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--- 第７期 １号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報           平成 1７(2005)年６月１６日

■多くの方のご出席を頂いて総会が無事終了し、当会は 第７期に入りました。８８景プロジ
ェクトやユニフォ－ム作製プロジェクトなど、新しい動きも活発です。ますます楽しく発展
していきそうな会の今後に期待が膨らみますが、その為には会員の皆様の今までと変わらぬ
応援と協力が一層必要不可欠になってまいりました。
従来の「合同ウォ－ク」や「ＪＷＡ大会開催」の他に「ウォ－キング教室開催」や「ガイド
ウォ－ク」さらには「県大会開催」など、事業もだんだん膨らんできたからです。オ－バ－
に書かせて頂くなら、もはや当会は当会だけの会ではなくなりました。外に向かってウォ－
キングの普及と浸透に力を注がなければならない機関となり、又そのことを内外から期待さ
れる存在となってしまったのです。
幸い当会には、社会の第一線で活躍されてきた方々が第二の人生として八ケ岳を選択し定住
され、ご縁で当会に入会されたという方が大勢いらっしゃいます。事務局としては、どうか
今までの経験を生かされて、当会を通じ、歩くことを通じて、社会にもう一度貢献され、そ
のことを第二の人生の楽しみとされんことをお願いするばかりであります。

■歩いていると、車に乗っていては絶対に出会えない光景や事柄や事象にぶつかります。それ
らはもしかしたら「第一の人生」には無用だったものかもしれません。しかし「第二の人生」
を始められた方々には間違いなく有用な出会いだろうと思います。それらとの出会いがなけ
れば「第二の人生」とは言えないような気さえ致します。
ただ健康のためだけでない「それら」とは何か。歩かない人達に口で伝えるのは難しいです
が、歩くことを通じて「それら」を知ってしまった私たちには、「それら」を人に伝える義務
が生じてしまいました(∼̲∼;)
難しい理屈は不要です。初心に戻って「まず歩くことから始めよう」それを合言葉として、
ますます多くの方に歩く楽しさを知っていただく今期としたいと思います。
では今期も１年、宜しくお付き合いの程、隅から隅までズズズイ－ッとお願い致します
m(̲̲)m

-----------------------------------------------------------------------------------------------
【次年度会費納付のお願い】

・会費納入のお知らせは今号で最後に致します。あまりしつこくても失礼です(∼̲∼;) 未
納の方は速やかに払い込みをお願い致します。用紙をなくしてしまった方は事務局までご
連絡を。

【第四回信玄棒道と湧水の里大会報告】
・多くの方のスタッフ参加を頂き、５月２２日無事に終了いたしました。ありがとうござい

ました。この大会は会としても愛着のある大会で、長く続けたい大会です。主催のスパテ
ィオ小淵沢が来年の北杜市合併に伴ってどういう動きとなるか未定ですが、智恵をだしあ
って又来年も賑やかに実施されるよう関係各方面と検討していきたいと考えています。そ
の折は又会員の皆さまのご協力をお願い致します。

【第四回ブル－ベリ－とオオムラサキの里大会】
※大会当日まであと２４日
・今後のスケジュ－ルをお知らせ致します。
・広報 ６月１９日（日）ＪＲ茅野駅にてチラシ配布 9：30 集合～10：00 200 枚予定
・下見 ６回目/７月１日（金）   ５キロ オオムラサキセンタ－ １０時集合
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・会議 ７月１日（金） ５キロウォ－ク終了後 オオムラサキセンタ－にて（弁当を食べ
ながら）

※会議だけでも結構です。極力大勢の方のご参加をお願い致します。
・準備  ７月８日（金） オオムラサキセンタ－９：００集合 看板取り付け等
・予備日 ７月９日（土） 同上（８日が雨天だった場合）
・本番  ７月１０日(日） オオムラサキセンタ－ ７：３０集合
※別紙当日役割一覧をご覧下さい。これで最低限の役割です。お名前の無い方にも当日仕事

の分担がございますので、全員７：３０にご集合ください。但し遠方の方で集合時間にこ
られない方はあらかじめ事務局までご連絡下さい。

※これは会員全員にお手伝い頂きたい当会主催大会です。 欠席の方はあらかじめ事務局に
連絡下さい。特に欠席の方で一覧表に名前の書かれてしまっている方は必ずご連絡下さい。

【ガイドウォ－ク】
八ケ岳高原に夏が来ました。涼を求めて都会から多くの方が来られます。ウォ－クの方でも、
いよいよガイドウォ－クの最盛期となります。クラブツ－リズム、朝日カルチャ－センタ－、
中日文化センタ－等のガイドウォ－クがこの時期に集中しております。事務局では下記のよ
うにガイド担当の分担をしてみましたが、日程的にご無理な方はお早めに連絡をお願い致し
ます。又、どれも募集モノですので、人数が集まらない場合は不催行となります。担当の方
には申し訳ありませんが予定日１週間前に催行不催行が決まりますので、それまでお待ち下
さい。
日程 コ－ス ガイド担当 主催
７月４日（月） オオムラサキ遊歩道 風路 中日文化センタ－
７月７日（木） 清里開拓の道 多賀 朝日カルチャ－センタ－
７月１３日（水） オオムラサキ遊歩道 風路 クラブツ－リズム
８月７日（日） 川俣川渓谷 渡邉 クラブツ－リズム
８月１０日（水） 川俣川渓谷 多賀 クラブツ－リズム
８月１８日（木） 美し森～天女山渡邊 中日文化センタ－
８月２７日（土） 川俣川渓谷 渡邉 武蔵野スポ－ツ事業団
８月２８日（日） 北八ケ岳 渡邉 武蔵野スポ－ツ事業団
※なを、夏はペンションの方々の唯一の仕事の季節でありまして(∼̲∼;)、突然不可能とな

る場合もあります。その場合は公認指導員の内海さん、渡邊さん、平井さん、又、日頃担
当リ－ダ－として実績のある三枝さん、進藤（律）さんにお願いする場合もあるかもしれ
ません。宜しくお願い致します。その他の方も我と思わん方は是非挙手をして下さい。ガ
イドの実践を経験していただきたく思います。サブリ－ダ－としての体験参加（？）でも
かまいません。

【例会のお知らせ】
■※古の道を歩く 佐久往還浅川口留番所コ－ス

・日時/６月１９日（日） ９：００～１５：００
・集合・解散/蕎麦処 高根 北甲斐亭農産物販売所駐車場 ９：００
・持物/弁当 飲み物
・参加費/１０００円
・参加申込書/前日までに ペンション まんてん星へ。歩こう会事務局でも可
・「清里ネイチャ－ガイドクラブでは、地域交流活動のひとつとして、過去によく歩かれた道

を再発見しようという企画を立ててみました。 第一回は清里樫山浅川地区に残る古道で
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す。風切りの松林を歩く旅人になってみて下さい。」
・という訳で、今回「清里ネイチャ－ガイドクラブ」の初の募集ウォ－クに参加して、当会

としても勉強をしたいと思っております。多くの方のご参加をお願い致します。
※１９日はＪＲ茅野駅の「駅からハイキング」参加の方々にチラシを配布する日程があり、

重なってしまいました。事務局は佐久往還ウォ－クへ参加しますが、山口さんが駅前配布
に名乗りをあげて下さいました。他にどなたか参加される方は事務局まで連絡下さい。

■※清里開拓の道
・これはガイドウォ－クですが、主催の中日文化センタ－は地元の人々と一緒に歩きたいと

おっしゃっています。是非一緒に歩いて 下さい。又、この道は「歩きたくなる日本の道５
００」に選ばれた道です。今後ガイドウォ－クや各種大会などで使用頻度の高くなるコ－
スです。会員の皆様方には棒道やオオムラサキ遊歩道同様、目をつぶっても歩けるくらい
にしておいて下さい。特に最近入られた会員で「安池興男」さんのことをご存じない方は
是非ご参加下さい。清里開拓の父とも母とも呼ばれる安池さんの足跡は、この道を歩く時
に当然知っておくべきだろうと思われます。当日資料を差し上げます。

・日時/７月７日（木） １０：３０～１３：３０
・集合/清泉寮前 八ケ岳ふれあいセンタ－
・参加資格/中日文化センタ－会員と八ケ岳歩こう会会員限定
・申し込み/八ケ岳歩こう会会員は申し込み不用。
・参加費/無料
・担当ガイド/多賀

■夏山への招待（１）
・日時/７月１５日（金）  解散/１７時頃
・集合/スパティオ小淵沢８：００→乗り合わせて移動。北八つ・大河原峠駐車場へ。
・行程/大河原峠～双子山～双子池～亀甲池～大河原峠 コ－スタイム/約３時間
・会 費/会員２００円、会員外５００円   プラス 車代（未定）
・担当/三枝
・帰路は途中の蓼科の温泉で汗を流して帰る予定です
・大河原峠に直接行かれる方は事前に連絡下さい。
・雨天中止です。天候が不安定な時はコ－スを変更します。天候に関しては出きるだけ各自

で判断してください。電話による問合わせはご遠慮下さい。
■夏山への招待（２）

・日 時/７月２８日(木)
・甘利山の西に位置する南アルプス前衛の山で標高は２，１３９㍍。稜線に出ると一面の気

持ち良い笹原。中間点では鳳凰山や富士山などの展望が広がる。しかし頂上はカラマツ林
の中で展望はない。千頭とは動物がたくさん住んでいる所。星は山の形が法師に見えるこ
とから千頭星山と言う説がある。

・集 合/韮崎市民総合運動場の駐車場(韮崎警察署、北巨摩合同庁舎の隣)。
   JR 韮崎駅より徒歩１５分   ９時集合  ここから車乗り合わせ
・行 程/駐車場→広河原→甘利山→大西峰→千頭星山→甘利山→広河原→駐車場
・歩行距離等/ 約９ｋｍ、 標高差５００㍍、 所要時間 約４時間
・会 費/会員２００円、会員外５００円   プラス ５００円（車代）
・担 当/内海

■※八ケ岳ふれあいウォ－ク
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・日時/７月３０日（土）
・集合/三分一湧水館 ８：３０ ９：００出発～１２：００到着
・コ－ス/三分一湧水館～棒道～女取湧水～県道～六所神社～三分一湧水館
・参加費/無料 雨天中止  ・主催/北杜市役所長坂支所
・担当/多賀（当会がコ－スガイドを引き受けることになりました。お忙しいところすみませ

んが、会員の方は是非一緒に歩いてください）
■夏山への招待（３）

・苔むす北八つと展望登山
・日時/８月３日(水）  野辺山解散/１６：３０頃→解散後入浴アリ(^^♪
・集合/野辺山駅 ８：００→乗り合わせて白駒池駐車場へ。
・コ－ス/白駒池～ニュ－～中山～高見石～駐車場 ・コ－スタイム/約４時間
・担当/三枝
・雨天中止です。天候が不安定な時はコ－スを変更します。天候に関しては出きるだけ各自

で判断してください。電話による問合わせはご遠慮下さい。
【ウォ－ク用品 提携店誕生】

・懸案の「ウォ－ク用品提携店」ですが、今回以下の６店舗と提携しましたのでご報告致し
ます。どの店もシュ－ズ、ウエア、リュック等のアウトドア用品を扱っております。店に
よって又は品物によって割引率が異なります（商品によっては割引の出来ないものもあり
ます）ので、ここに一概に割引率を明示できません（概ね 10％引き程度とお考え下さい）。
歩こう会の会員は「会員証」を見せることによって、一定の割引サ－ビスを受けることが
出来ます。大いにご利用下さい。

・小淵沢アウトレットの中の６店舗です。
・East Court

ＥＡ１５ ティンバ－ランド
ＥＡ１６ ビ－スタイル
ＥＡ１７ Ｇストック

・Upper Court
Ｕ０４  エ－グル  （5000 円以上お買い上げの場合１０％オフ）
Ｕ０６  フェニックス
Ｕ１２  ＡＢＣマ－ト

・と書いてもどこの店やら分からない方がほとんどだろうと思います(∼̲∼;) 聴いた話に
よると、アウトレットにまだ一度も行ったことのない方が歩こう会には半数以上いるよう
だとか・・・！？

・で、そういう方々のために、「アウトレット探検ウォ－ク」を用意いたしました。アウトレ
ットをよくご存知の方もこの機会に、上のお店の場所確認をかねて是非ご参加下さい。

・会員証を忘れずに。
・日時/６月２７日（月)
・集合/10：00 スパティオ小淵沢
※アウトレット初めての方にとって、アウトレット内での集合は大変難しいだろうと思われ

ましたのでこのようにしましたが、分かっている方は、直接アウトレットに行ってもかま
いません。ＡＢＣマ－ト前に 10：15 に集合してください。

【月例会のお知らせ】
・７月４日（月） １０時～１２時 於ペアハット
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・８月はお休みです
・９月５日(月）  １０時～１２時 於ペアハット

【編集後記】
・最後になってしまいましたが、先月まで会長を務めてくださった平井さんには心より感謝

の念をお伝えしたいと思います。会長を辞退されるに至った一身上のご事情は会員全員が
納得し、そして応援もいたしております。今後、以前よりもますますお忙しい日常が待っ
ている ことと思いますが、ご自愛されて、体の空いたときは又いつものように会に顔をだ
されんことを期待しております。長い間ありがとうございました。（と、書くとなんだか退
会の挨拶とカン違いされてしまいそうですが、会長としてお別れするだけで、会員（相談
役）としてまだまだなが～いお付き合いが続きます。どうぞ今後ともよろしくご指導等お
願い致します。）

・次号は内海新会長のお言葉を掲載する予定です、お楽しみに。

～～～スケジュ－ル一覧 ２００５年６月～８月～～～

6 19 日 ※古道を歩く。いにしえの佐久往還 北甲斐亭 9：00多賀
19 日 茅野駅 大会チラシ配布 ＪＲ茅野駅 9：30 山口
27 月 ※アウトレット探検ウォ－キング スパティオ小淵沢 10：00 多賀
30 木 ※クラブツ－リズム オオムラサキ遊歩道 市川

7 1 金 ブル－ベリ－とオオムラサキＷ大会 下見６ 10：00 多賀
１ 金 ブル－ベリ－とオオムラサキＷ大会 会議 １２：３０ 多賀
２ 土 ※クラブツ－リズム オオムラサキ遊歩道 内海
４ 月 月例会 （大会打ち合わせを中心に）ペアハット 10：00 多賀
４ 月 ※中日文化センタ－ オオムラサキ遊歩道 風路
７ 木 ※清里開拓の道 ふれあいセンタ－10：30 多賀
８ 金 ｂｂＪＶＡ大会事前準備（白線引き、看板立て他）9：00 多賀
９ 土 ｂｂＪＶＡ大会事前準備（予備日）9：00 多賀

10 日 第四回ブル－ベリ－とオオムラサキの里 ＪＶＡ大会 7：30 多賀
13 水 ※クラブツ－リズム オオムラサキ遊歩道 風路
15 金 夏山への招待１ 大河原峠から双子池 スパティオ小淵沢 8：00 三枝
28 木 夏山への招待２ 千頭星山 内海
30 土 ※北杜市ふれあいウォ－ク 三分一湧水館 8：30 多賀

８ ３ 水 夏山への招待３ 苔むす北八つと展望登山 野辺山駅前 8：00 三枝
7 日 ※クラブツ－リズム 川俣渓谷 内海

10 水 ※クラブツ－リズム 川俣渓谷 多賀
18 木 ※中日文化センタ－ 美し森～天女山 渡邉

9 ５ 月 月例会 ペアハット 10：00 多賀

※８月は当会も「夏休み」です。（ガイドウォ－ク担当の方だけお仕事がありましてすみませ
ん）


