--- 第 1５期 １号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報

平成 2５年６月３０日

■新会長挨拶
ウォ―キングの途中、紫陽花の花が雨に美しく濡れて咲いているの見かけるこの頃です。
八ヶ岳歩こう会の会員の皆さんには、日頃よりお世話様に成ります。
この度、八ヶ岳歩こう会の会長に就任いたしました田中 哲夫 でございます。
不慣れの為、いろいろとご迷惑をお掛けすることも多々あると思いますがお許し下さい。
少しでも、頑張って補って行きたいと思っております。
今後も会員の皆さんと一緒になりまして、元気で楽しく八ヶ岳歩こう会を盛り上げて行きたい
と思っております。
今迄以上に、会員の皆さんのご協力のほど宜しくお願い致します。
八ヶ岳歩こう会 会長 田中 哲夫
■事務局からお知らせ。
１)【年会費納入の御願い】 ※納入済みの方はご容赦ください。
当会は６月が新会計年度です。会費は個人会員￥3000（家族会員は￥5000）です。
会費納入がお済みでない方は、郵便局にて払い込みをお願いいたします。
口座番号＝00260-4-131954
加入者名＝八ヶ岳歩こう会
2)【退会連絡のお願い】
退会をされる場合はお手数ですが必ず事務局へご連絡をお願いいたします。
八ヶ岳歩こう会事務局 ／ 多賀純夫 電話 0551-32-5888 ＦＡＸ 0551-32-6877
--------------------------------------------------------------------------------------------------【７月の行事詳細】
■7 月 1 日(月) 月例会 三分一湧水館 10：00
■7 月 3 日(水) オオムラサキの里ウオーク 20 キロコースの下見
先日生憎の天候だった為 12 キロコースのみ下見を実施しました。参加の皆様有難う御座いまし
た。つきましては 20 キロコースの下見を下記の通り行います多数の皆様のご参加をお待ちして
います
オオムラサキセンター 9 時集合
距離 20 キロ
雨具 昼食 飲み物ウオーキングダイアリー
(新しいウオーキングダイアリー貰ってないかたは事務局まで)
尚当日は市役所のフットパスの担当の方も参加されます。宜しくお願いします
■7 月 8 日(月) 第６回 信玄・川中島への道(八ヶ岳美術館～湯川)(バスウォーク申し込み制)
前回から「信州側」に入って歩いています。このシリーズもようやく半ばを迎えています。今回
の八ヶ岳美術館から歩くコースは一部「八ケ岳周遊コース」や「原道」で歩いたコースとも重な
るので、懐かしい方には懐かしいコースかな、と思います。相変わらず「棒道」としては不確定
なコースですが、歩きやすい道を選びました。事前案内では「芹ケ沢」までとお知らせしていま
したが、少し距離をのばして「湯川」までとしました、注意ください。
なを前回からバスを使用しています。申し込みが必要ですので御注意ください。
・コース 八ヶ岳美術館～八ヶ岳自然文化園～三井の森～白山社～芹ケ沢～湯川
1/4

・距 離 約 19ｋｍ
・集 合 スパティオ小淵沢 7：50 バス出発⇒JR 小淵沢駅 8：10
車の方はスパティオで、電車の方は小淵沢駅で拾います。
・ゴール 湯川 18：00（貸切バス⇒スパティオ&小淵沢駅）
・参加費 会員 500 円(＋バス代金) 一般 1000 円（＋バス代金）バス代金 ＠＝￥2.500
・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：多賀 サブ：田中（哲）
・申 込 多賀：電話 0551-32-5888
■7 月 20 日(土） ※北杜 24 景フットパス｢オオムラサキの里ウオーク」
今年も オオムラサキとブルーベリーの季節がやって来ました
梅雨明けの爽やかな里山を今年も楽しみに歩きましょう
国文祭本番の年 お陰様で北杜 24 景フットパスも既に 5 回開催され 大好評 ! リピーターも多
数ご参加されています
国文祭の一環ですが歩こう会の例会の延長と言う事で多数の会員の皆様のご参加 ご協力 宜し
くお願いします
・集 合 オオムラサキセンター 午前９時受付開始
(お手伝い頂ける方は 8 時 30 分に後集合下さい)
・距 離 12ｋｍコース・20ｋｍコース お好きなコースを歩いて下さい
・参加費 大人・子供共通 500 円(八ヶ岳歩こう会会員は 無料）
・持ち物 雨具 昼食飲み物 ダイアリー
・本 部 多賀 田中(文) 進藤
・その他 団体歩行なので間に入って歩いて頂いて横断歩道 曲がり角 列詰め 安全確保 等に
ご協力お願いします。
リーダー 12 キロ 梶山 有井。(岩田、穂坂、和田、小谷、阿部、他)
20 キロ 田中(憲) 大嶋。(田中哲、立幅、篠原、小林光、前田、小塚、他)
当日参加でも OK ですがリーダーまで 参加表明して頂くと助かります
■7 月 29 日(月) 千曲川源流を訪ねて
・コース 高根総合支所～（車で移動）～毛木平駐車場～千曲川源流～毛木平駐車場～高根総合
支所
・集 合 北杜市役所高根総合支所 8 時 30 分
毛木平駐車場（9 時 30 分）に直接集合される方は必ずリーダー（穂阪）までご連絡
ください。
・距 離 約 12ｋm
・解 散 北杜市役所高根総合支所 17 時頃
・参加費 会員 ￥300 一般 ￥500 (義援金任意、交通費別途)
・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 穂阪 サブ 大嶋
・その他 鎖場、急坂などはありませんが山道の歩行です、トレッキングシューズがお勧めで
す。また必要な方はポール、杖などをご準備ください。
高根総合支所と毛木平駐車場の間は車に分乗しての移動となります、一部の方に車
の提供をお願いすることになります、その際はご協力をお願いします。
高根総合支所～毛木平間の交通費（ガソリン代）の負担をお願いします、参加者数に
より増減しますが、一人当たり 500 円～700 円程度を想定しています。
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配車の都合もあり事前申込制とします、参加される方はリーダー（穂阪）までご連絡
ください。
雨天の場合は足場が悪くなるので中止（別途再企画を考えます）とします、前日 18
時発表の川上村降水確率 50％を基本としますが、不安がある場合はリーダーのお問
い合わせください。
--------------------------------------------------------------------------------------------------【８月の行事詳細】
■8 月 6 日(火) 大菩薩トレッキング 塩山駅
■8 月 10 日(土) ※北杜 24 景フットパス｢ひまわりと太陽の里｣
■8 月 26 日(月) 信玄 川中島への道 第７回(湯川～大門峠)バス利用申し込み制
いよいよ川中島への道は前半のハイライトを迎えます。
信濃国諏訪郡の湯川には湯川砦（桝形城・原の城）が設けられ、川中島方面・佐久方面へ出陣す
る武田軍の集結拠点でした。すぐ西の朝倉山にも城があり、川中島方面との連絡のため狼煙台
が置かれています。湯川・柏原と北へ進軍するとやがて中央分水嶺の大門峠に至り、ここを越
えれば小県郡になだれ込むことが出来るのです。湯川砦のそばにある功徳寺は信玄も宿とし
たお寺で、長野の善光寺の本尊を甲府へ移した時、ここに一時安置したという由緒あるお寺で
す。功徳寺ではご住職から解説して頂き信玄から拝領した稔侍仏を見せて頂けるかもしれませ
ん。
湯川からスタートした我ら武田軍は音無川に沿って北上し、やがて八子ｹ峰方向から大門峠を目
指し緩やかに登って行きます。標高差は約 600ｍ程ありますが、川沿いの道と木陰の林道は標
高 1000ｍを優に越えており、涼やかなウォーキングが楽しめるでしょう。八子ヶ峰公園からは
眼下に白樺湖を望み、また西から東へ連なる中央分水嶺の山並みの眺めは圧巻です。
コースの 95％以上は未舗装の足にやさしい道で、あの田中文子さんも完歩・絶賛です！
・コース 湯川・功徳寺（住職の解説、トイレ）～栃窪岩陰遺跡～音無の湯（トイレ）～林道歩
き（昼食）～八子ヶ峰公園（トイレ）～銭岩～白樺湖（トイレ）～大門峠～白樺湖駐
車場（トイレ）
・距 離 約 14.5ｋｍ
・集 合 スパティオ駐車場 ８：００ 小淵沢駅 ８：３０
（中央線下り 甲府発 ７：５０ 小淵沢着 ８：２９）
・解 散 小淵沢駅 １７時頃 スパティオ １７時半頃 （予定）
・参加費 会員５００円 一般１０００円 バス代２５００円
・持ち物 昼食、飲み物、雨具、保険証、ウォーキング手帳
・担 当 リーダー 最上 サブ 大嶋、田中（哲）
・その他 夏場のため飲み物は多めにお持ち下さい。
林道は私有地で柏原財産区のお許しを得て歩かせて頂きます。
草・木・石を採取してはいけません。 火の用心をして下さい。
往復ともバス利用で予約制です。
参加される方は最上までご連絡下さい。
--------------------------------------------------------------------------------------------------【9 月の行事詳細】
■9 月 2 日(月) 月例会 三分一湧水館 10：00
■9 月 6 日(金) フォトウォーク・小海線に乗って稲絵アートを撮ろう！ ※雨天決行
～記念に残る写真の撮り方、ワンポイントアドバイス～
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「綺麗な花や風景を狙ってカメラに収めますが、どうも出来上がった写真が自分のイメージに合
わなかったり、なかなか思い通りの写真が撮れません。こんな方々にちょっとしたアドバイスで
見違えるような写真が撮れるようになります。家族・お友達揃って自然の中で楽しく写真の撮り
方、楽しみ方を体験しましょう。
・集 合 集合場所：小淵沢駅・９時０５分集合
小淵沢 9:01 着(甲府 8:16 発 韮崎 8:29 発)
小淵沢 8:57 着(岡谷 8:04 発 富士見 8:48 発)
・コース 小淵沢駅側広場で受付・揺れる、流れる風景を車内から撮るワンポイントアドバイス
小海線９時５７分発乗車・各自甲斐小泉駅迄の切符購入（片道２００円）
（進行方向
右側座席確保）～大曲カーブ車内から稲絵アート撮影～甲斐小泉駅下車（１０時０６
分）
甲斐小泉駅で撮影結果状況の確認～八右衛門湧水へ移動（３０分）～湧水・流水の撮
影（１時間）～三分一湧水へ移動（５０分）～昼食（５０分）～三分一湧水・流水の
撮影（１時間）
・東屋で講義「写真全般の撮り方アドバイス」～甲斐小泉駅へ移動（１
５時４８分乗車）～車内から再度稲絵アート撮影挑戦～小淵沢駅（１５時５６分）下
車～撮影結果報告～解散
・持参品 カメラ（コンパクトデジ、携帯ＯＫ） 三脚 弁当※ 雨具 飲み物 ウオーキング
ダイアリー
・参加費 会員￥300 一般￥500 (義援金任意、交通費別途)
・担 当 リーダー前田 サブ市川
・その他 三分一湧水館隣の「そば処三分一」でも昼食が可能です。
■9 月 9 日(月) 第 8 回 信玄・川中島への道(大門峠～入大門)
■9 月 21 日(土) ※北杜 24 景フットパス｢武川米と武川衆のふるさとをたずねて｣
■9 月 25 日(水) 小海線の大カーブ、稲絵アート見学ウオーク
--------------------------------------------------------------------------------------------------【月例会】
・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
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