--- 第 1４期 １０号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報

平成 2５年３月３１日

■事務局より。
神代桜が見頃のようですね。各地から例年よりだいぶ早い桜の開花情報が伝わってきます。予定
されている幾つかの花鑑賞ウオークが心配ですが、まぁ、こういう年もあるということで、
「花
より団子」に切り替えて歩きましょう。ウオークの楽しみ方は無限ですから。
さて、今年は当会の役員改選の年です。現会長の和田さんが「もう年だから」とおっしゃって、
どなたかに代わってもらたい意向がおありのようです。事務局としては「そうおっしゃらずに」
と続投を期待するところですが、どなたか立候補される方がいらっしゃれば、和田さんも肩の荷
が下りるだろうと思われます。
そこで、皆さんから「自薦」
「他薦」
「続投希望」などのご意見を頂戴しようと思います。６月の
総会までには決めなければいけませんが、この会報につけた「投票用紙」に皆様のお考えを記入
し、なるべくはやめにＦＡＸで事務局までお出しください。次の会報で集計します。他薦の方が
いらっしゃればご本人の意向をお伺いし、承諾下されば発表いたします。自薦（立候補）の方を
含め、それらの方々が複数であれば投票となります。
なを、会員の皆様方に「会長職」というものの役割を今一度ご理解頂きたいのですが、当会のよ
うな趣味の会にあっては「会長」といえど何の責任も権力も決定権もありません。何かを決定す
るのはあくまで毎月の月例会（理事会）です。例会に必ず出席しなければいけない等、一切のし
ばりはありません。それは副会長も同じことです。あくまで一般会員と同じ「責任」です。県協
会やＪＷＡ等の行事に出席しなくてはいけない時などに当会の代表として出ていただいたり、
対外的な事柄が発生した時に顔を出していただいたり名前を貸していただいたり、という役割
を担っていただくのが本来の役割です。対内的な事柄は理事会や例会担当の方々が担って下さ
っているので心配はいりません。
「会長」になるといろいろ大変だと思われる方が多いので、わ
ざわざこんなことを書かせて頂きました。
というわけで、どなたも安心して(^̲^;)立候補してください。宜しくお願い致します。
アンケート用紙は最終ページに記載してあります。ＦＡＸ送先は事務局多賀 0551-32-6877 で
す。
--------------------------------------------------------------------------------------------------【４月の行事詳細】
■4 月 1 日(月) 月例会 三分一湧水館 10：00
■4 月 12 日(金) 桃の花ウオーク(山梨市)
・開催日 2013 年 4 月 12 日(金)
・コース 山梨市駅～かのがわ古道～根津記念館～永安寺～金桜神社～笛吹川フルーツ公園
（昼食）～窪八幡神社～万力公園～山梨市駅
・見 所 ピンクに染まる桃の花を観賞します。コースはフルーツ公園までは軽い登り、昼食後
は駅まで下っていきますが、中腹から見るピンクの絨緞の如き眺めは一見の価値あ
り。
・集 合 山梨市駅前 9：10 （上り 小淵沢 8：01 発）
（下り 高尾 7：27 発）
・解 散 山梨市駅 14：30 頃
・距 離 約 12ｋm
・参加費 会員 300 円 一般 500 円 （義援金は任意）
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・持ち物 雨具、飲み物、弁当、ウォーキングダイアリー
・担 当 小塚 090-2175-0426
・その他 昼食場所のフルーツ公園には、食事処が二か所ある（大戸屋と軽食喫茶）シーズン中
（4 月）予約はできないが、利用可能。
■4 月 15 日(月) 信玄・川中島への道 第 3 回(JR 韮崎駅～JR 日野春駅)
第３回目は韮崎駅から日野春駅までを歩きます。途中の新府桃源郷は４月中旬に辺り一面がピ
ンク色に染まります。また、河西ワイナリーではワインの試飲も楽しめます。
・コース 韮崎駅～平和観音～韮崎中央公園（トイレ）～光明寺～新府城址（トイレ）～新府桃
源郷～河西ワイナリー～穴山駅（昼食・トイレ）～廃軌道～日野春駅
・集 合 韮崎駅 ＡＭ9：30（小淵沢発 8：58 甲府発 9：16）
・距 離 約 17ｋm
・解 散 日野春駅 ＰＭ2：30 予定
・参加費 会員 500 円 一般 1,000 円
・持ち物 弁当 飲み物 雨具 ウオーキングダイアリー等
・担 当 リーダー 田中憲（090 8592 1379） サブ 田中哲
・その他 ＪＲダイヤ改正で時刻表変更あるかも
■4 日 18 日(木) 我が町シリーズ・長坂編
・コース
長坂駅～穂見神社～妙要寺～龍岸寺～建岡神社～長坂町総合スポーツ公園(昼食)
～越中久保池～八ヶ岳パーキング～清光寺～長坂湖(牛池)～長坂駅
・集 合 長坂駅 9：10
・解 散 長坂駅 15：00 頃
・距 離 約 14km
・持ち物 お弁当 雨具 飲み物 ウオーク手帳
・参加費 会員 ￥300 一般 ￥500 (義援金任意)
・担 当 市川
サブ 岩田(い)
■4 月 20 日(土) ※「津金三代校舎と鏝絵（こてえ）の里」 北杜 24 景フットパス
明治・大正・昭和、それぞれの時代の学校が残る貴重な「三代校舎」と、蔵の町「津金」の鏝絵
を鑑賞しながら歩きます。
［日
時］平成 25 年 4 月 20 日(土)午前 9 時受付
［受付場所］三代校舎駐車場
［参 加 費］500 円
●お申込み：北杜市教育委員会生涯学習課 TEL0551-42-1373
●問合せ：八ヶ岳歩こう会 TEL0551-32-5888
・当会会員は参加費無料、押印を致します。
・アンカーや車誘導等のお手伝いをお願い致します。8：30 にご集合下さい
■4 月 24 日(水) 高尾 桜・さくら・サクラ ウオーク
高尾にある多摩森林科学園の桜保存林の遊歩道を歩きます全国の桜 250 種類、1700 本が植え
られています遅く咲くちょっと珍しい桜をみたいと思っています
・開催日 2013 年 4 日 24（水）
・コース 高尾駅～多摩森林科学園(桜保存林見学、昼食) ～多摩御陵～綾南公園～高尾駅
・集 合 JR 中央線高尾駅 北口 9：45 (小渕沢 7：12、甲府 7：51、高尾 9：41)
・解 散 高尾駅 １４：45 予定
・距 離 12km
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・持ち物
・参加費
・担 当
・その他

弁当 飲み物 雨具 ダイアリー
参加費 300 円 一般 500 円 他に科学園入場料 400 円
進藤(0551-36-2369)
電車が 6 両なのでできるだけ 3 両目より後ろに乗って下さい、高尾駅で後ろ方向に
降りるとトイレ、売店があります。季節のおにぎり パンが高尾駅の売店でかえます。
駅前にコンビニもあります
■4 月 27 日(土) 大深山遺跡(おおみやまいせき)と川上犬の里ウォーク
大深山遺跡は縄文中期の遺跡で標高 1300m の台地にあり、遺跡としては国内で最高所と言わ
れています、出土した土器、石器は数万点に及び、主なものは文化センターで展示保存していま
す。
古来より純血を保ちながら飼育されて来た川上犬、森の交流館内の川上犬展示舎で触れ合うこ
とができます。
？十年前にこの川上村に嫁に来た YH さんの案内で川上村を歩いてみませんか。
・コース 信濃川上駅（トイレ）～大深山遺跡（昼食、トイレ）～川上村役場（トイレ）～川上
犬展示舎～文化センター～信濃川上駅（トイレ）
・集 合 小海線信濃川上駅 10 時 40 分
小海線 小淵沢発 9:57～甲斐大泉 10:14～信濃川上 10:39)
・解 散 信濃川上駅 16 時半頃
(小淵沢行き 信濃川上 16:44～甲斐大泉 17:14～小淵沢 17:30)
・距 離 約 15ｋm
・持ち物 弁当 飲み物 雨具 ウオーキングダイアリー等
・参加費 会員 ￥300 一般 ￥500 (義援金任意)
・担 当 リーダー 穂阪 サブ 大嶋
・その他 帰りの時間が変更になっています、ご注意ください。
■4 月 29 日(月) 御嶽道(観音様と饅頭峠)ウォーク
古くから甲斐の金峰山は信仰の山で、各地からそこに至る道は御嶽道として知られてい ます。
今回は須玉の若神子口の御嶽道の一部を歩きます。 一丁ごとに古い観音様が迎えてくれます。
饅頭峠は弘法大師ゆかりの伝説のある静かな峠です。旨くいけば山桜が楽しめるかも。
・開催日 ４月２９日（月） 昭和の日
・コース ハイジの村（トイレ） → 御嶽道 → 音事協の森 → 一の鳥居 → 饅頭峠
（昼食） → 茅が岳登山口 → 桜並木 → ハイジの村
・集 合 ハイジの村前駐車場 ９：３０
参考：茅が岳みずがき田園バス 韮崎駅 ８：５０ → ハイジの村 ９：１４
・解 散 ハイジの村前駐車場 １５：００ （予定）
参考：茅が岳みずがき田園バス ハイジの村 １５：１９ → 韮崎駅 １５：４５
・距 離 約 11ｋｍ
・持ち物 昼食、飲みもの、雨具、ウォーキング手帳
・参加費 会員：３００円 非会員：５００円 義援金は任意
・担 当 最上 080-3253-8113 小林（光）
・その他 軽ハイキングになりますので、しっかりめの靴がお勧めです。
（コースは森の中、山の中です。途中にトイレはありません。
）
--------------------------------------------------------------------------------------------------【5 月の行事詳細】
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■ 5 月 1 日(水) 諏訪湖湖畔・七福神巡りウォーク（ＮＯ２）
諏訪湖を囲む七福神巡りウオークの第二回目です。岡谷駅をスタートして上諏訪駅までの３つ
の寺と諏訪大社下社春宮・秋宮などを巡ります。
・コース 岡谷駅～小口薬師堂～平福寺（寿老尊）
（トイレ）～諏訪大社下社春宮（トイレ）～
諏訪大社下社秋宮（恵比寿天）
（トイレ）～宮坂商店付近など（昼食）～温泉寺（布
袋和尚）
（トイレ）～教念寺（弁財天）～酒蔵（舞姫・麗人）～上諏訪駅
・集 合 岡谷駅 ＡＭ8：45 （甲府 7：25 穴山 7：46 小淵沢 8：04）
・解 散 上諏訪駅 ＰＭ2：45 （塩山行き 3：04）予定
・距 離 約 15Ｋｍ
・持ち物 弁当 飲み物 雨具 ウオーキングダイアリー
諏訪湖畔七福神巡りマップ（1 回目参加者）
・参加費 会員 300 円 一般 500 円
・担 当 田中憲（090 8592 1379） サブ：進藤
・その他 昼食は宮坂商店などでも取れます。
■5 月 7 日(火) 月例会 三分一湧水館 10：00
■5 月 12 日(日) 「第 8 回北の杜ふるさとウォーキング in 白州」 北杜 24 景フットパス
名水公園べるが周辺や駒ヶ岳神社を散策するコースから、日向山山登りを楽しむコースなど、白
州の名水や名山を楽しめるコースです。
*石尊神社コース 14 キロ
*駒ケ岳神社コース 7 キロ
*名水コース 2 キロ
*日向山登山コース(定員 50 名)
［日
時］平成 25 年 5 月 12 日(日) 午前 9 時受付
［受付場所］白州・尾白の森 名水公園べるが
［参 加 費］中学生以上 1000 円、小学生 500 円 未就学児無料 （昼食・参加賞・保険料含）
●申込み・問合せ：北杜市教育委員会生涯学習課内 北杜市スポーツ推進委員協議会事務局
TEL0551-42-1373 FAX0551-42-1124
■5 月 13 日(月) 第４回 信玄・川中島への道(JR 日野春駅～JR 甲斐小泉)
棒道の起点と終点には諸説あるようですが、私は若神子から大門街道の入口（芹ケ沢または湯
川）までが尤もらしいと思っています。この会から 3 回に分けて棒道と思われるコースを歩き
ます。
今回は小荒間まで、日野春から若神子城址までは若干のアップダウンがある山道を中心に歩き
ます。
若神子城址から熱那神社を経て、県道 28 号高根西小入口交差点あたりまではほぼ真っ直ぐに北
に向かう緩やかな上りで棒のように真っ直ぐだから棒道というのを納得したくなる道です。
その先逸見神社あたりまではほぼ北北西に進みます。ただしただ北北西というより、北へ北へそ
の次西へ、また北へ北へ、西へという感じ。西へ行く時は平坦、北へは緩やかな上りという八ヶ
岳南麓の典型的な勾配が続きます。このあたり道祖神やら、庚申塔など古そうな石仏が時折出
現、古い道という感じがします。
逸見神社の先はまたほぼまっすぐ北に向かう上り、県道 608 号を越えたあたりから、観音像が
現れます。なぜか 2 番の次が１番．
．
．小荒間の手前が西国 23 番となっています。
・コース 日野春駅(トイレ) ～ 若神子城址（トイレ） ～ 熱那神社（トイレ） ～金生遺跡(お
弁当・トイレ) ～ 逸見神社 ～ 甲斐小泉駅（トイレ）
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・距 離 約１８ｋｍ
・集 合 中央線・日野春駅 8：30
(上り)小淵沢駅 8：01 発（8：13 日野春駅着）の電車をご利用下さい。
(下り)甲府駅 7：50 発（8：28 日野春駅着）の電車をご利用下さい。
・参加費 会員 500 円(義援金は任意) 一般 1000 円
・持ち物 弁当 飲み物 雨具 保険証 ウォーキング手帳など
・担 当 リーダー：大嶋 サブ：未定
・その他 少しですが整備されていない林道や山道を歩きます、しっかり目の靴がお勧めです。
開催日までにまだ時間があります、電車の時間はダイヤ変更になる可能があります、
ご注意ください。
■5 月 16 日(木) やまなしの木ウォーク
山梨の県名の由来になったともいうやまなしの木。
なぜか長野県側の野辺山にたくさん生えています。その花が一斉に咲くのが例年ゴールデンウ
ィークの翌週くらい。木全体が真っ白に化粧しますので良くわかります。そんなやまなしの木の
花を見ながらのんびり野辺山高原をウォーキングしましょう。
＊注意 今年の春は暖かいので状況により一週間早める可能性もあります。
・コース 野辺山駅～有名だったやまなしの木～野辺山小学校（通過）～ふれあい公園（トイ
レ・昼食）～開拓記念碑～最も元気なやまなしの木～ＪＲ最高地点（トイレ・休憩）
～野辺山天文台（トイレ）～野辺山駅
・集 合 野辺山駅 10 時 30 分(小海線 小淵沢発 9：57 甲府 8：53)
・解 散 野辺山駅 15 時 25 分(予定)
・距 離 約 18km
・持ち物 弁当 飲み物 雨具 ウオーキングダイアリー
・参加費 会員 300 円 一般 500 円
・担 当 中川弘一（090-2771-8753）
・その他 昼食は持参してください。
■5 月 18 日(土) ※満足屋第 10 回信玄堤ウォーク 満足屋竜王 10：00 進藤
■5/25(土)～26(日) ※高原サイクリング 中川
■5 月末 千曲川源流ウォーク 6 月に延期
--------------------------------------------------------------------------------------------------【6 月の行事詳細】
■6 月 5 日(水) 定期総会
■6 月 6 日(木) 途中はパブだ！ 風路
■6/8(土)～9(日) ※スリーピーク八ヶ岳トレラン
■6 月 9 日(日) ※小淵沢町フットパス・信玄棒道/八ヶ岳トレラン実行委員会
■6 月 10 日(月) 第５回 信玄・川中島への道(JR 甲斐小泉～八ヶ岳美術館)
(バスウォーク申し込み制／帰りのみバス)
■6 月 12 日(水) 小淵沢大曲稲絵アート周辺ウォーク 進藤
■6 月 15 日(土 ※大泉町フットパス/谷戸城址と金生遺跡
■6 月 19 日(水) 甘利山～千頭星山ウォーク (リーダーの都合により中止いたします。)
■6 月？日 千曲川源流ウォーク 穂阪
--------------------------------------------------------------------------------------------------【月例会】
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・月例会は毎月一度の話し合いの場です。どなたも歓迎ですのでご参加下さい。
【例会参加者へ】
・特に表記のない例会は、雨天決行です。
・特別の場合を除いて事前申し込み不要です。
・例会は、どなたも参加できます。
・
（下見）とある例会も本番同様進行します。ご遠慮なく参加お願いいたします。
・会員は会員証とウオーキング手帳を御持参を下さい。(貰っていない方は事務局へ)
・タイトルの前に※があるのは当会主催ではありません。
他会主催の場合の詳細はそれぞれの主催者にお問合わせ下さい
・例会についての質問は、担当者名が掲載されていればそこへ。それ以外は事務局へ。
八ヶ岳歩こう会事務局 ／ 多賀純夫 電話 0551-32-5888 ＦＡＸ 0551-32-6877
■６月総会役員改選にともなうアンケート ＦＡＸ送先は事務局多賀 0551-32-6877
・立候補（ご自身のお名前） 〔
〕
・推薦者（推薦する方のお名前）
〔
〕
貴方のお名前
〔
〕
※投票になった場合は次号で無記名投票用紙を付けますのでよろしくお願い致します。
・その他なんでもご意見を。
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