
  

    FUEFUKIGAWA FRUITS PARK                  Tokuwa Gorge 

 

Yamanashi City and its surrounding areas are unlike any place I have lived before in 

Japan. Far removed from the hustle and bustle of nearby Tokyo, the town greeted me with a 

warm friendliness and more relaxed atmosphere that is hard to find in larger cities. When I 

arrived in September, the area was at the height of grape season, and the entire area smelled like 

fresh produce. Nearby neighbors, more than happy to let me sample some, claimed their Kyoho 

grapes as the best in all of Japan (which is hard to argue against) while welcoming me into their 

community with kindness and sincerity. In my dual role as an ALT here, teachers and staff have 

gone the extra mile to help me integrate into their society while students constantly want to 

practice their English and learn about international cultures.  

 The citizens of Yamanashi City were also quick to share with me many of the pleasures of 

the area that even today seem like a small secret in Japan. The city is located in a mountain 

basin just north of Mt. Fuji and has some of the best natural scenic spots in the country. The 

Fuefukigawa Fruits Park has the most amazing night view of the entire basin, even being 

awarded the honor as one of Japan’s Top Three New Night Views. The area is about 79 acres 

consisting of fruit trees, greenhouses, museums, and parks inside spectacular, picturesque glass 

domes that I have never seen before in my entire life. Tokuwa Gorge is also another site that was 

absolutely amazing last autumn as I walked around the area looking at several waterfalls while 

the leaves changed colors and gently fell from their trees. I have only scratched the surface of the 

many areas around Yamanashi City, and am looking forward to the spring and summer months to 

explore more.  

 

Tsutsumigawa Onsen                                     “Houtou” 

 

 



        There were many places to see when I first came here, but I was also in search of a good 

bowl of ramen and wondered what the city’s specialty was. I thought it would be either that or 

soba, but imagine my curiosity when I see a noodle that says “Houtou” (ほうとう) instead; what is 

that? I have lived in Japan before, but have never come across it before. Houtou is a noodle made 

exclusively in the Yamanashi area and is somewhat similar to udon, but is thicker and almost 

always in a bean paste (味噌, miso) soup base instead of soy sauce or salt. One bowl is quite a lot 

to eat in the late summer when the temperatures were still quite warm, but now that it is winter 

houtou is great to eat in the cold and I try to have it whenever I can.  

 The winter here in Yamanashi City has been slightly cold, but compared to Sioux City is 

mild and enjoyable. I was told that the coldest it gets here at night is about -2/-3 degrees Celsius, 

but in Sioux City the temperature can be as low as -20 or more!  I will sometimes ask my fellow 

faculty/staff members if they want to go the beach in January; instead, they tell me to go to the 

next best thing about Yamanashi in the winter – a trip to a hot spring (温泉). This city is famous 

for the amount of options available to those looking to relax in the natural warm pools while 

taking in the scenery around them. Since I live in the northern part of Yamanashi City, it is easy 

for me to head over to either Hanakage (はなかげ) or Tsutsumigawa（つつみがわ) after work and 

soak any stress away. I just recently visited a hot spring above Fruits Park that could be on my 

list of Top 10 locations in all of Japan; Yamanashi City has so many options and things to do here! 

 

山梨市とその周囲の地域は、私が日本で住んだことのあるどんな場所とも違っています。  

東京の近くであるのにゆったりとしていて、大都市では見られない温かみと親しみやすさがあり、

リラックスした雰囲気で 、山梨市は私を迎えてくれました 。  

私が９月に（牧丘地区に）到着した時 、地域はブドウ（巨峰）の最盛期でした。そして、全域は

新鮮なブドウの香りがしていました。 

 近所の人たちは、日本で最高のブドウ（この意見に反対するのは難しいでしょう）を快く私に試食

させてくれると同時に、私をあたたかく彼らのコミュニティに迎え入れてくれました。 

山梨市では ALT とスーシティ市からの親善大使としての二つの役割がありますが、学生は勤勉に 

英語を勉強し、また国際文化を学んでくれていますし、同僚の先生達やスタッフの方々は、私が   

彼らの社会に溶け込めるようにと特別の援助をしてくれていますので、うまくいっております。 

 

山梨市民の方々も現代でも日本の小さな秘境に見える地元地域での、数々の楽しみを教えてくれま

した。 

山梨市はちょうど富士山の北側の盆地にあって 、日本で最高の自然景勝地がいくつかあります。 

笛吹川フルーツ公園の夜景は驚嘆すべき美しさで、日本三大夜景の１つとして数えられています。 

公園は約 79 エーカーで果樹、温室、博物館（くだもの工房）と公園からなり、絵のようなガラス

のドームは、私 が今まで見たこともなかった壮観なものです。 

昨年の秋、私は、徳和渓谷の周りのいくつかの滝を巡ってみました。紅葉が穏やかに色づき始めた

頃の徳和渓谷（山梨市三富地区）は、本当に美しかったです。 

私はまだ、山梨市の地域をぐるっと眺めただけですが、これから来る春や夏の季節に、より多くの  

探検をすることを心待ちにしています。  

 

最初に山梨市に来た時、山梨には訪ねるべき多くの名所旧跡がありましたが、私はまず、最初に  

美味しいラーメン屋さんと地元の名物料理をさがしました。 

 エッ？それってまたは、そば？？「ほうとう」と呼ばれる麺を見た時の私の好奇心を想像してくだ

さい。 



それ は、何ですか ？ 私は以前、日本に住んでいましたが、知りませんでした 。  

「ほうとう」は山梨地域 だけで作られる 麺 で 、「うどん」といくぶん似ていますが、 より厚く 、

そして、醤油または塩の代わりに、たいてい豆ペースト（味噌）の スープをベース に作ります。 

 気温がまだ高かった晩夏には、１人前はかなりのボリュームがあります。 

しかし、 冬の寒さの中で食べる「ほうとう」は格別で、私は食べられる機会がある時はいつでも   

食べようと思います。  

 

ここ山梨市の冬はいささか寒いですが、 スーシティ市と比較して穏やかですので大丈夫です。 

山梨市での夜の最低気温は摂氏およそ -2/3 度といわれていますが 、スーシティ市では 、最低  

気温-20 度以上の低温の時もありえます！  

私は、時々同僚や仲間たちに、１月(寒い季節)に暖かい海岸のあるところへ避寒に行きたいかどう

か質問します。 

彼らの返答は、「避寒旅行の次に良いこと、つまり、冬には山梨の温泉に入るといいよ。」 

山梨市には 景色の良い温泉がたくさんあることで有名です 。  

私は山梨市の北部に住んでいるので 、仕事が終わった後に「花かげの湯」や「鼓川温泉」で 温泉

につかりストレスを解消することは簡単です。  

つい最近、笛吹川フルーツ公園の上にある「日本でトップ 10」に入るロケーションの温泉を訪問し

ました。  

山梨市、ここにはバラエティに富んだ楽しみがたくさんあります！ 


