
市民文化会館
西山本門寺
柚野地区

　  　　催　事　内　容
富士山・富士川に感謝する伝統行事
鎌倉時代の往時を偲ぶ
特産品の販売・賑わいづくり
献茶式
朝霧高原活性化イベント
壮大な高原での音楽祭
富士宮囃子と山車､屋台の競り合い
全国 10市町の首長によるサミット
武者行列、火縄銃の演武等
柚野の里氏神様祭り

逢来投げ松明
日時：８月１５日 ( 火 )１７:００～
場所：沼久保「水辺の楽校」及び
　　　富士川河川敷

陣馬の滝まつり
日時：８月２０日（日）
　　　９：００～１４：００
場所：陣馬の滝

特産品フェア＆門前市まつり
日時：９月２４日（日）
　　   １０：００～１５：００　
場所：浅間大社駐車場

舞台イベント
  10:20 ～陣馬の滝太鼓 等
周辺イベント
  12:30 ～鱒のつかみ捕り 等
　　　   （五斗目木川）
　　　   ＊小学生以下

安全登山のお手伝いをしています！

富士宮都まんじゅう キャビンハウスヤド
　　 富士宮店 大和リース 日本文化体験工房 桜

　     SAKURA
住所 :泉町 368
電話：090-1479-7497

住所 :大宮町 11-18
電話：23-4180

住所 :源道寺町 142
電話：27-9794

住所 :外神東町 184
電話：090-7607-1526

懐かしの都まんじゅうが富士
宮にOPENしました。
素朴な味で一つ食べたら止ま
らないおいしさです！
  定休日 : 毎週水＆第２･４木
  営業時間：１１時～１８時

「キャビン」という新しい
スタイルのコンパクトホテ
ル。ビジネスホテルより
もっと手軽で、ロープライ
ス。そしてカプセルホテル
を超えた広さと上質な快適
性が特徴です。

レンタル・リース業
貸テントの設営から撤収ま
での委託業務を承っていま
す。
イス・テーブルクロス等の
レンタルも行っています。

畳や床の間がある和風一般
民家で、日本料理（しゃぶ
しゃぶ）作り体験、和菓子（ど
ら焼）作り体験、茶道体験、
日本茶の淹れ方体験ができ
ます。お茶類は富士山の湧
水で淹れることができます。

新規会員紹介

　平成２９年度の富士登山ナビゲーター業務が、７月１０日から始まりました。本年度は富
士宮口五合目の指導センターにおいて開山期間中毎日６時３０分から２１時まで、総勢９名
が２交代で３名ずつ従事しています。３名の内１名は通訳案内士などの英語対応者ですが、
その他の外国語に関してはテレビ通訳システムを導入して対応できるようにしています。
　世界遺産となった富士山には、国内外から多くの登山者や観光客が訪れて来ます。それぞ
れの登山者に合わせて富士登山に関する情報を提供したり，服装・装備の確認を行ったりす
ることで、安全に登山をして頂くお手伝いをしています。この業務を始めた頃と比較すると、
装備が不十分な軽装登山者は相当少なくなりましたが、登山口が４つあることを知らないた
めに間違って富士宮口に下山して来られる方が未だ散見されます。富士宮口五合目から河口湖方面や東京方面のバスの接続時刻表を予
め作成しておくことによって、そのような下山間違いにも速やかに対応できるように準備しています。
　また観光目的でお越し頂いたお客様には、五合目から見える山頂や各山小屋を案内したり、五合目周辺の散策コースを紹介したりし
ています。山頂が非常に近く見えることに驚かれることが多くあります。少し登山気分を味わいたいと言われるお客様には、往復１時
間程度の宝永火口をお勧めすることが多いのですが、その雄大さに感動されて戻って来られると嬉しくなります。
　温泉や富士宮焼きそば、その他下山後の観光についても質問されることがありますので、少しですが地図やパンフレットも用意して
います。富士山にお越しの際には是非お立ち寄りください。 富士登山ナビゲーター　堀内　毅



「富士宮狂言」開催 富士宮バル

富士宮歴史ミュージアムを開設
　７月８日(土）から１７日(月）まで、富士宮信用金庫神田支店を会場に、
市制７５周年と富士山世界遺産センター開館を記念して、富士宮歴史
ミュージアムを開設しました。
　この展示は、大きく３つのコーナーから成り、歴史館 ( コーナー ) で

第 9 回ふじの山 かみ灯りコンテスト
　　第 29回ミス富士山コンテストの一環と
して 7月 1日 ( 土）、浅間大社でかみ灯り
コンテストの表彰式が行われました。
　今年の「かみ灯りコンテスト」には、中
学生部門　３５作品、高校生部門１１作品、
一般の部 6作品の全５２作品の応募をいた
だき、この日午後 5時から「ふじの山かみ
灯りコンテスト表彰式」が行われ、２３作
品が表彰されました。

　7月 15 日（日）富士宮市民文化会館大ホールにて
富士宮市制 75周年及び世界遺産センター開館記念と
して「富士宮狂言」が開催されました。

　７月１５日 ( 土）、富士宮歴史ミュージアム開催の一環で、富士宮市立
郷土資料館館長の渡井一信氏による特別講演会が開かれました。
　富士山の表口の歴史や伝説にまつわる富士登山、入山料の歴史などにつ
いての講演があり、昔の富士登山の様子やまちなかの写真など映像を交え
て講演をしていただきました。
　１時間半の講演時間ではとても語りつくせないほど中身が濃く、講演に
参加した人は一生懸命メモを取っていました。

　この日、大ホールのロビーでは富士宮茶友会による
「野点」、舞台では花柳昌梨香社中による「日本舞踊」

などが披露された
後、人間国宝山本
東次郎さんはじめ、
日本の伝統芸能を
受け継ぐ山本東次
郎家一門による狂
言に、多くの市民
の方が酔いしれま
した。

平成 29 年度ミス富士山決定しました

　７月１日 ( 土）に第２９回ミス富士山コンテストが開催され、
来年７月までの１年間に渡り、富士宮市の顔として活躍する第
２９代ミス富士山が決まりました。
　ミス富士山グランプリは静岡大学１年生の桑原楓季さん (18）、
ミス富士山は日本大学３年生の後藤一美さん (20）が慎重審査の
結果選ばれました。
　お二人には今後、観光協会の行事、その他の様々なイベントで、
富士山や富士宮の観光、食をＰＲするなど活躍が期待されます。

　７月１０日 ( 月）～７月１３日 ( 木）までの４日間、『富
士宮ネットバル』を開催しました。
　「バルって何？」と、まだまだ聞かれることも多いの
ですが、５枚綴りのバルチケットを事前に購入しても
らい、最大５軒のお店を飲み食べ歩くことができる、
市内の飲食店の魅力を伝えることを目的とした〝はし
ご酒” イベントです。
　富士宮市では４回目の開催で、初めて協会で事務局
を担いました。
　今回はネットバルということで、スマートフォンを
活用しながらゲーム感覚で楽しんでいただけるよう企
画しました。参加店舗は３０店舗で、居酒屋、バー、
レストラン等の皆さんに参加していただきました。
　平日の４日間の開催だったので、お客様が分散化し
たこともあり、各店舗でゆっくり落ち着いて過ごすこ
とができよかったとの声が多く聞かれました。
　今回の開催にあたっては、静岡県飲食業生活衛生同
業組合様、静岡県社交飲食業生活衛生同業組合様にご
協力いただきありがとうございました。

　今年１２月２３日にオープンする富士山世界遺産センター。７月末には
建物の外観がほぼ完成し「富士ひのき」を使った木格子と逆さ富士の姿が
登山道から見られるようになりました。
　今後は１０月末の完成を目指し、建物東側の水盤の整備、建物内部の展
示物製作などが行われます。

観光協会 様  横断幕

富士山
世界遺産
センター

サイズ：W385×H595
印　刷：両面カラー印刷
仕　様：ターポリン生地・上部左右にハトメ加工・
　　　　上部袋縫いをしてΦ10mm程度の棒を入れ込む (写真参照 )
枚　数：5枚

1/5スケール

12 23 OPEN2017
富士宮市制75周年

ハトメ

袋縫い

オープニングで須藤市長があいさつ

写真でつづる富士宮市の歴史

講演する渡井館長

は富士宮の古い歴史を写真で展
示し、浅間大社の歴史を年表で
展示しました。美術館 ( コ－
ナー ) では、昭和４０年に浅間
大社に奉納された１７点の絵馬
を展示しました。展示の目玉は、
曽宮一念画伯の油彩作品「毛無山寒雷之図」です。
　また、まつり館 ( コーナー ) では流鏑馬まつりや富士宮まつりのポス
ターや映像を展示しました。
　来場者は、貴重な資料や絵画を熱心に観賞していました。　

第29代ミス富士山グランプリ 第 29 代ミス富士山桑 原  楓 季 （写真左側）

 く わ は ら 　ふ う き

後 藤   一 美 （写真右側）
  ご と う　　  か ず み

　この度ミス富士山に選んでいただき、本当にありがとうご
ざいます。生まれ育った大好きな富士宮市の PRに携われる
ことを大変嬉しく思っています。これまで培ってきた知識や
コミュニケーション能力、語学力を存分に発揮し、また自分
自身も成長できるよう、富士山や富士宮市の魅力をより多く
の方に発信していきたいと思っています。一年間しっかりと
務めさせていただきますのでよろしくお願い致します。

　この度は、ミス富士山グランプリに選んでいただき本当に
ありがとうございます。選ばれた瞬間は嬉しい気持ちと、信
じられない気持ちで一杯でした。ようやく、ミス富士山とし
て活動する実感が湧いてきた今、気を引き締め直し、富士宮
の魅力を沢山の方に PRしていきたいと思っています。未熟
なところが多いとは思いますが、富士宮のために精一杯頑張
ります！ 1年間よろしくお願いします。

富士山世界遺産センターの全景現れる

　正式名称は静岡県富士山世界遺産センターと
なりました。休館日は毎月第三火曜日及び施設
点検日の予定です。
　観光協会では富士山世界遺産センターの開設
を盛り上げるため、タペストリーとのぼり旗を
制作、寄贈し、商店街などで活用していただい
ています。

市制７５周年＆世界遺産センター開館記念

　恒例の東京観光物産展を静岡県東京観光案内所のある有楽町駅前のイベント
スペースで開催しました。
　富士宮の物産を展示販売し、併せてミス富士山などによるメディア訪問を行
いました。
　新聞社へのメディア訪問では、これからのイベントの紹介やミス富士山の取
材のほか写真撮影も受け、スポーツ紙に掲載されました。
　夜には富士宮の食材を使ったメディアとの交流会も開催し、観光情報や食な
どの情報発信に努めました。

東京観光展でふじのみやの観光をピーアール 「表口富士登山の歴史」　講演会開催

 中学の部　最優秀賞

　 カボチャの馬車

高校の部　最優秀賞

はすの花　静かな光

一般の部　最優秀賞

   ふじのみや


