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担当部署 電話 FAX メール1 御殿場市裾野市小山町 富士山世界遺産登録1周年記念イベント『富士山フェスタ2014』 平成26年6月28日（土）～29日（日） 御殿場市「富士山樹空の森」 御殿場市・小山町・裾野市が共同で開催する、世界遺産登録1周年記念イベント。富士山にちなんだステージイベントや、世界遺産登録証などの世界遺産関連展示のほか、地元のグルメや県内外で活躍するゆるキャラも集合し、1周年をお祝いします。 富士山フェスタ2014実行委員会・御殿場市・裾野市・小山町 （事務局）御殿場市商工観光課 0550-82-4622 0550-84-3286 kanko@city.gotemba.shizuoka.jp2 御殿場市 ごてんばこしひかりあぜみちウォーキング 平成26年8月、9月、11月、平成27年2月(予定） 御殿場市内（御殿場・高根地区） 「ごてんばこしひかり」の美味しさやそれを生み出す「田んぼ」の秘密を学習し、富士山を背景とした「みくりやの原風景」、「宝永の大杉」など地域資源の見学、「こしひかりおにぎり」の食体験などを通じ、望む「富士山」と味わう「御殿場こしひかり」の魅力をPRします。 みくりやの里めぐり実行委員会（事務局：東部農林事務所農村整備課） 御殿場市農政課 0550-82-4661 0550-82-4181 nousei@city.gotemba.shizuoka.jp ５月に田植えシーズン編を実施済み3 御殿場市 富士山世界遺産認定証・パネル展 平成26年5月28日（水）～7月18日（金） 御殿場市役所（市民ホール） 富士山世界遺産認定証（レプリカ）及び紹介パネルを展示します。 御殿場市 御殿場市企画課 0550-82-4421 0550-84-1661 kikaku@city.gotemba.shizuoka.jp4 御殿場市 ごてんば市民芸術祭 平成26年6月～平成27年2月 御殿場市民会館、市民交流センターふじざくら、秩父宮記念公園 市内で芸術文化の活動をしているグループ・個人が日頃の活動の成果を発表します。H26年度はステージ部門・展示部門・その他、合わせて24のイベントを開催予定です。 御殿場市、御殿場市文化協会 御殿場市文化スポーツ課 0550-82-4319 0550-82-4333 bun-spo@city.gotemba.shizuoka.jp5 御殿場市 富士山太鼓まつり 平成26年7月26日（土）・7月27日（日） 御殿場市「富士山樹空の森」 日本全国から和太鼓奏者らが集まり、世界最大級の和太鼓「富士山」を打ち、腕を競う「一人打ちコンテスト」や、「全国高校生太鼓甲子園」などを開催します。 富士山太鼓まつり実行委員会 御殿場市商工観光課 0550-82-4622 0550-84-3286 kanko@city.gotemba.shizuoka.jp6 御殿場市 富士山トレイルランニングセミナー 平成26年7月～8月 御殿場市「富士山御殿場口新５合目」 トレイルランニングを楽しむ際の留意事項や、個人の技術や競技レベル・マナー向上及び自然環境や文化財に関する知識の涵養を目的としたセミナーを複数回実施します。（講師：松本大ほか、募集定員：各回15名程度、協力：東海大学人間環境学部・体育学部　ほか） 御殿場市、富士山ツーリズム御殿場実行委員会 御殿場市文化スポーツ課 0550-82-4135 0550-82-4333 bun-spo@city.gotemba.shizuoka.jp7 御殿場市 富士山写真展 平成26年8月2日（土）～8月31日（日） 御殿場市「乙女森林公園第２キャンプ場（体験交流センター）」 地元写真愛好家（ふじおやまフォトクラブ）が撮影した富士山の写真展です。 御殿場総合サービスグループ 乙女森林公園 0550-82-2090 0550-82-2090 gsk@gotemba-otome.jp8 御殿場市 富士山はかりたい 平成26年8月2日（土） 御殿場市「富士山御殿場口新5合目（第3駐車場）」 測量体験を通じ、親子同士で協力しながら富士山と触れ合うことを目的とします。 御殿場市 御殿場市地籍調査課 0550-82-4235 0550-83-1685 chiseki@city.gotemba.shizuoka.jp9 御殿場市 秩父宮記念第３９回富士登山駅伝競走大会 平成26年8月3日（日） 御殿場市陸上競技場～富士山山頂（往復） 今年で39回を数える世界に類のない山岳駅伝大会です。市陸上競技場から富士山山頂まで往復46.76キロメートルの距離を世界一の高低差で襷を繋ぎます。（H25年度は全国各地から125チームがエントリー） 御殿場市、一般財団法人静岡陸上競技協会 御殿場市文化スポーツ課 0550-82-4135 0550-82-4333 bun-spo@city.gotemba.shizuoka.jp10 御殿場市 ２０１４富士山サマースポーツフェスティバル 平成26年8月3日（日） 御殿場市陸上競技場　他 市民の健康及び体力の向上、市民交流の促進、地域の活性化を目的に各種スポーツ大会・各種イベントを開催します。（オープンテニス大会、体力診断、乗馬体験、スタンプラリー、お楽しみ抽選会、富士山青空市等を開催予定） 御殿場市、富士山サマースポーツフェスティバル実行委員会 御殿場市文化スポーツ課 0550-82-4135 0550-82-4333 bun-spo@city.gotemba.shizuoka.jp11 御殿場市 第２０回市民スポレク祭 平成26年8月3日（日） 御殿場市体育館、御殿場市陸上競技場 市民にスポーツレクリエーションの実践できる場を提供して、生涯スポーツの普及と健康増進を図ることを目的にソフトミニバレーボール、グランドゴルフ、ペタボードの大会を開催します。 御殿場市、市民スポレク祭実行委員会 御殿場市文化スポーツ課 0550-82-4135 0550-82-4333 bun-spo@city.gotemba.shizuoka.jp12 御殿場市 富士山自然観察会　富士山リレーセミナー 平成26年8月16日（土） 御胎内清宏園 富士山とその周辺の自然に触れることにより、自然の仕組みや素晴らしさ、自然保護の重要性を学びます。 御殿場市 御殿場市環境課 0550-83-1603 0550-83-1685 kankyo@city.gotemba.shizuoka.jp
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13 御殿場市 富士山クイズ大会 平成26年8月23日（土） 御殿場市「富士山樹空の森」 ”目指せ富士山マイスター”をテーマにクイズを解きながら会場内を巡るラリー形式のクイズ大会です。ステージではダンス等のパフォーマンスも行います。 ＮＰＯありがとうふじさん 御殿場市企画課 0550-82-4421 0550-84-1661 kikaku@city.gotemba.shizuoka.jp14 御殿場市 市民大学講座 平成26年8月～平成27年3月 御殿場市民会館ほか 歴史・文化財に関すること、男女共同参画、御殿場市政等さまざまな分野の講師による講座で、１か月に１回程度開催を予定しています。対象は、市民または市内に通勤・通学している人。 御殿場市教育委員会 御殿場市社会教育課 0550-82-0339 0550-81-0370 shakyo@city.gotemba.shizuoka.jp15 御殿場市 富士山リレーセミナー 平成26年10月4日（土） 未定 富士山とその周辺の自然に触れることにより、自然の仕組みや素晴らしさ、自然保護の重要性を学びます。※雨天時は屋内施設で講義のみ予定 御殿場市 御殿場市環境課 0550-83-1603 0550-83-1685 kankyo@city.gotemba.shizuoka.jp16 御殿場市 〔富士山世界遺産登録記念〕舞台芸術鑑賞事業 平成26年10月 御殿場市民会館 舞台という日常とは違う空間で演じられる作品を通じて、生徒一人一人が改めて自分自身や周囲との関わりを見つめ直す場とすることで、豊かな心を育むと伴に文化力の向上を図ります。（市内の全中学生を対象） 御殿場市教育委員会（実行委員会） 御殿場市学校教育課 0550-82-4534 0550-82-4525 gakko@city.gotemba.shizuoka.jp17 御殿場市 第４３回御殿場市スポーツ祭 平成26年9月～平成27年2月（総合開会式10月5日） 市内 御殿場市のスポーツの祭典として、スポーツの普及発展や健康で潤いのある市民生活の実現のため、市内各会場で野球、サッカー、バレーボール等全31競技の大会を開催します。 御殿場市 御殿場市文化スポーツ課 0550-82-4135 0550-82-4333 bun-spo@city.gotemba.shizuoka.jp18 御殿場市 第２回富士山アートフェスティバル 平成26年11月16日（日） 御殿場市民会館 富士山にこだわり、「富士山」をメインテーマ、「故郷」をサブテーマとして歌、ダンス等を行うステージイベントです。 ＮＰＯありがとうふじさん 御殿場市企画課 0550-82-4421 0550-84-1661 kikaku@city.gotemba.shizuoka.jp19 御殿場市 第２回富士山アート展 平成26年11月16日（日）～11月24日（月） 御殿場市民会館 富士山にこだわった絵画、書等を展示します。 ＮＰＯありがとうふじさん 御殿場市企画課 0550-82-4421 0550-84-1661 kikaku@city.gotemba.shizuoka.jp20 御殿場市 芸術文化交流事業「書道パフォーマンス発表・体験ワークショップ」 平成26年11月24日（月） 御殿場市民会館 全国的に有名な芸術文化団体を招待し、書道パフォーマンスの実演鑑賞と体験プログラムによる交流活動を行います。 御殿場市 御殿場市文化スポーツ課 0550-82-4319 0550-82-4333 bun-spo@city.gotemba.shizuoka.jp21 御殿場市 第２回富士山を描く・富士山を書く第２回創造の扉 平成27年2月23日（月） 御殿場市「市民交流センターふじざくら」 市内の保育園・幼稚園に通う年長児による富士山の絵の展示及び小学生を対象とした「書」のイベントです（富士山を描く・富士山を書く）。当日は子供たちの芸術をテーマにした大人向けのパネルディスカッションも行います（創造の扉）。 ＮＰＯありがとうふじさん 御殿場市企画課 0550-82-4421 0550-84-1661 kikaku@city.gotemba.shizuoka.jp22 裾野市 富士山世界遺産登録記念 平成26年6月21日（土）～8月3日（日） 富士山資料館 1周年を記念して、本館に展示コーナーを設け、富士山信仰と文化にちなんだ展示品を富士山本宮浅間大社から借用し、展示 裾野市教育委員会 生涯学習課・富士山資料館 055‐992-3800 055-992-4047 syakyo@city.susono.shizuoka.jp ６．２１～６．２６登録記念として入館無料２３は休館23 裾野市 特別展「富士山の信仰と文化」 平成26年7月19日（土）～10月13日（月） 富士山資料館 富士山信仰や須山浅間神社、須山村の歴史や文化に関する資料を展示 裾野市教育委員会 生涯学習課・富士山資料館 055‐992-3800 055-992-4047 syakyo@city.susono.shizuoka.jp 月曜日は休館24 裾野市 富士山写真展 平成26年6月26日（木）～7月9日（水） 生涯学習課 富士山世界遺産登録1周年、富士山を写真に残そう！裾野市教育委員会ならびに裾野フォトクラブは「芸術の源泉」である富士山を写真という形で表現し写真を展示します。また、市民から写真と撮影スポット情報を募集して展示 裾野市教育委員会裾野フォトクラブ 生涯学習課 055‐992-3800 055-992-4047 syakyo@city.susono.shizuoka.jp 月曜日は休館25 富士宮市 富士山世界遺産登録一周年記念マンドリンコンサート 平成26年5月31日（土） 富士宮市民文化会館大ホール 富士山世界遺産登録一周年を記念し、明治大学マンドリンＯＢ倶楽部がゲストにジェロを招き、マンドリンコンサートを実施する。 富士山世界遺産登録一周年記念コンサート実行委員会 富士山世界遺産課 0544-22-1489 0544-22-1206 sekai@city.fujinomiya.shizuoka.jp



26 富士宮市 世界遺産登録一周年記念セレモニー富士山絆祭 平成26年6月22日（日） 富士宮市役所 ・世界遺産認定書伝達式・富士山グッズの展示販売・飲食店等模擬店の出店　　など 富士宮市、富士宮絆とどけ隊・富士宮商工会議所青年部 富士山世界遺産課 0544-22-1489 0544-22-1206 sekai@city.fujinomiya.shizuoka.jp27 富士宮市 記念講演会 平成26年6月23日（月） 富士宮市役所 日本イコモス国内委員会の委員長である西村幸夫教授を招き、世界遺産登録一周年記念講演会を実施する。 富士宮市 富士山世界遺産課 0544-22-1489 0544-22-1206 sekai@city.fujinomiya.shizuoka.jp28 富士宮市 富士山朝霧高原東海自然歩道ウォーク 平成26年7月12日（土） 田貫湖～ふもとっぱら 田貫湖からふもとっぱらまでのウォーキングイベント。関東近辺の方を対象に、約2,200人、バス60台が参加予定。ふもとっぱらでは約15店舗が出店予定。 株式会社　阪急交通社 観光課 0544-22-1155 0544-22-1385 kanko@city.fujinomiya.shizuoka.jp29 富士宮市 富士山を描く作品展＆地元作家展 平成26年7月10日（木）～21日（月） 富士宮信用金庫神田支店（２階・４階） 浅間大社に祈願した戦国武将展、富士山にゆかりのある作家展、現代日本画巨匠展を一同に集めて文化展を開催する。 公益社団法人　富士宮市観光協会 観光課 0544-22-1155 0544-22-1385 kanko@city.fujinomiya.shizuoka.jp平成26年6月22日（日）15時～ 吉原商店街 15時～     歩行者天国　　　　　　   富士つけナポリタン、富士山カンパイピロシキ等の販売17時～     セレモニー17時28分  3会場同時に「富士山カンパイ」、「ふじ山」合唱17時30分  お楽しみ抽選会 富士TMOタウンマネージメント吉原富士市平成26年6月22日（日）15時30分～ 富士市交流プラザ 12時　　　　交流プラザ芝生広場オープン15時30分～　富士第一小学校児童による合唱、　　　　　　　　　富士山に関する○×クイズ、和太鼓の競演17時～     セレモニー17時28分  3会場同時に「富士山カンパイ」、「ふじ山」合唱17時30分  投げ餅 TMO富士健康印商店会りぷす富士富士市平成26年6月22日（日）15時～ 富士川楽座 15時～　　「トイレットペーパーでつくった富士山」の展示、　　　　　　　和太鼓の競演17時～     セレモニー17時28分  3会場同時に「富士山カンパイ」、「ふじ山」合唱17時30分  トイレットペーパー配布 富士川楽座富士市商工会富士市31 富士市 富士山・工場夜景ビールトレイン 平成26年6月22日（日）吉原駅　18時26分発　　　　　　20時33分着 岳南電車 1周年を祝う岳南電車を「1周年記念ビール電車」として貸切運行し、車内から工業都市富士市を象徴した工場地帯を走る岳南電車沿線の工場をライトアップした夜景を楽しむ。 富士商工会議所富士市32 富士市 映画「tig☆hug　ちぐはぐ」上映 平成26年6月22日（日）①10時30分開演②14時開演 富士市交流プラザ 富士市出身の映画監督　渡辺喜子氏が富士市と東京を舞台に描き出した映画「tig☆hug　ちぐはぐ」を上映する。 映画「tig☆hug　ちぐはぐ」富士市上映実行委員会33 富士市 富士山音の駅ミニコンサート「マンドリン」 平成26年6月22日（日）14時～ 新富士駅ステーションプラザFUJI 富士マンドリンクラブによるミニコンサート （一社）富士山観光交流ビューロー34 富士市 富士山オブジェ展示 平成26年6月13日（金）～平成26年6月30日（月） 富士市庁舎2階 市民団体「オール富士さん！」が企画・作成したダンボールオブジェ「富士山」を展示する。 オール富士さん！富士市35 富士市 ワークショップ「紙のまち富士市をつくろう」 平成26年6月22日（日）10時～14時 富士市庁舎2階 ダンボールオブジェ「富士山」周辺で、牛乳パック等の空き箱を使い富士市のまちを作る。 オール富士さん！富士市36 富士市 市庁舎屋上「ふじさんてらすMierula（ミエルラ）」臨時開放 平成26年6月22日（日）9時～16時 富士市庁舎屋上 富士市庁舎屋上　「ふじさんてらす Mierula（ミエルラ）」を臨時開放する。 富士市

sy-kankou@div.city.fuji.shizuoka.jp

30 富士市 富士山カンパイ！

産業経済部観光課 富士山・シティプロモーション推進室 0545-55-2958 0545-51-1997



37 富士市 ラジオエフ特別番組放送 平成26年6月22日（日）17時～18時 市内ほか ラジオエフスタジオと「富士山カンパイ！」会場からの生中継を交えた特別番組を放送する。 富士コミュニティエフエム放送㈱38 富士市 富士山百景写真展in町田 平成26年6月11日（水）～平成26年6月23日（月） 小田急百貨店町田店 富士市内から撮影した四季折々の富士山写真を展示する。 （一社）富士山観光交流ビューロー 産業経済部観光課 0545-55-277739 富士市 「富士山×絵葉書～平川コレクションに見る富士の姿～」展 平成26年4月19日（土）～6月22日（日） 富士市立博物館２階特別展示室 日本屈指の富士山絵葉書のコレクター・平川義浩氏の膨大なコレクションの中から、絵葉書の中の富士山の姿を紹介。 富士市立博物館 富士市立博物館 0545-21-3380 0545-21-3398 museum@div.city.fuji.shizuoka.jp40 富士市 第53回企画展「”富士山の下ふもとに灰はいを雨ふらす”～富士の噴火と古墳時代後期の幕開け～」展 平成26年7月12日（土）～10月13日（月祝） 富士市立博物館２階特別展示室 西暦450～500年頃におこった富士山の噴火は、今の静岡県東部の人々の生活に大きな爪あとを残しました。古代遺跡の発掘調査から、当時の人々の災害復興計画を推理していきます。 富士市立博物館 富士市立博物館 0545-21-3380 0545-21-3398 museum@div.city.fuji.shizuoka.jp41 富士市 「富士山東泉院の中世-六所家総合調査速報展-」 平成26年11月1日（土）～平成27年1月25日（日） 富士市立博物館２階特別展示室 博物館では、東泉院と六所家に関する資料調査を行っております。この展示会では、中世文書や富士山縁起の世界、東泉院の歴代住持などについて紹介。 富士市立博物館 富士市立博物館 0545-21-3380 0545-21-3398 museum@div.city.fuji.shizuoka.jp42 富士市 富士山ウィーク推進事業「古写真や絵画に見る富士山」展 平成27年2月21日（土）～3月1日（日） 富士市立博物館１階会議室 富士山の日をはさむ富士山ウィーク推進事業の一つとして、収蔵品の中から富士山が描かれた絵画や古写真を中心に紹介。 富士市立博物館 富士市立博物館 0545-21-3380 0545-21-3398 museum@div.city.fuji.shizuoka.jp43 富士市 常設展示「富士～信仰と登山」コーナー 通年 富士市立博物館２階第１展示室 富士山への畏怖、崇拝の心から始まった浅間信仰、その後の仏教の影響、山岳修験、明治の廃仏毀釈、観光登山といった富士山信仰や登山の歴史を、村山修験・大宝院修験関係資料、近世から近代に至る絵図や絵葉書・写真等で紹介。 富士市立博物館 富士市立博物館 0545-21-3380 0545-21-3398 museum@div.city.fuji.shizuoka.jp


