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満喫！
ちょこっと 山 梨

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町16-3
☎054
1231
（255）
南アルプス市のおいしいフルー
ツ を Ｐ Ｒ す る キ ャ ラ ク タ ー︑ ぶ
どうの妖精
﹁シャインちゃん﹂

爽やかドライブ！
家族で楽しめるスポットいっぱい

無料

※車写真は３月末撮影

静岡から車で約 1・2 時間ドライブすれば、あっという間に山梨県！
豊かな自然、文化、体験、イベントなど、楽しさ盛りだくさんのお隣さ
んです。さらにフルーツ王国とあって、さくらんぼ、桃などが続々と
旬を迎えます。日帰りで ちょこっと山梨 を満喫しませんか。
（副編集長・豊泉義子）

5 月スタート！南アルプス市の「さくらんぼ狩り」
フルーツ王国、南アルプス市の果物狩りのトップを切るのは、
5月スタートの「さくらんぼ狩り」。国内ではいち早く収穫期を迎
えます。新鮮、もぎたてを味わえるのはこの期間だけ。真っ赤で
甘酸っぱい、旬の味覚を味わってみては。

※さくらんぼ狩り
観光は当日、
JA窓
口に直接お出かけ
を。
事前予約不要

●ハウスさくらんぼ狩り／30分食べ放題、1人3000円
5月1日（火）〜 20日
（日）、受付場所：JA南アルプス市
西野支所（南アルプス市西野2246-3）
●露地さくらんぼ狩り／40分食べ放題、1人2000円
6月1日（金）〜 24日（日）、
受付場所：JA南アルプス市
在家塚支所（南アルプス市在家塚587-1）
※小学生未満は半額、3歳未満は無料
※入園時間は、午前9時〜午後3時30分。雨天OK
※団体は要事前予約
【問い合わせ・申し込み】南アルプス市観光協会
☎070（2681）3881〈さくらんぼ狩り専用ダイヤル〉

果物狩りと思い出作りができる「完熟フルーツこだわり探訪」も人気
のイベント。期間限定・人数限定・地域限定の激レアな体験を楽しんで。
プレミアムコース／ 1 人 5800 円、1 日限定 15 人
（さくらんぼ・桃・すもも・シャインマスカット狩り）
●日程／「道の駅しらね」ほか集合（10：30）⇒完熟フルーツマスターの農園で
果物狩り（10:40）⇒田舎カフェ・オーチャードでランチ（11:40）⇒ジャム作り
（12:50）…マイジャムを受け取り後、解散
（14:00） ※時間は参考 ※移動は車
●申し込み／公式サイトまたは下記電話で http://www.minami-alpskankou.jp
【問い合わせ・申し込み】NPO 法人南アルプスファームフィールドトリップ
☎ 090（8177）8419

2面に続く

桃狩り
7 月上旬〜下旬
食べ放題＋お土産付き

すもも
（貴陽）
狩り

シャインマスカット狩り

9 月中旬〜下旬
7 月下旬〜 8 月上旬
3 玉持ち帰り（試食あり）1 房持ち帰り（試食あり）

【アクセス方法】静岡市から国道52号を車で約2時間 ※中部横断自動車道は双葉JCT〜六
郷IC 【問い合わせ】山梨県南アルプス観光協会 ☎055（284）4204 山梨県南アルプス市
在家塚595-1 http://www.minami-alpskankou.jp

【アクセス方法】新東名・新清水インターから車で約50分
（国道52号・身延町下山、上沢交差点から約800ｍ）
【問い合わせ】山梨県富士川クラフトパーク
☎0556（62）5545 山梨県南巨摩郡身延町下山1597 公園は無休（各
施設は異なる） http://www.kirienomori.jp/
魅力あふれる山梨を快適ドライブ

体験できる果物狩り♪

さくらんぼ狩り
6 月上旬〜下旬
食べ放題

世界に一つの
マイジャム

家族で 1 日中楽しみたいなら、「山梨県富士川クラ
フトパーク」に注目！ 広さはなんと東京ドーム約
11 個分の大規模公園です。園内には、広大な芝生広
場をはじめ、大型遊具を設置した砦遊具広場、植栽で
作られた４種類の巨大迷路、ふわふわドーム、バーベ
キュー場、テニスコートなどがあります。春から夏に
は、新緑とのコントラストがまぶしいツツジ（5 月初
旬〜中旬）
、華やかなバラ（5 月〜 11 月）などが見
ごろを迎えます。5 月 19 日
（土）〜 6 月 3 日
（日）には、
春バラの最盛期にあわせて「バラまつり」が行われま
す。さらに、子どもたちに大人気なのがランダムに吹
き出す水と直接遊べる大噴水、気軽に楽しめるカヌー
場など。大自然を満喫できそうです。
１３０種・２９００株のバラが一斉に満
開となる︑見ごたえたっぷりの﹁バラま
つり﹂
︒イベントも各種実施︒入園無料

激レア体験！「完熟フルーツこだわり探訪」

家族で楽しむ大規模公園
「富士川クラフトパーク」

5月3日
（木・祝）、
約 7 万本が咲く
「アヤメフェア」開催

場所／滝沢川河川公園
問い合わせ／南アルプス市観光商工課 ☎055
（282）
6294
◇中部横断道・南アルプスICから車で約5分
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毎年、アヤメの開花に合わせて開催されてい
る南アルプス市の「アヤメフェア」。櫛形山を
背景に、約 7 万本のアヤメが清々しく咲き誇り
ます。滝沢川両岸に咲く花を見ながら、ゆっく
り散策を楽しめそうです。また、アヤメの種を
風船につけて飛ばす風船飛ばしは、子ども達に
大人気！ 毎年風船は県外まで届き、お礼の手
紙が届くそうです。新緑の季節、家族や友達と
出かけてみては。

御殿場IC

今回お出かけに使用したのは
車種名／メルセデス・ベンツ GLA180
家族や仲間とどこへでも気軽に行ける、快適な走行性が魅
力。そして、どんなライルスタイルにも合う多彩な使い勝手、
さまざまなシーンに溶け込む美しいデザインが特徴です。メ
ルセデスの伝統が生んだ、初めてのコンパクト SUV です。

JR東海道本線
JR東海道新幹線

協力／メルセデス・ベンツ 静岡東サーティファイドカーセ
ンター
（ヤナセ 静岡中古車センター） ☎ 054（261）
1273

爽やかドライブ！

家族で楽しめるスポットいっぱい

満喫！ちょこっと山梨
◎１面から続く

富士川・切り絵の森美術館
「現代の傑刀 SAMURAI 作品展」

5 月 5 日、こどもの日開催！
「わんぱく祭り」

山梨県富士川クラフトパーク内にある「富士
川・切り絵の森美術館」は、日本では数少ない
切り絵専門の美術館です。6 月 24 日まで、企
画 展「 現 代 の 傑 刀
SAMURAI 作 品
展 」第 1 章 春 の
森〜目覚めの芽吹
きと新しい風〜を
開催中です。
入館料は一般
700 円、 小・ 中
学 生 300 円。 開
館時間は午前 9 時
30 分 〜 午 後 5 時
30 分、水曜休館。

山梨県富士川クラフトパークでは、5 月 5
日（土・祝）のこどもの日に、毎年恒例の「わん
ぱく祭り」を開催します（午前 10 時〜午後 3
時）
。約 20 店の屋台が集まるフードコートを
はじめ、消防車両・パトカー見学会、スポーツ
鬼ごっこ、カヌー体験、
10 工房のさまざまなク
ラフト体験など充実の内容です。新緑が美しい
この季節、
１日中園内を遊び尽くしませんか。

「目覚めの前」川瀬雅子

問い合わせ／富士川・切り絵の森美術館（山梨県富士川 問い合わせ／山梨県富士川クラフトパーク
クラフトパーク内） ☎0556
（62）
4500
（62）
5545
アクセス方法／ 1面参照
アクセス方法／ 1面参照

☎0556

