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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（４月～ 7月）
　　　 開　催　日

４月１日 (土 ) ～２日 ( 日）

４月２日（日）

４月８日 ( 土 ) ～９日 ( 日）

５月４日 ( 木）～６日 ( 土）

５月 27日 ( 土 ) ～ 28 日 ( 日）

６月 11日 ( 日）

６月 16日 ( 金 ) ～ 25 日 ( 日）

６月 27日 ( 火 ) ～ 7月 10 日 ( 月）

７月１日 ( 土）

７月 10日 ( 月）

７月 30日 ( 日）

　　　　 　催　事　名

桜花祭　雅楽　舞楽　能楽の夕べ

芝川日和【内房たけのこ・桜まつり】

富士の巻狩り【狩宿さくらまつり】

【曽我物語　工藤祐経供養祭・草鹿の巻】

流鏑馬まつり

商工フェア

芝川日和【梅の里稲子まつり】

第 15回まちなかアートギャラリー

ふじの山かみ灯り・あかり絵展示

第 29回ミス富士山ｺﾝﾃｽﾄ・献茶式

富士山お山開き・村山入山式・奉納手筒花火

水まつり /第 29 回にじます祭

   開　催　場　所

浅間大社

内房地区

狩宿

白糸ノ滝周辺

浅間大社

市民体育館

ユー・トリオ

市内６商店街

浅間大社

浅間大社

浅間大社・村山浅間神社

浅間大社・ふれあい広場

　  催　事　内　容

浅間大社桜花祭

桜と菜の花、筍販売等

狩宿狂言・芸能・短歌会等

工藤祐経供養祭・草鹿の巻

富士山麓に蘇る鎌倉の一大絵巻

5年に 1度の商業・工業ｲﾍﾞﾝﾄ

芝川おどりｺﾝﾃｽﾄ、梅販売等

商店街にてアートギャラリー展

かみ灯り、あかり絵の展示

ミス富士山コンテスト他

開山祭、手筒花火等

水に親しむｲﾍﾞﾝﾄ/ 虹鱒の試食等

白糸ノ滝駐車場にコインロッカー設置

　施設の老朽化により改修工事を行っていた新稲子川温泉ユー・
トリオが、平成 29年 4月 1日より、リニューアルオープンしま
した。
　大浴場部分を全面改修し、サウナの新設、露天風呂に一人用風
呂を設置したほか、足湯の新設も行いました。
　詳しくは、下記までお問合せください。

新稲子川温泉ユー・トリオリニューアルオープン

富士山世界遺産センター（仮称）の建設進む

総会開催のお知らせ
　観光協会定時総会を下記の日程で
開催いたしますので、万障お繰り合
わせの上、ご出席くださいますよう
お願いいたします。

日時：５月２４日（水） １６時～
場所：クリスタルホール  パテオン

＊詳細は後日お知らせいたします

　白糸ノ滝駐車場に観光客用のコインロッカーが設置されました。
これまで、路線バスで滝に来る観光客の荷物は、駐車場の係員が休
憩室にて保管するという形で預かっていましたが、多くの要望もあ
り公衆トイレの壁沿いに設置することとなりました。４００円と　
５００円の２つのサイズがあります。
　大きな手荷物をロッカーに預け、よりゆっくりと白糸ノ滝、音止
の滝を楽しんでいただけるのではと期待しています。

　平成２８年３月に建設が始まった富士山世界遺産センター（仮称）。 
　今年の１２月２３日のオープン目指して順調に工事が進められてい
ます。
　進捗率は２月末時点で６０％、３月末で 65％となっています。
　建設場所は旧せせらぎ広場。浅間大社の大鳥居をくぐると、左側に
高さ約１８ｍの建物が見えてきます。
　現場を管理する県世界遺産センター整備課の石川さんに案内してい
ただきました。

富士山世界遺産センター（仮称）

建物構成　展示棟、北棟、西棟

施設規模　約３４００平方ｍ

建築設計　㈱坂茂建築設計

展示設計　㈱丹青社

開 館 日　 平成２９年１２月２３日

 　施設は、入り口となる展示棟の１階部分にはエントランスと売店、喫茶コーナーなどがあります。そこからルー
プ状のスロープに沿って、海から富士山山頂までの登山の疑似体験ができる展示が続き、屋上の富士山展望スペー
スに繋がります。このスロープを下るときには、さまざまなテーマに沿った展示が見ることができます。
　また北棟には映像シアターと図書館など、西棟には文化財の展示もできる企画展示室や研究スペースが設置され

ます。
　現場にはたくさんの足場が組まれ、斜めに組まれた剥き出しの
鉄骨や打ちっ放しのコンクリート、壁などもない展示スペースな
どを見る事ができました。これから整備が進むにつれ、独特の外
観をもつ建物の姿が見られそうです。ちなみに４月から５月にか
けて、ふじ桧を組んだ格子状のデザインが出来上がるそうです。
　名称や料金、休館日などはこれから決まりますが、地元のみな
さんや富士宮市を訪れる観光客に愛される施設になってほしいで
すね。

新稲子川温泉ユー・トリオ
住所：富士宮市上稲子１２１９
ＴEL：０５４４－６６－０１７５　FAX：０５４４－６６－０５７１

芝川日和「梅の里」稲子まつり
　自然があふれ、夏にはホタルも
舞う、稲子地域。
　「梅の里」稲子まつりでは、稲子
特産の梅をたっぷり堪能できるほ
か、あまごのつかみ採り、そして
四ツ竹が鳴り響く「芝川おどりコ
ンテスト」が開催されます。

日時：６月１１日 ( 日）
場所：ユー・トリオ

芝川おどりコンテストの様子

お問合せ先
富士宮市観光課　０５４４－２２－１１５５
新稲子川ﾕｰ･ﾄﾘｵ ０５４４－６６－０１７５



　第９回となる「ふじの山　かみ灯りコンテスト」が今年
も開催されます。
　紙のふるさと「富士宮」の伝統を後世に伝え、広く市民
の皆様に知っていただくことを目的として行われており、
年々応募数が増え、同日に開催される「ミス富士山コンテ
スト」とともに賑わいを見せています。

かみ灯りコンテスト作品募集！

第 29 回ミス富士山コンテスト出場者募集！

　富士宮市と富士山の魅力を発信する観光大使として 1年間活躍してく
れる「明るく朗らかで健康的な女性」を募集しています。
　今年は 7月 1日（土）に浅間大社でコンテストを開催し、ミス富士山
グランプリ・ミス富士山各 1名を選出します。応募要項は下記のとおり
です。お問合せ・ご応募をお待ちしています。

　【応募資格】
　①H11.4.1 以前に生まれた未婚女性
　②現在、富士宮市・富士市在住また
　　は富士宮市に勤務している人
　③ミス富士山決定日より 1年間、
　　富士宮市及び富士宮市観光協会の
　　主催する行事等に協力できる人

【応募締切日】　平成２９年６月１２日（月）

【応募方法・お問合せ】
　観光協会のホームページ（http://www.fujinomiya.gr.jp) の申込みフォームよりご応募ください
　お問合せ等は観光協会まで

【審査日程】
　一次審査　6/17( 土）19 時～　市役所 7階
　最終審査　7/1（土）19 時～　浅間大社

　富士山の標高にちなんだ 3776 基の竹灯籠で田園風景に光を
ともす「富士山白糸平成棚田竹灯籠祭り」が 2月 25 日（土）に、
富士宮市原地区で開催されました。好天にも恵まれ多くの見物
客が訪れました。
　地区の農業者ら約 180 人でつくる「ふじのくに美しく品格の
ある邑（むら）白糸の里」を中心に実行委員会を作り、地区内
の放置竹林から切り出した竹で灯籠を制作し、約７ヘクタール
の畑の周辺に並べてライトアップすると、夕暮れとともに幻想
的な雰囲気に包まれました。
　同地区は「新日本歩く道紀行 100 選認定」「静岡県景観賞優秀
賞」など美景観地区となっていますので、機会があれば散策し
てみてはいかがでしょうか。

平成棚田竹灯籠祭り 盛大に開催される！

まちなかが美術館になるーーーー
毎年６商店街を会場に開催されているまちなかアートギャラリー。
今年で第１５回目を迎え、６月１６日（金）から２５日（日）まで
開催されます。
　すでに作家の募集なども終わり、商店街の若手を中心に、ワーク
ショップの企画などが進められています。
今年はどのような作品に出会えるでしょうか？今から楽しみです。

１５周年目の まちなかアートギャラリー

白糸の滝会場
曽我物語
工藤祐経公供養祭・草鹿の巻

４月９日 (日）

    １０：００～　供養祭
　   　( 会場：工藤祐経公の墓前）
　１０：３０～　草鹿の巻
　  　( 会場：白糸ノ滝駐車場東側）

～草鹿の巻～
源頼朝が富士の巻狩りの時に、家人
がしばしば鹿を射損じることがあ
り、古老の武士に尋ね射術の稽古の
方法として草を束ねて鹿の形を作
り、距離を定めて稽古をしたことが
始まり。厳格な礼射の式ではなく、
競技的な意味で行われたこの草鹿式
を、白糸の滝を舞台に再現する。

　２月２３日（木）富士山の日に、観光事業の
スタートセレモニーを行いました。
　富士山本宮浅間大社でイベントの成功祈願、
安全祈願を行ったあと、会場を城山区民館に移
し、セレモニーを行いました。
　吉野副会長から主催者挨拶として「本日から
新年度の事業がスタートする。おもてなしの心
をもって対応したい」、増田商店街連盟会長か
らも「中身を充実させ、来訪者をお迎えできる
ようにしたい」との挨拶がありました。
　引き続き、須藤市長と村瀬議長からそれぞれ
来賓祝辞をいただいたあと、出来上がったばか
りのイベントポスターを６商店街連盟の代表者
の皆さんにお渡ししました。
　今年は、富士宮市制７５周年記念の年でもあ
り、例年以上に賑やかな一年になりそうです。

平成 29 年度事業がスタート！
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１０：００～１２：００
 　　舞台公演

１０：３０～１３：３０
 　　お茶会

１２：００～１３：３０
　開会セレモニー ・短歌会

１４：００～１５：００
　　狩宿狂言

１０：００～１５：００
　　舞台公演

１０：３０～１４：００
　　手漉き和紙体験

１５：００～
　　ふるまい餅

４月８日 (土） ４月９日 (日）

狩宿 (井出館 ) 会場

地元特産品販売

　４月１日 (土）～２３日 (日 )狩宿青年会

4/8( 土） ・ ９( 日 )2 日間
　１１：００～１４：００
　　ミニＳＬ試乗体験コーナー
＊昼食休憩あり・雨天中止・乗車賃無料　

第 11回富士宮商工フェア

　紙と灯りを用いた作品で、中学生、高校生、一般の三部門でそれぞれ入賞作品が選ばれます。
応募申込は 6月 1日（木）までに応募用紙（協会にあります）に必要事項を記入のうえ Fax にて観光協会まで。
たくさんのご応募をお待ちしています。

日

　 ４月
   ８日
   ９日

土

日

くさじし

詩吟・日本舞踊・太鼓・田楽など

大蔵流山本東次郎家一門

( 昨年のようす )▲お菓子コンテスト ワークショップ▲
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