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　令和 4年 7月 10 日（日）、お山開きが行われ、富士山の開山を迎えました。今年も夏山シー

ズンを迎えられたことに感謝し、3年ぶりに英国大使を迎え、富士登山の安全を祈願しました。

　当日は徐々に雲がとれて夏らしい日差しのもと、富士山本宮浅間大社において登山バスの

出迎え・安全祈願祭、夏山シーズン幕開け宣言、開山祭神事、湧水献上が執り行われ、また、

山岳救助隊夏山救助開始式が行われました。開山式典では、英国大使一行と大宮小学校児童

の皆さんとの交流会も 3年ぶりに行われました。

　登山者の皆様には、9月 10 日の閉山まで、十分に体調を整え、安全な登山で思い出を作っ

ていただきたいと思います。

富士山 お 山 開 き を開催いたしました

　村山浅間神社におけるお山開き式では、禊、村山登山道（村山古道）入山式、正

式参拝、護摩焚き神事、全てが滞りなく執り行われました。また、富士根北中学校

さんとの交流会の他、護摩焚き神事を執り行う京都聖護院さんより、富士宮市市制

80 周年およびエリザベス女王即位 70 周年を記念したお札が進呈されました。

　　　　　　　　　　　夜には 3年ぶりとなる富士開山奉納手筒花火の奉納も行

　　　　　　　　　　われました。フィナーレは、市制 80 周年を記念し 8本の花

　　　　　　　　　　火に同時点火。とても迫力が

　　　　　　　　　　ありました。　　

今年は、初の外国人の富士

登山者である初代英国公使

オールコック卿の胸像除幕

式が併せて行われました。 

村山浅間神社駐車場に設置

されています。　　



　7月 10 日（日）、第 33 代ミス富士山グランプリおよびミス富士山のお披露目、授

与式が行われました。前回に続き、公開審査は見送られましたが、艶やかな振り袖姿

で式に臨まれたお二人から抱負が語られました。1年間の活躍が期待されます。

　また、第 32 代のお二人には、イベント開催が少ないなか、SNS での「富士宮」発

信等にご尽力いただきました。本当にありがとうございました。これからのご活躍を

お祈りしています。

第 33 代ミス富士山 決定！

　多くの貴重な経験ができたことや、充実した時間を過ごせたことに、感謝の気持ちでいっぱいです。コロナ禍で活

動に制約があり、残念なこともありました。ですが、撮影やイベントに参加する中で、富士宮の魅力や人々の温かさ

を肌で感じることができました。また、発信者としての立場を経験したことで、地元を誇りに思う気持ちがさらに強

まりました。ミス富士山として活動できたことを、とても嬉しく光栄に思います。お世話になった皆さま、応援して

くださった皆さま、1年間本当にありがとうございました！これからの富士宮市の益々の発展を願っています。

　今年も昨年に続き、新型コロナウイルスの影響によりイベントなどへの参加はできませんでしたが、SNS での活動

を通して多くの市民の方たちと出会い交流することができました。ミス富士山に選んでいただき初めは不安もありま

したが、様々な活動を通して実りある充実した時間を過ごすことができ、ミス富士山になれて本当に良かったと思い

ます。これからも、富士宮市を愛する市民の一員として富士宮市の魅力を多くの方々に伝えていきたいと思います。

1年間応援してくださり、支えてくださった全ての方々に感謝いたします。1年間本当にありがとうございました。

　第 33 代ミス富士山グランプリの秋山真南帆です。雄大な富士山を臨む富士宮市は、私の誇りです。今回このような

形で、ミス富士山グランプリ、そして、観光大使として、地元富士宮市に恩返しをできる機会を頂けたことを大変嬉

しく思います。富士宮市がより多くの人に愛され、訪れていただけるように、愛を持って PRして参ります。そして、

私自身も、活動を通して刺激を受け、成長していきます。1年間よろしくお願い致します。

　第 33 代ミス富士山の成川真由です。私のミス富士山としての抱負は、大切な故郷の富士宮に献身することです。富

士宮は今年で市制施行 80 周年という貴重な年を迎えました。この記念すべき年に、これまで富士宮を大切に守ってき

てくれた市民の皆様、地元の皆様へ感謝を表したいです。自然豊かで美しく、皆から愛される地元を誇りに、富士宮

にしかない良さを伝心していきたいです。富士宮の顔として精一杯頑張ります！どうぞよろしくお願いします。

第 33 代ミス富士山　成 川 真 由 （なりかわ まゆ・写真右）

第 33 代ミス富士山グランプリ　秋 山 真 南 帆 （あきやま まなほ・写真左）

第 32 代ミス富士山　佐 野 友 美 

第 3２代ミス富士山グランプリ　渡 邊 真 優 

よろしくお願いします ありがとうございました



御神火まつり

世界遺産記念祭

かみ灯りコンテスト

宮おどり

　6月 19 日（日）、富士山世界遺

産登録 9周年記念祭が開催されま

した。

　同時に宮町まつり、大神田楽市

も開催され、歩行者天国に。たく

さんの露店が並び、ステージや

ワークショップが行われ、まちな

かはとても賑わっていました。

　8月 6日（土）、第 43 回御神火まつりが開催されま

した。今年は神輿 2基での開催です。

　式典の他、富士山本宮浅間大社奥宮で採火された御

神火を灯した神輿渡御、パレードやステージ、願い花

火打上げなどが行われました。

　来年こそ、御

神火神輿 8基の

神田川昇りを楽

しみたいですね。

　8月 7日（日）、第 31 回宮おどりが開催されました。

　熱中症を考慮し小中学生宮おどりは残念ながら中止

でしたが、3年ぶりの開催に 11 団体が参加され、ま

ちに宮おどりの音と掛け声が響きました。ふれあい広

場では、露店も出て賑わい、富士宮の夏を感じること

が出来ました。

　来年は総踊りが楽しめますように。

　第 13 回ふじの山かみ灯りコンテストが開催され、

6月 25 日（金）～ 7月 11 日（月）、浅間大社に作品

が展示されました。

　審査の結果、各部門（中学生の部、高校生の部、一

般の部）の賞が決まり、10 日（日）、表彰式が行われ

ました。

まちなかアートギャラリー

高砂夏の蔵開き

白糸風鈴まつり

　7月 1日（金）～ 10 日（日）、第 19 回ふじのみや・

まちなかアートギャラリーが開催されました。

　今年も総勢 50 名以上のアーティストの作品が 6商

店街に集結し、訪れた皆さんはお店を巡ったり、アー

ト鑑賞、スタンプラリーなどを楽しまれていました。

　また、7月 3日にはこの 2年キャンセルとなってい

たミヤロックフェスも開催され、活気あるまちなかと

なっていました。



welcome

特産品フェア＆ふじのみや門前市祭り 9 月 18 日（日） 予定

あさぎり高原まつり 10 月 1日（土）～ 31 日（月） 予定

朝霧 JAM 10 月 8 日（土）～ 9日（日） 予定

富士宮まつり -秋宮 - 11 月 3 日（木）～ 5日（土） 予定

信長公黄葉まつり 11 月 13 日（日） 予定

柚野の里縄文まつり 11 月 26 日（土） 予定  

イ　ベ　ン　ト　ス　ケ　ジュ　ー　ル

会　員　の　皆　様　へ　お　願　い

お　知　ら　せ

富士山の麓のまちの旅コンテスト開催！応募受付中です！（9 月 9 日 締切）

　3年目となりました「きて宮クーポン」、お陰様で今年も完売いたしました。

これまで 2年のクーポン使用率は各年 99％を超え、富士宮を訪れるきっかけとして

ご好評いただいております。引き続きご理解ご参画をお願いいたします。

～参加事業者の皆様へ～

クーポンの使用期限は R4年 12 月 31 日です。また、換金は来年 1月までの毎月末に

行っております。お渡しの書類にて回収枚数を事前報告の上、換金へお越しください。

（換金は毎月でも数ヶ月まとめてでも構いませんが必ず事前に報告してください）

　富士宮ホテル旅館料理組合では、「富士山の麓のまちの旅コンテスト」を開催しています。

　市内在住・通学の児童学生の皆さんに、富士山学習等を活かし、遠くのお友達（旅行者）に

おすすめしたい 1 泊 2日の富士宮の旅 企画を考えていただくものです。富士山の麓へ訪れたく

なるような、四季の彩り、地域住民とのふれあい、地域に根ざした食や遊びなどの体験を通して、

富士山の麓の自然、歴史等の大切さを感じられる旅の提案をお待ちしています！

　入賞者の企画は協会ホームページで紹介し、訪問時のモデルツアーとして参考にしていただ

くなど活用の予定です。企画を通じ、ふるさとの魅力発見にもつながれば、と考えています。

きて宮クーポン 2022 完売御礼！　

　お陰様で、観光協会ホームページ閲覧数や公式 SNS フォロアー数は年々増

加！今後も充実させていきたいと考えています。施設の情報・画像など最新の

情報を提供するため、会員の皆様にご確認やご依頼の連絡をさせていただくこ

とがございます。その際はどうぞよろしくお願いいたします。　　

新規会員様ご紹介

chill outdoor　

　〒418-0047　富士宮市青木 398-11　　TEL 090-4197-2144　　https://chilloutdoor.jp

caffe kofka
　〒418-0065　富士宮市中央町 10-1　　TEL 0544-66-5155　　https://kofka.fm/


