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--- 第 19期 5号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報              平成 29年 10 月 31日

■事務局からのお知らせ

季節外れの台風が週末ごとに襲ってきたおかしな 10月でしたが、早くも今号では「納会ウオ

ーク」の詳細も発表されて、師走の声も聞こえる時期となりました。早いですね。当会も来

月号には新年～早春の例会をご案内する時期となりました。季節を追いかけているのか、追

いかけられているのか分からな日々が続きます。

何かと気ぜわしい時期とはなりますが、３月頃までの例会案を提案くだされば有難く思いま

す。引き続き20周年記念プランのアイデアも募集しています。皆様のご協力とお知恵を拝借

です、どうぞよろしくお願い致します。

〇新入会員：油井和美さん（高根町）

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

【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

・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。
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■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 18日(土) ※そろんそろんフットパス 甲州街道蔦木宿を歩く

～昔の街道の面影をよく残した街並み、集落を訪ねます～

・集合場所 道の駅 信州蔦木宿 長野県諏訪郡富士見町落合1984番地 1

・内容 昔の甲州街道の面影をよく残した蔦木宿の街並み、周辺の集落を訪ねます

・距離 5ｋｍ

・集合 9：00 出発 9：30 ・終了 12：30

・参加費 ￥1.000 募集人員 30名

・道守は大嶋

・主催 問合せ そろんそろんフットパス推進委員会(0551-45-6717)
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・申込み 080-1223-8302（つなぐイベント係）

・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。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。

■11月 22日(水) 諏訪湖七福神巡りウォーク(前半)

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) 諏訪湖七福神巡りウォーク（後半）

諏訪湖七福神巡りの後半です。岡谷駅から茅野駅間の 3ヶ所の七福神を巡ります。

       諏訪大社上社本宮      久保寺境内にて

・コース 岡谷駅(トイレ) ～ 岡谷湖畔公園(トイレ) ～ 久保寺(毘沙門天) ～ 江音寺(福禄

寿：昼食・トイレ) ～ 諏訪大社上社本宮(トイレ) ～ 法華寺(大黒天) ～ 諏訪大

社上社前宮 ～ 川越しの場 ～ 茅野駅(トイレ)
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・距 離 約17ｋｍ

・集 合 岡谷駅 9：15（松本行?甲府 7：50 穴山 8：10 長坂 8：21 小淵沢8：29）

・解 散 茅野駅 15：00頃（15：22発塩山行）

・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

■12月 20日(水) 納会ウォーク＆食事会

今年の納会ウォークは長坂で行います。「わが町・長坂」で例会にしたコースを5キロ程にし

てご案内します。食事会では、今年１年を振り返り、楽しかった思い出を語り合いましょう。

ウオークのみ又は食事会のみの参加もＯＫです。食事会は予約制（定員２４名）です、市川

まで申し込みをお願いします。

・コース 長坂駅 ～ 長坂聖マリア教会 ～ 建岡神社～長坂町総合スポーツ公園～八ヶ岳パ

     ーキング～越中久保池～ 山家亭(納会会場)

・距 離 約5ｋｍ

・集 合 9時 15分 JR中央線長坂駅(北杜市長坂町上条2575)

下り 長坂駅着 8：55(甲府駅発 8：16 韮崎駅発 8：29)

上り 長坂駅着 9：04(小淵沢駅発 8：58)

・参加費 会員 300円 一般 500円

・持ち物 飲み物・雨具・ウオーキングダイアリー・保険証等

・食事会 山家亭(やまがてい) 長坂駅 徒歩9分

北杜市長坂町長坂上条2803-3 0551-32-2541

会費 3.500円(乾杯時のドリンク付き) 追加ドリンクは個人負担

・担当者 市川富美子 岩田いせ子

・その他 食事会参加希望者は12月 6日(水)迄に、メール又は電話&FAXで市川まで申し込ん

で下さい。

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

【2018年 1月の行事詳細】

■1月 10日(水) 月例会 長坂農村環境改善センター 10：00

■1月 17日(水) 城跡及び館跡巡りウォークシリーズ

第１回・金丸氏館跡巡りウォーク（南アルプス市徳永）

［武田家重臣、金丸氏の館跡・悲劇の武将土屋惣蔵の墓］担当者：田中哲夫


