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--- 第 19期 4号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報               平成29年 9月30日

■事務局からのお知らせ

早いもので会報に「12月の行事」の速報が掲載されるような時期となりました。甲州街道の

下見も着々と進み、季節の進み方の速さに、気がせくばかりです。20周年にむけてやりたい

ことは沢山あるのですがなかなか手が回りません。そのうち皆様にあれこれお願いすること

が出てきますので、楽しみに待っていてくださいね(^-^;？

〇新入会員：臼田まさみさん(甲府市) 

------------------------------------------------------------------------------------

【2017年 10月の行事詳細】

■10月 4日(水) 月例会 長坂農村環境改善センター 10：00

■10月 5日(木) 秋の白駒池と高見石を歩きましょう

北八ヶ岳の八千穂高原の紅葉名所として知られる白駒池(標高 2115ｍ)にある湖です。2000ｍ

を超える高地にある天然の湖としては日本最大です。池の周囲には大自然の原生林が広がり

苔の森として学会より「日本の貴重な苔の森」として2008年に認定されました。

・コース 白駒池駐車場(有料) → 奥庭 → 高見石(昼食・トイレ) → 白駒池 → 白駒池一

周 → 白駒池駐車場

・距 離 約8ｋｍ

・集 合 北杜市社会福祉協議会駐車場 8：30

  (北杜市高根町箕輪新町50) 高根の湯の反対側

乗り合わせて一人1000円で行きます

現地に直接行く方

白駒池駐車場に10：00迄に集合して下さい (国道２９９号メルヘン街道右側)

ＪＲ利用の方

       長坂駅 7：57着で、ご利用の方は担当までご連絡ください

・解 散 15：00頃

・参加費 会員 300円 一般 500円

・持ち物 昼食 雨具 飲み物 ストック ウオーキングダイアリー 保険証

・担当者 和田 宏 小林光修

・その他 雨天の場合は翌日に延期なりますので前日の午後５時までにホームページでお知

らせします。ＤＭ会員の方は担当にお問い合わせください。
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■10月 6日(金) 白駒池トレッキング(予備日)

■10月 11日(水) 甲州街道ウォーク下見(スタッフ限定)

■10月 18日(水) 500選の道[甲斐茶道峠を越えるみち]

連歌発祥の地酒折から名刹の甲斐善光寺、武田神社などを訪ね、武田信玄がお茶を立てたと

言われる茶道峠を巡ります

・コース 酒折駅(トイレ) ～ 酒折宮 ～ 甲斐善光寺 ～ 茶道峠 ～ 円光院(昼食・トイレ) ～

武田信玄墓所 ～ 武田神社 ～ 甲府駅

・距 離 約12ｋｍ

・集 合 JR中央線 酒折駅北口 9時 45分

・解 散 JR中央線 甲府駅 15時頃

・参加費 会員、他協会員 300円 一般 500円

・持ち物 昼食 雨具 飲み物 保険証 会員はウオーキングダイアリー

・担当者 進藤律子 サブ 田中憲一

■10月 20日(金) ※そろんそろんフットパス 「台ケ原宿 骨董市めぐり」  

・集合場所 ＪＲ小淵沢駅

小淵沢駅からシャトルバスがでます。詳細は期日

近くなったら分かりますので お申込みを頂い

た方にお知らせいたします。

・距離 3ｋｍ

・集合 9：00 出発 9：30 ・終了 12：00

・参加費 ￥1.000（シャトル代別。昨年は￥500でした）

・道守 小林光修

・コース案内

皆でシャトルバスで、白州・台ケ原宿へ向かいます。台ケ原宿をフットパス歩いて、お茶休

憩をして解散。

この後、ゆっくり骨董市を個々にお楽しみください。お帰りは、またシャトルバスを利用し

て小淵沢へ。

いつもとは ちょっと違うそろんそろんフットパスです。賑わいの骨董市へ出かけませんか

・主催 お申込み そろんそろんフットパス推進委員会(0551-45-6717)

・注意 そろんそろんフットパスは八ヶ岳歩こう会主催事業ではありません。一般の方は事前予

約が必要ですが、八ヶ岳歩こう会会員は予約不要で参加費￥300です

（が、なるべく今回はお申込みください）。参加費が一般の方と異なりますので資料、冊子、

茶菓子等が配られない場合がありますのであらかじめご了承ください。但し配布される冊子

については別途販売も可能です。なを、ウオーク手帳押印対象となっていますのでふるって

ご参加下さい。

■10月 21日(土)・22日(日) ※富士河口湖もみじマーチ

今年も富士河口湖もみじマーチ（ツーデーマーチ）が開催されます。八ヶ岳歩こう会も例年

のように希望者を取りまとめて参加したいと思います。

参加希望者は、9月 25日(月)までに参加日・コースを田中憲一に申し込んで下さい。

・会 場 富士河口湖町役場特設会場

・参加費 1日・2日参加も900円
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・持ち物 昼食 飲み物 雨具 帽子 健康保険証（写）等

・その他 個人個人自家用車等で安全運転で参加してください。

受付時間・スタート・ゴール

10月 21日(土) 第 1日目 富士山登山道・忍野八海コース

距離 実測 受付時間 出発式 スタート時間 500選該当コース ゴール受付

30ｋ 32.5ｋ  7：00～ 7:15   7:30     山梨 4・5    11：00～16：00

20ｋ 20.9ｋ  7：00～ 7:15   7:30     山梨 4     11：00～16：00

10ｋ 11.0ｋ  8：30～ 9:15   9:30     山梨 2     11：00～16：00

５ｋ      8：30～ 9:15   9:30     団体歩行   11：00～16：00

10月 22日(日) 第 2日目 河口湖・西湖コース

距離  実測 受付時間 出発式 スタート時間 500選該当コース ゴール受付

30ｋ  33.1ｋ  7：30～ 8:15   8:30     山梨 2     11：00～15：30

20ｋ  19.8ｋ  7：30～ 8:15   8:30     山梨 2     11：00～15：30

10ｋ  10.9ｋ  8：30～ 9:15   9:30     山梨 2     11：00～15：30

５ｋ      8：30～ 9:15   9:30     団体歩行     11：00～15：30

■10月 22日(日) ※スパティオFUNウォーク

・時 間 9：00～12：00

・会 場 スパティオ小淵沢

・コース ショートコース ３ｋｍ／ホーストレッキングロード

ミドルコース 5ｋｍ／モミの木と井詰湧水

・時 間 9：00～12：00 8：00 受付開始 9：00 出発

・参加費 ￥1.000（冊子 入浴券 飲み物付き）

八ヶ岳歩こう会の会員は無料で参加できます。

・ガイド 多賀 大嶋 進藤

・概 要 スパティオ小淵沢単独主催のFUNウォークです。フットパス的なウオーキングです。

当会からガイドが付き、のんびり話を聞きながら歩きます。歩いた後は温泉にどう

ぞ。

歩こう会会員は参加費無料です。入浴も無料です。押印対象ですのでダイアリーも

ご持参下さい。

同日に河口湖もみじマーチが開催されます。本格的なウオークを楽しみたい方はそ

ちらに。

ちょっと散歩的に歩きたい方はこちらにご参加下さい。

■10月 23日(月) 木喰の里を訪ねて

木喰上人の生地、身延町丸畑を訪ねるウォーキングです。民俗学者柳宗悦に見出されて以来、

独特の微笑をたたえた木喰仏は全国各地で 720 体ほどが確認されており多くの人々の信仰の

対象とされています。丸畑にはかつて数十体があったとされていますが、現存するのは16体

のみとなり、今回のウォーキングでは五智如来(阿弥陀如来など 5体)、木喰仏では珍しい馬

頭観音など 8体を鑑賞できる予定です。

独特で素朴な雰囲気をまとった木喰仏と来年生誕 300年を迎える木喰上人の人物像に迫るウ

ォーキングを楽しみましょう。

・コース 身延線・市ノ瀬駅(トイレ) ～ 道の駅しもべ(トイレ) ～ 木喰の里微笑館(昼食・ト
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イレ) ～ 永寿庵 ～ 木喰記念館・伊藤家(五智如来) ～ 四国堂 ～ 小林家(馬頭観

音など) ～ 道の駅しもべ(休憩・トイレ) ～ 身延線・市ノ瀬駅

・距 離 約15ｋｍ

・集 合 身延線・市ノ瀬駅 10：30 (甲府発 9：05)

・解 散 身延線・市ノ瀬駅 16：00頃 (甲府行き 16：08)

・参加費 会員 500円 一般 700円 (「木喰の里微笑館」入館料を含む)

・持ち物 ウォーキングダイアリー 保険証 弁当・飲料 雨具など

・担当者 村松光比古 サブ ：木地勝男

■10月 25日(水) 夜叉神峠トレッキング

御勅使川渓谷は、燃えるような素喘らしい紅葉が鑑賞できます。

また。夜叉神峠からは南アルプスの農鳥岳を真ん中にした雄大な峰々が、目の前に迫ってき

ます。期待して下さい。

・コース 夜叉神登山入口(トイレ) ～ 夜叉神峠(標高 1790m)／昼食／トイレ(有料 100円) ～

縦走・高谷山(標高 1842m) ～ 夜叉神登山入口

登山口 ～ 夜叉神峠は90分(通常は約60分)と多く時間を見ています。

・距 離 約9ｋｍ

・集 合 午前10時 30分 夜叉神峠登山入口(夜叉神の森)市営駐車場あり(無料)

＊山交バス利用の方

甲府駅発(南口)９時 05分 ～ 竜王駅前駐車場(高速バス停同)９時 20分 ～ 夜叉

神峠登山入口午前10時 17分

＊運 賃 甲府駅から夜叉神登山口＝1420円(片道) 竜王駅前から=1230円(片道)

・解 散 夜叉神登山入口 14時頃

山交バス 夜叉神登山入口発 14時 41分 ～ 竜王駅前駐車場 15時 40分 ～ 甲府

駅 15時 51分の予定

・参加費 会員 300円 一般 500円

・持ち物 弁当、飲み物、雨具、保険証、ウォーキングダイアリ－、その他。

卜レッキングシューズ、ストック、手袋等用意ねがいます。

・担当者 木地勝男 田中哲夫

・その他 雨天の場合は、10月 27日(金)に順延になりますので、前日の午後５時までにホー

ムページでお知らせします。

■10月 30日(月) 竜門峡ウォーク
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武田家終焉の地と晴れていれば紅葉の美しい渓谷を巡るウオークです。

・コース ＪＲ甲斐大和駅(トイレ) ～ 諏訪神社 ～ 景徳院(トイレ) ～ 竜門峡入り口(ト

イレ) ～ 天鼓林 ～ 休憩舎 ～ 栖雲寺(昼食・トイレ) ～ 日川渓谷レジャーセ

ンター(トイレ) ～ ＪＲ甲斐大和駅

・距 離 約 15ｋｍ

・集 合 ＪＲ甲斐大和駅 9：40

（上り小淵沢 8：01 穴山 8：18 甲府 8：52 下り八王子8：15 大月 9：09）

・解 散 ＪＲ甲斐大和駅 15：30予定

（下り甲府行 16：03 甲府発小淵沢行16：48 上り大月行15：38）

・参加費 会員 300円 一般 500円

・持ち物 お弁当 飲み物 雨具 ウオーキングダイアリー 保険証等

・担当者 田中憲一 小塚敏夫

・その他 荒天時は中止とします

------------------------------------------------------------------------------------

【2017年 11月の行事詳細】

■11月 1日(水) 月例会 長坂農村環境改善センター 10：00

■11月 5日(日) 500選の道・八ヶ岳棒道ウオーク

500選の道「八ヶ岳棒道ウオーク」。今年も一般の例会として実施します。距離は昨年と同様

12ｋmと 23ｋmの 2コースで、いずれも団体歩行です。多くの方々の参加をお待ちしていま

す。

・コース 12キロコース

駐車場(トイレ) ～ 棒道 ～ 火の見(トイレ) ～ スパティオ(昼食・トイレ) ～ 駐

車場

23キロコース

駐車場(トイレ) ～ 棒道 ～ 火の見(トイレ) ～ 鹿の湯(トイレ) ～ 富士見高原ゴ

ルフコース(昼食・トイレ) ～ 棒道 ～ スパティオ(トイレ) ～ 駐車場
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・集 合 甲斐小泉駅近くの市営無料駐車場 午前 9時 00分

・解 散 12キロコース → 14：00頃 23キロコース → 15：00頃

・参加費 会員 300円 一般 500円

・持ち物 昼食 飲み物 雨具 ウオーキングダイアリー(会員のみ) 保険証等

・担当者 12キロコース → 進藤律子 大嶋俊壽 木地勝男

23キロコース → 田中憲一 小塚敏夫 小林光修

・その他 一般の方は、事前申し込みが必要です。申込先 → 担当： 田中憲一

会員は、出来るだけ会のＴシャツ・ブルゾンの着用をお願いします。

■11月 8日(水) 甲州街道ウォーク下見(スタッフ限定)

■11月 10日(金) 晩秋の西沢渓谷トレッキング

森林セラピー基地（癒しの森）をトレッキングしましょう。紅葉もまだ楽しめると思います

よ。

現地集合としますが、山梨市まで電車を希望される方は、下記担当まで連絡ください。

なお、雨など悪天候が予想される場合は、中止を連絡します。

・コース 渓谷入口 ～ 西沢山荘(トイレ) ～ 二俣吊り橋 ～ 渓谷終点(昼食・トイレ) ～ 旧

森林軌道 ～ ネトリ大橋 ～ 渓谷入口

・距 離 約10ｋｍ

・集 合 西沢渓谷入口 10：00

・駐車場 市営駐車場または道の駅「みとみ」駐車場

・解 散 渓谷入口 14：00ころ

・参加費 会員 300円 一般 500円

・持ち物 弁当 飲み物 保険証 ウオーキングダイアリー

・担当者 小塚敏夫 田中憲一

■11月 15日(水) 南きよさと大門ダムウオーク

・コース 道の駅 南きよさと(トイレ) ～ 弘法水 ～ 大門ダム管理事務所(トイレ) ～ ウ

     ッドペッカー上の広場(昼食) ～ 諏訪神社 ～津金発電(変電)所 ～ 道の駅 南き

よさと

・距 離 約 11ｋｍ

・集 合 道の駅 南きよさと（北杜市高根町長沢 760） 午前 9時 30分

・解 散 道の駅 南きよさと 午後2時 30分(予定)

・参加費 会員 300円 一般 500円

・持ち物 昼食 飲み物 雨具 ウオーキングダイアリー 保険証

・担当者 穂阪ゆき子 サブ：田中憲一

■11月 22日(水) 諏訪湖七福神巡りウォーク(前半)
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以前諏訪湖七福神巡りウオーク（32ｋ）、距離が長くきついと

のご意見があり、今回は 2回に分けて実施します。多くの参

加お願いします。

・コース 上諏訪駅(トイレ) ～ 教念寺(弁財天) ～ 温泉寺

(布袋和尚) ～ 下社秋宮(恵比寿天)(トイレ) ～ 下

社春宮(万治の石仏)(昼食・トイレ) ～ 平福寺(寿老

尊) ～ 東堀天満宮(トイレ) ～ 岡谷駅(トイレ)

・距 離 約 14ｋｍ

・集 合 上諏訪駅 9：00

（松本行⇒甲府 7：50 穴山 8：10 長坂 8：21 小淵沢 8：29）

・解 散 岡谷駅14：30予定（塩山行 14：54）

・参加費 会員 300円 一般 500円

・持ち物 昼食 飲み物 雨具 ウオーキングダイアリー

保険証等

・担当者 田中憲一 村松光比古

・その他 次回後半(岡谷駅～茅野駅)は 12月 11日(月)です。

------------------------------------------------------------------------------------

【2017年 12月の行事詳細】

■12月 6日(水) 月例会 長坂農村環境改善センター 10：00

■12月 11日(月) 諏訪湖七福神(後半：岡谷～茅野)

■12月 20日(水) 納会ウォーク＆食事会

------------------------------------------------------------------------------------

【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。


