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　富士宮を訪れるきっかけとしてご好評の「きて宮クーポン 2022」。

富士宮市の補助を受け、9月に第 2弾を販売し、数日間で完売御礼

となりました。ありがとうございました。

　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第 1弾 R4 年 12 月 31 日、第 2弾 R5 年 2月 28 日です。換金は来年 3

月までの毎月行っております。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）

　11 月 3日（木）～ 5日（土）、秋晴れのもと、富士山本宮浅間大社秋の例大祭　富士宮まつり -秋宮 - が 3年ぶりに

開催されました。

　3日間にわたり、各所で山車・屋台の引き廻しが行われ、富士宮囃子が響き渡り、勇壮な競り合いが行われました。

第 33 代ミス富士山の 2人も参加。3日の宮まいりでまつりの安全な開催を願い、4日の本宮では共同踊りを皆さんと

一緒に楽しみました。開催にあたり、様々な工夫や対策がとられ、子ども達をはじめ多くの

人々が、まつりを楽しむ富士宮の秋の光景が見られました。

　来年は宵宮もお酒も楽しめますように！！！

富士山本宮浅間大社 秋の例大祭　

　富士宮まつり - 秋宮 -

きて宮クーポン 2022 第 2 弾 販売・完売御礼

<見本 第 1弾 >

<見本 第 2弾 >



　10 月 1日（土）～ 31 日（月）の 1ヶ月間、朝霧高原まつりが開催されました。

　期間中、朝霧高原地域各施設では、訪れた皆さんに特典やサービスを提供し、また、週

末にはマルシェなど参加型イベントも各所で行われました。晴れた週末には、家族連れな

ど多くの方が秋の高原を楽しまれていました。

　今年も、まつり期間中に E-BIKE レンタル半額キャンペーンを実施し、多くの方にご利

用いただきました。観光協会では朝霧高原・芝川地域の市内 15 ヶ所にレンタサイクルを

設置しています。コツをつかむと気持ち良い加速でスイスイと進み、坂道も苦にならずに

ゆっくりと立ち寄りながら観光とサイクリングを楽しむことが出来る E-BIKE、皆さんも機

会がありましたらぜひ体験してみてください。

あさぎり高原まつり 2022

　9月 11 日（日）～ 5年 2月 28 日（火）、あさぎり周遊乗合タクシーが運行しています。

　昨年冬とGW期間の運行を経て、周遊ルートが加わり更に便利になりました。駅（富士宮駅・

新富士駅）から朝霧高原地域への移動はもちろん、地域内の周遊もよりスマートに。乗用車以

外では複数の景勝地や観光施設を訪れるのが難しいエリアですが、こちらを利用することで、

1日券 1,000 円で複数個所を周遊できます。

　観光案内所では電車利用の方や海外の方にご案内し、ご好評頂いています。

富士と琵琶湖を結ぶ会　～富士山御霊水献水式～

　夫婦都市提携を結ぶ近江八幡市と富士宮市。きっかけは、土を掘って積んだ土で富士山ができ、掘った跡が琵琶湖

になったという伝説にちなんだ交流から始まっています。

 　今年も 7月に来訪いただき富士山本宮浅間大社にて神事を執り行いました。

　そして、今回 11 月 9日、富士宮市および観光協会関係者が近江八幡市を訪問し、無事に参拝と琵琶湖への献水（お

水返し）を行い、両市の友好と交流を深めました。

　来年は市民の皆様と共に訪れ、より懇親を深めることができますように！

＜あさぎり周遊乗合タクシー運行中！＞

　また、同時開催のあさぎりフォトコンテスト

2022 ／花のまち富士宮には、今年も多くのご応募

をいただきました。ありがとうございます。今後、

審査を行い、結果発表は 12 月中旬を予定してい

ます。なお、受賞作品は今後の観光情報発信に活

用させていただきます。

　楽しみにお待ちください！
＜2021 大賞作品＞「富士山黄葉」



信長公黄葉まつり

富士山と中秋の名月を

愛でる会

第 35 期竜王戦第 3 局

柚野の里縄文まつり

　9月 10 日（土）、狩宿・井出の館を会場に、富士山

と中秋の名月を愛でる会が開催されました。 配信と現

地での観覧が行われ、ヴァイオリンやクラリネット、

筝、尺八の音色、詩吟や能など秋の夜を楽しまれてい

ました。

　11 月 13 日（日）、第 23 回信長公黄葉まつりが開

催されました。

　会場となる西山本門寺の境内にある柊の根元に織田

信長の首が埋葬されているとの伝説に由来するお祭り

です。信長公供養祭や火縄銃演武などが行われ、会場

は盛り上がりました。第 33 代ミス富士山の 2人も濃

姫、お市の方として、盛り上げのお手伝いをさせてい

ただきま

した。

　11 月 26 日（土）、柚野の里縄文まつりが開催され

ました。

　朝の雨が心配されましたが、会場の大鹿窪遺跡では、

縄文時代にちなんだ火おこしなどの体験やステージプ

ログラム、出店等を楽しむ姿が見られました。

　　　　　　　　　　また、柚野地区では案山子祭り

　　　　　　　　　（12 月 10 日まで展示）も開かれ、

　　　　　　　　　地域に賑わいをもたらしていま　

　　　　　　　　　す。

　10 月 28 日（金）・29 日（土）、藤井聡太竜王と広瀬

章人八段による対局「第 35 期竜王戦第 3局」が行わ

れました。

　子ども将棋教室、指導対局、大盤解説会、前夜祭な

ど参加可能なさまざまな催しも行われました。対局中

のおやつ候補を選ぶおやつコ

ンテストでは市内外から多く

の投票をいただき、和菓子部

門から 3品、洋菓子部門から

4品が選ばれ、大いに盛り上

がりました。

朝霧 JAM2022

富士宮ライトアップ 2022

＆白糸ノ滝ライトアップ

　10 月 8日（土）～ 9日（日 )、朝霧 JAM2022　-It's 

a beautiful day-　が開催されました。

　朝霧アリーナ・ふもとっぱらを会場に、たくさんの

皆さんが 4年ぶりとなるキャンプとライブを富士山と

共に楽しみました。

SEE YOU NEXT!!

　11 月 19 日（土）～ 23 日（水祝）、富士山本宮浅間

大社・神田川・世界遺産センターで富士宮ライトアッ

プ 2022 が、26 日（土）・27 日（日）には白糸ノ滝に

てライトアップが行われました。

　各会場は幻想的な光に包まれ、ご家族やカメラを構

える方が楽しまれていました。



welcome

田貫湖まつり 12 月 10 日（土） 予定

元旦禊 12 月 31 日（土） 予定

富士山本宮浅間大社初詣 1 月 1日（日祝）～ 予定

たこたこあがれ in 富士山 1 月中旬 中止

富士高砂酒造蔵開き 1 月 15 日（日） 予定 

上野の里まつり酒蔵めぐり 2 月上旬 予定 

富士山白糸平成棚田竹灯籠祭り 2 月 23 日（木祝） 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入賞者決定！

　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、市内在住・通学の児童学生の皆さ

んに、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多数ご応募いただきました。厳正なる

審査の結果、入賞者が決定し、11 月 20 日には表彰式が執り行われました。

　今後、入賞者の企画はモデルツアーとして、旅館料理組合や観光協会のホームページに掲載するなど、訪問時の参

考にしていただけるよう活用していく予定です。

富士山閉山・スカイライン冬季閉鎖　

　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、変更点等ありましたらお知らせくださ。また、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のでお願いいたします。　　

新規会員様ご紹介

SLEEEP.jp fujinomiya ／ FUUUNキャンピングカー
　〒418-0066　富士宮市大宮町 32－15　　TEL 080-8903-2020　　

2023 年富士山カレンダー販売中！　

　多くの登山客で賑わった富士山は、9月 10 日、6合目以上の登山道を閉鎖し閉山を迎えま

した。また、11 月 9日 14 時をもってスカイライン登山区間は冬季閉鎖（全面通行止め）に

なり、併せて登山道も全区間閉鎖しました。春まで雪化粧の富士山を眺めて楽しみましょう！

　毎年ご好評をいただいている富士山カレンダーの販売を開始しました。

　今年は 13 枚綴り（表紙込み）2種類を観光案内所にて販売しています。ご自宅用は

もちろん、県外海外の方へのプレゼントにも最適です。

　お問い合わせ・ご購入は観光協会まで。

カレンダー掲載情報

お待ちしています！


