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ボランティアしたい人
してもらいたい人

そんな人 必見！！ ボランティアがしたい！
地域貢献がしたい！

ボランティアって何するの？
時間ができたから
何かしてみたいけど、
どうしたら
ボランティア活動が
できるの？

○○してくれるボラン
ティアを探しています。

ボランティアを
お願いしたいの
ですがどこに
頼んだらいいのか？

子ども達に
ボランティアを
体験してもらいたい。

一緒に活動する
仲間を増やしたい！

活動を広めたいＰＲしたい！

連絡先は最後のページにあります

何か地域で
手伝いたい！！



ボランティアしたい人
してもらいたい人

そんな人 必見！！ ボランティアがしたい！
地域貢献がしたい！

ボランティアって何するの？
時間ができたから
何かしてみたいけど、
どうしたら
ボランティア活動が
できるの？

○○してくれるボラン
ティアを探しています。

ボランティアを
お願いしたいの
ですがどこに
頼んだらいいのか？

子ども達に
ボランティアを
体験してもらいたい。

一緒に活動する
仲間を増やしたい！

活動を広めたいＰＲしたい！

連絡先は最後のページにあります

何か地域で
手伝いたい！！

『市民活動
　　・ボランティアセンター』

をもっと利用しませんか？

ボラセンでこんなことができます

・助けや手伝いが必要な人とそれを助ける人の引き
合わせができます！

・市民活動・ボランティア活動の情報発信の場、情報
交換の場として活用できます！

・交流の場としても活用できますので同じ思いを持っ
た仲間を見つけられます！

・それぞれの団体活動で打ち合わせスペースとして使
用することができます！

カラーコピー機も使用できます！
コピーカード（500円分）を購入する必要がございます。
白黒で片面120枚（600円相当）印刷できます。

［ カラー ］片面25円 両面50円

通称「ボラセン」
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生活支援
芦川の環境整備・植栽事業・高齢者のゴミ出し・
定期的な見回り等できることは何でも取り組み
ます。秋には芦川小学校にて行われる「ほかほ
か祭」にも参加しています。

介護施設利用者の散歩・かるた・カラオケに付
き添ったり、介護施設の祭に参加しています。
なごみの湯デイサービスや八代デイサービスの
依頼を受け利用者の買い物同行ボランティアを
行っています。

引越・片付・庭木の整理・家の簡単な整理など、
男手が必要なときにお手伝いします。市内の美
化活動・福祉祭りなどイベントへの参加協力な
ども手がけます。

「地域助け、人助け」をキャッチフレーズに女
性らしいきめ細やかな特性や技術を活かし、困
りごとへの支援を行っています。「女性の力を
借りたい」、「こんな困りごとがある」といった
方は一度ご相談ください。

私達は、空き家・休耕地問題、子育て支援・子
どもの貧困問題、生活困窮者自立就労支援、高
齢者・障がい者の共生社会活動、地域の課題解
決活動のような社会的問題に対し行政と住民を
結び、皆様が笑顔になれるようなことを企画・
運営していきます。

春日居で最も古いグループです。デイサービス
でのお茶出し・話し相手、敬老会でのおやつ作
り、外出支援など幅広く活動しています。春日
居町の行事へ積極的に協力しています。ボラン
ティアまつりではおいしい豚汁（無料）を担当
しています。 

芦川男衆ボランティアの会 石和個人ボランティア連絡会

ふえふき男衆ボランティアの会 ふえふき女衆ボランティアの会『ごきげんよう』

結の家―笛吹 山ゆりの会
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見守り・相談

認知症の人を抱える家族同士が一人で苦しむの
ではなく、遠慮なく何でも話し合うことができ、
互いに支えあう会です。話し合いの場にはいつ
も行政関係者の参加もあり、専門的立場から適
切なアドバイスも受けられます。また年間を通
し、相談活動や認知症への正しい理解を求める
啓発活動にも努めています。どうぞ認知症の人
と家族の会へお気軽にお声をかけてください。

心ならずも過ちを犯した人の立ち直りを支援
し、再犯を防ぐための支援をしています。住ん
でいる地域を単位とする全国組織で、他団体と
連携し、心豊かな社会づくりのための活動を続
けています。

※おかえりマーク
道に迷ったときなど、無事に家に帰れるように命を
守るマークとして、山梨県支部が作成したワッペンです。

すべての子ども達が、生き生きと自立へ向かっ
て成長できることを願って、登校拒否・不登校・
ひきこもりなどのことで、ひとりぼっちで悩む
親がなくなるよう、お互いを支えあい、励まし
あっています。一人ぼっちで悩んでいないで、
勇気を出してぶどうの会を訪れてみませんか？
どなたでも参加できますよ。

ピアカウンセリングサロンや茶話会を行なって
います。毎月第3土曜日は10：00～12：00「八
代働く婦人の家」でピアカウンセリングサロン
を、第 1月曜日は 13：00～ 16：30「市民活動・
ボランティアセンター」にて茶話会を開催して
います。

笛吹市精神障がい者のためのデイケアに、当事
者さんの仲間として参加。プログラムは料理教
室、ヨガ、絵手紙、美術館見学、カラオケなど、
メンバーさんと決めています。その他にもおさ
わぎ会、楽しいおしゃべりタイム、心の健康に
関するさまざまな学習会への参加、心の健康に
関する学習会等の企画・運営といった活動もし
ています。ちょっとしたサポート（例えば野菜
の作り方や書道等趣味の知識、調理など主婦の
知恵など）があれば当事者さんも地域で生活で
きるということを実感しています。

一宮に住むお年寄りが集まる会の取りまとめ役
が主な活動内容です。その他にも介護施設をま
わって慰労会や研修会を行ったり、小物を作っ
てお年寄りにプレゼントしたり、皆さんに負担
が掛からないようにできるときにやれることを
やっています。

認知症の人と家族の会
山梨県支部地域会さつきの会

一宮町更生保護女性会

いちのみやボランティアの会 心のボランティア ピアピア

ひだまり 山梨不登校の子どもを持つ親たちの会
笛吹支部（ぶどうの会）
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朗読

月初めの木曜日は先生から教わって勉強し、
第 3 木曜日は会員 5 名でわきあいあいと、朗読
に限らず勉強しています。

活動としては広報「ふえふき」を年 6 回録音
しています。隔月 1 回、第 2 火曜日に先生に
お願いして勉強会を開いています。

各所での読み聞かせ、イベントでの司会進行、
「声の広報」吹き込み。日頃は視覚障がい者の
皆さんを対象とした「声の広報」の作成に取り
組んでいますが、お声がかかればどちらへでも
出向きます。聴いていただいたり、皆で声を出
して読んだり楽しいひとときを共有しましょう。

平成 23 年度笛吹市社会福祉協議会主催の朗読
奉仕員養成講座受講生で立ち上げたサークルで
す。まだまだ自己学習中です！月 1 回先生をお
招きしてご指導いただいております。活動とし
ては、笛吹市の広報「ふえふき」を録音してい
ます。視覚に障がいのある方、ご高齢で文字が
読みづらい方などに少しでもお役に立てること
がありましたら、ご協力したいと考えています。

月 1 回の朗読研修会や、市の「広報 ふえふき」
や社協だより「かけはし」などを音訳し、視覚
障がいの方へ「声の広報」としてお届けしてい
ます。社協で行う行事や催しにも参加、協力し
ています。会員募集中です。朗読に興味のある
方！！連絡待っています。

乳幼児や 5 歳児検診、児童館、小学校、図書館
などで絵本の読み聞かせをしている会です。瞳
をキラキラ輝かして聞いてくれる姿に、いつも
元気をもらっています。絵本の世界は大人でも
惹かれます。是非皆さまも、もう一度絵本の
世界へ！！

はらぺこあおむし 朗読ボランティア ももの花

こだま（朗読） 朗読サークル 野の花会

朗読サークル みちくさ 朗読ボランティア さくら会
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朗読

防災・災害対応
災害救援に対するネットワーク作りや自主的な
防災活動を行うことで災害にも強いまちづくり
を目指しています。

『すけっこ』とは”助けっこ”のことです。
2011 年 3 月の「東日本大震災」で笛吹市内に
避難してきた人たちに、市内外から物資を集め、
被災者に生活物資を提供した「支援センター」
を閉めたあと、支援の継続を目指して結成され
ました。以降、主として、毎年の福島県広野町
の復興夏祭りに協賛したり、同町と大熊町の仮
設住宅で餅つき会を実施したりしました。また、
２０１６年の熊本地震を受けて、他団体ととも
に『被災者に山梨の桃をお届けして励まそう』
という取り組みに協力を続けています。

「声の広報」のふき込みを年に 7 回行っていま
す。その他にも 2 か月に 1 回、講師を招いて
読み方の確認をする朗読勉強会なども行ってい
ます。

笛吹すけっこの会 サポーター岡

朗読ボランティア 虹
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に『被災者に山梨の桃をお届けして励まそう』
という取り組みに協力を続けています。

「声の広報」のふき込みを年に 7 回行っていま
す。その他にも 2 か月に 1 回、講師を招いて
読み方の確認をする朗読勉強会なども行ってい
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防災・災害対応

子ども支援
放課後子ども教室（月～金）、学校教育支援と
して学校の学習活動の支援、夏休みなどに学習
教室の開催、安全確保の活動支援（下校時の安
全確保）など笛吹市の子どもの学習支援をして
います。

町おこしのイベントの企画や運営、町のイベン
トサポート、子育て支援活動として保育所の運
営といった活動を行っています。

「防災（減災）」を基本に「防災学習会・防災マッ
プ作り・避難所の検証・防災知識の普及、啓発・
もしもの大規模な災害への備え（自助努力）を
テーマに「防災・災害に学ぶ」ことから活動を
始め、「地域とのつながり」を意識して活動を
進めています。

無線による定期交信と情報交換、モーターパラ
グライダーによる飛行訓練、避難所運営訓練、
ＡＥＤ講習会。災害発生時に通信が途絶したこ
とを想定し、アマチュア無線による情報伝達を
行い市災害対策本部に提供します。また、モー
ターパラグライダーで上空から撮影した画像も
合わせて提供します。

素っ飛び会 ふえふき防災・災害ボランティアの会

Hope 笛吹 学びの広場 ふえふき
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子ども支援

障がい者支援

子育て支援センター「つどいの広場」・「きっず
いちのみや」と笛吹市ファミリーサポートセン
ター「ファミリーベル」を市からの委託を受け
て運営しています。平成 29 年 4 月からは一宮
児童館の指定管理となりました。

「のびのび育ってほしい」をスローガンに平成
30 年に設立。笛吹市に住む未就学児～中学生
までを対象に月に 1 回、不定期でイベントを
行っています。

障がい者やその家族に対する子育て支援及び療
育相談、成人後の後見事務等に関する事業を行
い、障がい者及びその家族がより良い地域生活
を営むための支援をしています。

ハンディのある子どもたちを対象に毎月 1 回音
楽療法、運動療法、音楽鑑賞、リズムテコンドー、
絵本の読み聞かせ等、講師を招いて活動してい
るサークルです。お母さん達とお茶をしながら
情報交換、悩み等をお話しする機会も作ってい
ます。見学大歓迎です！

NPO法人Happy Space ゆうゆうゆう のびっこの森

笛吹市障がい者を支える会 ありがとう のびのびきっず
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子育て支援センター「つどいの広場」・「きっず
いちのみや」と笛吹市ファミリーサポートセン
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て運営しています。平成 29 年 4 月からは一宮
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を営むための支援をしています。

ハンディのある子どもたちを対象に毎月 1 回音
楽療法、運動療法、音楽鑑賞、リズムテコンドー、
絵本の読み聞かせ等、講師を招いて活動してい
るサークルです。お母さん達とお茶をしながら
情報交換、悩み等をお話しする機会も作ってい
ます。見学大歓迎です！

NPO法人Happy Space ゆうゆうゆう のびっこの森

笛吹市障がい者を支える会 ありがとう のびのびきっず

手話

介護予防
高齢者の介護予防と健康づくり。具体的には笛
吹市社会福祉協議会の「やってみるじゃん」の
講師、福祉施設慰問、老人会の行事への協力、
市の介護予防教室の手伝い、色々な交流会への
協力。市シルバー体操養成講座を受講した一宮
地区在住者の集まり。真っ赤なユニホームがト
レードマークです。高齢者が健康寿命を長く維
持できるようシルバー体操、脳トレ、歌、ゲー
ム等を楽しく指導しています。毎回、活動の最
後に腹の底から笑うのも特徴です。

水曜日の午後 7 時 30 分～ 9 時の時間帯で、
ろう者（聴覚障がい者）との交流や手話学習を
春日居あぐり情報ステーションで行っています。

学習部は聴覚障がい者と手話に興味を持った人
の勉強会、レク部は年に 2 回、県立ろう学校の
寄宿生徒との交流会、広報部はふえふきの発行
といった活動をしています。

手話サークルふえふき 手話サークルかすがいてのひら

いちのみや笑顔おとどけ隊
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食の提供・見守り
私達は八代町で一人暮らしの高齢者や障がいの
ある方に月 1 回のお弁当と年末にはおせちを作
り、見守り活動をしながら届けている団体です。
ふれあい祭りに参加し、五目おこわやおでんの
販売をして、おせちの材料費に充てています。
皆和気あいあいと楽しく活動しています。お弁
当作りで料理も覚えられますよ♪興味のある方、
一緒に活動してみませんか？待っています☆

笛吹市内で施設や保育園を訪問して古典芸能を
披露しています。

月に 1 回、甲府市内の高齢者施設を訪問して
キーボードの演奏をしています。

芸能

ボランティア ひまわりの会

二林会 まゆみ会
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食の提供・見守り
私達は八代町で一人暮らしの高齢者や障がいの
ある方に月 1 回のお弁当と年末にはおせちを作
り、見守り活動をしながら届けている団体です。
ふれあい祭りに参加し、五目おこわやおでんの
販売をして、おせちの材料費に充てています。
皆和気あいあいと楽しく活動しています。お弁
当作りで料理も覚えられますよ♪興味のある方、
一緒に活動してみませんか？待っています☆

笛吹市内で施設や保育園を訪問して古典芸能を
披露しています。

月に 1 回、甲府市内の高齢者施設を訪問して
キーボードの演奏をしています。

芸能

ボランティア ひまわりの会

二林会 まゆみ会

芸能

一般的に新舞踊と呼ばれ、民謡や歌謡曲などに
合わせて踊るわかりやすい日本舞踊の踊りを福
祉施設、敬老会、ふれあいサロン、お祭り行事
などで踊り、観て下さる皆様にも参加していた
だき踊らせていただいてる私たちも互いに楽し
い時間を共有できるような活動を目標としてい
ます。

月に 4～ 5 回程度、笛吹市等の介護施設（寿
の家、サンクール石和、キッズ八代、花の丘た
ちかわクリニック、なかみちの里）などを訪問
して童謡を披露しています。

依頼があった行事に参加。大正琴、オカリナ、
電子ピアノなどの楽器演奏に合わせて、お配り
した歌詞カードに添って皆さんと唄います。

町文化祭、市文化祭への毎年の参加（区民祭り、
敬老会、施設等での演奏活動）。石和町文化協
会に所属し、農家の主婦を中心に結成されたグ
ループです。みんなで楽しくがモットーです。
農繁期はお休みしていますので、秋から春の期
間の活動になります。声をかけていただければ、
演奏にうかがいます。

いさわマンドリンクラブ 演奏グループピーチーズ

境川童謡の会 葉月会
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芸能

「オルオハナ」はハワイの言葉で「暖かい家族」
を意味します。フラダンスだけではなく、オカ
リナの演奏・歌・手遊びなど観ている方が本当
に驚くマジックや元気が出る銭太鼓の演奏な
ど、1 時間ほどの内容でプログラムを作ってい
ます。

笛吹市や甲府市にある高齢者施設やサロンで三
味線や太鼓、銭太鼓の伴奏で民謡を披露してい
ます。2016年に団体を創立し、現在のメンバー
は６人です。

デイサービスセンターの誕生日会やクリスマス
会で童謡を披露しています。その他にも春日居
町にある小川正子記念館で開かれるイベントに
毎年参加するといった活動もしています。

ボランティア活動に活かせる腹話術を学びま
す。高齢者施設、保育園、学校、病院施設等を
訪問し笑いと元気を届けます。老化予防と高齢
者の生きがいづくりにぴったりの腹話術を笛吹
の皆さんと楽しみたいと思います。恥ずかしが
り屋さんや引っ込み思案の人も、もう一人のは
じけたい自分を引き出すことができます。ぜひ
ご一緒に腹話術を体験してみませんか。

日本腹話術師協会 笛吹チャターズ 童謡を歌う会 ふるさと

オルオハナ ボランティアの会「心」
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町にある小川正子記念館で開かれるイベントに
毎年参加するといった活動もしています。

ボランティア活動に活かせる腹話術を学びま
す。高齢者施設、保育園、学校、病院施設等を
訪問し笑いと元気を届けます。老化予防と高齢
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り屋さんや引っ込み思案の人も、もう一人のは
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その他

境川にある俳人飯田蛇笏、飯田龍太の生家「山
廬」を、周辺の自然環境の整備をしつつ、俳句
文学を中心とした活動拠点とするための非営利
組織です。「山廬」の保全・維持管理と文化の
熟成を目指しています。

飼い主のいない猫を増やさないため、去勢不妊
手術のための捕獲のお手伝いや、猫に関わる人
間の問題を解決に導くお手伝いをしています。
団体へのコンタクトは笛吹市役所 環境推進課
を通してとなります。
※猫の引き取りはしておりません

本会は、各地域の老人クラブ連合会が連絡を取り
合っています。高齢者の皆さんが、自主的に集ま
り、スポーツ、文化、レクリエーション活動など
を通じて、楽しい仲間づくりを進め、生き甲斐と
健康づくりや生活を豊かにする楽しい活動を行っ
ています。
　また、社会奉仕やボランティア活動などを通じ
て、地域を豊かにする社会活動も行っています。

新たに創業を目指す人、なにか仕事をしたい人
を支援する、インキュベーション機能のあるコ
ミュニティスペース。キッチンとサロンを併せ
持ち、コワーキング（共同の事務所）利用も可能。
マスコットキャラクター”ケロネコクン”の名
を冠した「ケロネコクン事業部」4 人が活動中
です。

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、日中独
居高齢者、障がい者などどなたでも、行政や社
協との連携のもと、「話し相手が必要な方」には
訪問し話し相手になっています。ボランティア
に興味のある方 !! 連絡を待っています。

秋の福祉健康祭りに向けて、バザー用物作りに
取り組んでいます。御坂地域にお住まいのもの
づくり大好きな皆さん、一緒に作品を作りなが
ら交流を深めませんか。見学可能です、お友達
を誘ってよろしくお願いします。

一般社団法人 山廬文化振興会

女性物作りグループ

傾聴ボランティア赤ずきん

Kaeru Power Plant 運営委員会

笛吹市老人クラブ連合会

野良猫TNR活動ボランティアグループ
NOMORE ALLEY CATS
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その他

早川徳次ふるさと後援会は 2017 年に発足しま
した。地元出身の早川徳次の功績紹介と地域振
興を目的に活動しています。早川邸は「早川家
住宅主家」として国の登録有形文化財に選ばれ
ており、後援会が年に 2 回開く見学会では、普
段は非公開の邸内を見ることができます。

平成 13 年より開始し、参加人員は変わりまし
たが現在 8 名が活躍しています。活動内容は、
毎日会員が交替して JA ふえふき石和支所前の
花壇に水やりをしたり、毎月第 1 土曜日に草取
りや剪定、年に 2 回花を植えるといった活動を
しています。

地域資料をデジタル化して保存する活動を行っ
ています。また、山中湖の図書館を指定管理者
として運営をしたり、図書館で保存されている
資料をデジタル化して納品をするという活動も
行っています。

笛吹市内の史跡・文化財・観光施設・観光農園・
ワイナリー等のガイドといった活動を行ってい
ます。

甲斐国の PR、観光推進、地域活性化、歴史文
化伝承の為、信玄公ゆかりの寺社仏閣、企業、
行政、武田家旧温会の皆様と手を携え山梨県内
より有志で集まり活動中です。

山梨県うらおもてなしおもてなし
武将隊風林火山甲陽戦国隊

ボランティアガイド笛吹

地域資料デジタル研究会さざんかの会

早川徳次ふるさと後援会
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個人登録者
現在、下記のようなボランティアを行える個人登録者がいます。「教えられる」、「一緒に
活動できる」、「披露できる」個人登録者がいますので、ご要望に応じてご依頼ください。
また市内でボランティアとして活動できる特技をお持ちの方は、当センターに登録して
ボランティア活動をしてみませんか？まずはお問合せください。

個人登録者

物作り バルーンアート、お菓子作り、折り紙、押し花、編み物

スポーツ バスケットボール、バレーボール、ウォーキング

その他 野外活動アドバイザー、英語、手遊び、絵画、ビデオ撮影、美容師

教えられます 一緒に活動できます 披露できます

バルーンアート
○ ○ ○

○ ○ －

折り紙
○ － －

押し花
○ － －

編み物
－ ○ －

バスケットボール
○ － －

バレーボール
○ － －

ウォーキング
－ ○ －

お菓子作り



個人登録者
教えられます 一緒に活動できます 披露できます

野外活動
アドバイザー

○ － －

英語
○ － －

手遊び
○ － －

絵画
－ ○ －

ビデオ撮影
○ 撮影依頼は応相談です。

美容師
依頼があれば、無料でカットします。

※派遣の範囲、詳細等はご相談ください。
※材料費等がかかる場合があります。

市民活動やボランティア等に関する事であればどんな活動でも構いません！！
取材した内容は、市民活動支援課が運営するポータルサイト「よっちゃば
るネット笛吹」に掲載します！！
情報誌やポータルサイトでメンバーを募集もできます！
活動取材や掲載されている団体に関することなど、気になることがありま
したら市民活動支援課担当までご連絡ください。

問合せ
笛吹市役所　市民活動支援課　市民活動支援担当
笛吹市石和町市部 809-1　市民窓口館３階
TEL：055-262-4138　FAX：055-262-4148
E-mail：shiminkatsudoh@city.fuefuki.lg.jp

皆さんの活動を
取材させてください！！

定期的な活動
はありません

か？
イベントのご予

定はありません
か？

笛吹市市民活動支援サイト

よっちゃばるネット笛吹
に掲載しませんか？
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笛吹市内を中心に活動している市民団体を支援するポータルサイトです。
本サイトに登録していただくと、団体の活動紹介やイベント告知、ボラ
ンティア募集など、様々な情報を掲載することができます。

登録団体募集中！！

笛吹市市民活動支援サイト
「よっちゃばるネット笛吹」

FUEFUKI CITY

パソコン操作が苦手な方もご安心ください！！

★よっちゃばるネット笛吹とは・・・

団体のホームページとして活用してみませんか？

操作方法など、分からないことがあれば
随時お手伝いいたします。

詳しくは、笛吹市役所 市民活動支援課 市民活動支援担当までお問合せください
問合せ

笛吹市役所　市民活動支援課　市民活動支援担当
笛吹市石和町市部 809-1　市民窓口館３階
TEL：055-262-4138　FAX：055-262-4148
E-mail：shiminkatsudoh@city.fuefuki.lg.jp
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FUEFUKI CITY

利用についての詳細は、別添資料「利用の手引き」をご覧ください。

利用団体登録届の様式は、市のホームページ及び市民活動・地域づくり支援サイト「よっちゃばる
ネット笛吹」の市民活動支援課のページから入手できます。

(2)市では、届出の内容を審査し利用団体として認めるときは、利用団体登録証を交付します。

(1)よっちゃばる広場を利用するには、あらかじめ利用団体登録届により届出が必要です。登録届
に活動目的や内容の分かる資料(会則・総会資料・チラシ・パンフレットなど)を添付して、市民活
動支援課に提出してください。

◆利用するには「利用団体登録」が必要です

市民活動サロン「よっちゃばる広場」を利用できる団体は、笛吹市民などが中心となって運営し、笛吹市
に活動拠点を設けている公益性のある活動を行う団体で、活動内容が公開できる団体です。

◆利用できる団体

市民活動サロン
「よっちゃばる広場」

のご案内
市民の皆さんの自主的で公益的な活動を支援し、さまざまな分野の市民活動が活発に行われる
ように、市民活動団体が無料で利用できる打合せ ( 会議 ) スペースとして、御坂農村環境改善セ
ンター ( 笛吹市御坂町栗合 374) 内に市民活動サロン「よっちゃばる広場」を開設しています。
団体活動の活性化を図る場所としてご活用ください。



笛吹市　市民活動・ボランティアセンター
住　所：笛吹市八代町南917
ＴＥＬ：055-234-5100
ＦＡＸ：055-234-5130
開所日：月～金曜日
時　間：午前8時30分～午後5時15分
休館日：土・日曜日・祝日・年末年始

R20

蛍見橋

万年橋

石和橋

鵜飼橋

八代南
笛吹川

森の上

至 芦川

笛吹市　市民活動・
ボランティアセンター

（八代庁舎内）

至 一宮

至 甲府

笛吹市役所

至 石和温泉駅

アクセス


