
 Spring is finally here! After an abnormally cold winter in Yamanashi City, the 

temperatures are warming up, paving the way for one of Japan’s most treasured annual 

pleasures – the viewing of “sakura” (桜), or cherry blossom trees. The residents of the 

city tell me that most Japanese regard this time as the true beginning of spring when 

they can head outside and spend time admiring the beautiful pink petals blooming from 

the trees.  
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There is a poetic beauty about this time because the viewing season known as 

“hanami” (花見) is quite short. Sakura trees bloom for little more than a week so 

everyone tries to see them as much as possible. In the city, the best places to view cherry 

blossoms are in Manriki Park and in Fruits Park high up in the mountains. In Manriki, 

I walked the long trails surrounded by dozens of sakura trees all in their natural beauty 

while listening to the sounds of nature and children laughing and playing. Many people 

put down tarps under the trees and sat there for entire afternoons just enjoying the 

scenery amidst the smells of barbeque and in the company of friends. I later went up to 

Fruits Park where I saw the entire city encapsulated by the natural beauty of the 

sakura with Mt. Fuji as a complement in the background. It was a truly magnificent site, 

and one I had never seen until I came to Yamanashi City. 
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The arrival of spring brings cherry blossoms to the area, but it also brings 

another fascinating part of local culture – samurai! From the beginning of April, the 

Yamanashi region has several festivals dedicated to perhaps its most famous resident, 

Shingen Takeda. Mr. Takeda was a former regional governor and military strategist in 

the 1500s that shaped the region to how it is today. Cities in the area send delegations 

to the capital of Kofu to participate in a massive parade celebrating the life of one of the 

most important figures in Japanese history. The Yamanashi City delegation first starts 

at Oimata Kubohachiman Shrine to receive a blessing from a priest before heading to 

Kofu. Each member wears samurai uniforms similar to those living during Takeda’s 

time. I thought it was amazing to see so many people dressed up! I took various pictures 

with the Yamanashi City “army” and talked with the mayor about our experiences here. 

I am looking forward to next year already when I get to wear all of the cool equipment!  
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ようやく春になりました！ 

特別に寒かった今年の山梨の冬が去り、気温は上がっています。そして日本の

年１回の楽しみ―そうです、お花見の季節がやってきます。 

お花見の時期は春の始まりで、外に出て桜の花を観賞して時を過ごしますよ

と、山梨市民の皆様から言われました。 

 

花見の時期は非常に短いので、ゆえに、詩的な美しさがあります。桜の花の

開花期間は１週間と短いので、人々はこの時期にできるだけ多くの桜を 

鑑賞しようとします。 

山梨市で一番桜が美しい場所（私のお薦めの場所）は、万力公園と 

高台にある笛吹川フルーツ公園です。 

私は、万力公園の自然の美しい桜並木を歩きながら、自然の作り出す音や 

子供達が遊んだり、笑ったりする声を聞きました。多くの人は桜の木の下に 

シートを敷き、午後いっぱいそこに座り、桜を眺めたりバーベキューの匂いに

文句を言ったりして友人達と過ごします。 

私は、万力公園を訪れた後、笛吹川フルーツ公園へ行きました。そこでは、

富士山を背景に市全体が美しい桜に包まれた光景を見ました。実に素晴らしい

風景でした。このように美しい風景は、山梨市に来る前には見たことも 

ありませんでした。 

 

春がこの地域に桜を運んできます。春は桜の他にも魅力的な地元の文化も 

運んできます。それは、サムライです。 

山梨では４月の初旬から武田信玄（多分地元では１番の有名人）に関する 

様々なお祭りが行われます。武田信玄は１５００年代に現在の山梨を 

作り上げた、この地域の武将です。 

山梨県内のそれぞれの市（や会社）から県庁所在地の甲府市へグループを 

送り、歴史上最も有能な武将の１人である武田信玄を祝う盛大なパレードに 

参加するのです。 

山梨市の参加グループ（山梨市消防団）は、甲府市に向かう前に 

窪八幡神社に集まり神主さんからお祓いを受けます。 

参加者は、武田信玄の時代と同じサムライの衣装に身を固めます。当時の 

衣装を身に付けたたくさんの人達を見て、素晴らしいと思いました。私は、 

当時の衣装を身に付けた山梨市からの参加者達の写真を沢山撮りました。 

また、ここでの素晴らしい経験を竹越市長に伝えました。 

私も来年は、当時の衣装を身につけて参加できることを楽しみにしています。 

 


