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--- 第７期 ６号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報           平成 1８(2006)年３月１６日

■春が来ました。世の中に絶えて桜のなかりせば春の心はのどけからまし。とは言うもののや
っぱり気になる花便りです。桜はいつ？桃はまだ？ピンクの花に先立って里にはマンサク、
ダンコウバイ、アブラチャン等の黄色い花が目立ち始めています。コタツムリの方々もそろ
そろお目覚めでしょうか。レンギョウもヤマブキも見逃せませんよ。ユキヤナギ、コブシ、
ヤマボウシ、ウツギ等白い花が揃う６月まで、本当に目が離せない八ケ岳南麓高原です。
今号は春を楽しむウォーク満載です。お楽しみ下さい。

■前号で「今年から総会で古希以上の方々をお祝いします」という記事を書きました。大変申
し訳ありませんが、自己申告ということでお願い致します。入会時に生年月日を記入されな
かった方もいらっしゃいますので、事務局では把握しきれません。2006 年度中に 70 歳に
なる方（なった方）＆既に 70 歳以上の方々は、恐れ入りますが、事務局に連絡をお願い致
します。

-----------------------------------------------------------------------------------------------
【事務局から】
●「ユニフォーム締め切りました・代金を集めております」

募集しておりました新ユニフォームは 予定通り２月末日締め切りました。遅れて申し込ま
れた方のうち山西さん、進藤（律）さんの分はなんとか間に合いました。中西さんの分は間
に合いませんでしたので、第二次発注にまわします。まだ未発注で新ユニフォームが欲しい
方は、引き続き第二次募集をしますので、事務局まで連絡下さい。なを、第一次で申し込ま
れた方は、１着 5000 円を現在徴収しております。例会時にユニフオームプロジェクトの「三
枝、梶山、前田」のどなたかにお渡し下さい。会計・俵、事務局・多賀でもＯＫです。月例
会の時や個人的に会った時でもＯＫです。納品は予定より遅れまして、６月ごろとなります。

●「ブルーベリーとオオムラサキ大会の下見ウオーク開始します」
毎年恒例のＪＷＡ公認大会です。今年は 7/9（日）に開催です。今年こそ目標 400 名を達成
したいものです。新しく入会された方にも、この大会だけは全員スタッフとして協力参加を
願っております。本番までに全部で６回の下見ウォークを例会として組み込みむ予定です。
都合の良い日を選んで是非ご参加下さい。なを、本番ではコース担当係りとして歩いて頂く
場合もありますので、ご自分が歩きたいキロ数（20・10・5）の時の下見は 、万障お繰り合
わせの上ご参加下さい。

●「メールアドレス教えて下さい」
事務局の手違いで会員のメールアドレスを消してしまいました。お手数で申し訳ありません。
事務局まで下のＦＡＸ用紙に：ご記入頂くか、事務局あてにメールを下さい。

-----------------------------------------------------------------------------------------------
【例会のお知らせ】
■八十八景シリーズその１ 越中久保の逆さ八つ

・日 時/ ３月２８日（火）
・集 合/ 長坂総合運動公園 10：００～帰着 15：30
・持ち物/ 弁当 飲み物 おやつ
・見所/ 越中久保溜池の逆さ八ヶ岳, ホップ栽培発祥の地、 横針前久保遺跡の看板、逸

見神社、 安楽寺の天井龍、谷戸城址、はかば亭の椿（村指定天然記念物城南の椿） 金
生遺跡, 深草城跡 など見所いっぱいです。
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・お昼/はかば亭のお庭を拝借してお昼を頂きます。庭内の天然記念物の椿が見ものです。
・参加費/ 会員 200 円 非会員 500 円
・担 当/ 俵

■深大寺とフオトギャラリーを巡るシテイウオーク
・日 時/ ４月１日(土) ・詳細/ 別紙参照

■ブルーベリーとオオムラサキの里・10 キロ
・日 時/ ４月４日（火）
・集 合/ オオムラサキセンター 10：00～14：00
・ご案内/ 第五回ブルーベリーとオオムラサキの里ＪＷＡ大会の下見ウォークです。
・参加費/ 会員 200 円 非会員 500 円
・持 物/ 弁当 飲み物、おやつ等
・担 当/

■ブルーベリーとオオムラサキの里・20 キロ
・日 時/ ４月６日（木）
・集 合/ オオムラサキセンター 9：00～16：00
・ご案内/ 第五回ブルーベリーとオオムラサキの里ＪＷＡ大会の下見ウォークです。
・参加費/ 会員 200 円 非会員 500 円
・持 物/ 弁当 飲み物、おやつ等
・担 当/

■秩父札所めぐり（１泊バスウォーク）
・日 時/ ４月１３～１４日（木・金）
・集 合/ 5：30 長坂オオムラサキセンター出発～翌日 20：00 頃帰着
・内 容/ 蓮田市歩こう会の皆様と続けている札所めぐりの最終回となります、結願です。

是非大勢のご参加をお願いいたします。
・持ち物/ 一日目の弁当 飲み物
・参加費/ 約 28000 円（参加人数によって異なります。バス代金、宿泊費、宴会費含む）
・申し込/ 事前申し込みが必要です。一旦締め切りましたが、事情により、若干名の空きが

出ました。ただいま追加募集中ですのでお誘いあわせの上ご参加下さい。
・詳 細/ 参加者には追って詳細をご案内いたします。

参加者は何回かの事前打ち合わせをいたします。
第一回目は 3/21 日 10：30 風路にて行います。ご参加下さい

・担 当/ 多賀
■※ポレポレ桃の里

・日 時/ ４月１６日（日）
・ご案内/ おなじみ小淵沢のポレポレクラブが桃の里ウォークを開催します。ポレポレは

事前申し込みが必要です。別紙をよくお読み下さい。
又、ポレポレは６月１１日（日）に「新緑の精進が滝」も募集しています。
あわせて別紙に詳細を掲載しましたのでご覧下さい。

■高尾 桜・さくら・サクラ
・日 時/ ４月１９日（水）
・集 合/ ＪＲ高尾駅前 10：00 （長坂駅発 7：52 後ろの方に乗車）～17 時頃帰着。
・見 所/ 多摩御陵（大正、昭和天皇陵） 多摩森林科学園 十々里古戦場（トドリと読み

ます、鎌倉まで十里、秩父まで十里、からきているそうです）
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・距 離/ 約１２ｋｍ
・その他/ 雨天決行 弁当、飲みもの
・参加費/ 会員￥200、非会員￥500 ＋入園料 400 円
・担 当/ 進藤（律）

■ＪＭＬ飯田やまびこマーチ
・日 時/ ４月２２日～２３日（土・日）
・申し込み締め切りました。詳細は参加者へ。
・口 上/ 会として始めてＪＭＬの大会へ乗り込みます。こういう全国大会に始めて参加

される方もいらっしゃるかと思います。是非とも大きな大会の実際を目で見て、役員の
方々の仕事ぶりや対応、運営の仕方、その他、多くのことを吸収してきてくださるよう願
っています。八ケ岳歩こう会を代表して交流にも努めてきてください。では、いってらっ
しゃいませ。

・担 当/ 内海
■四尾連湖・蛾ケ岳＆みたま湯

・日 時/ ４月２６日（水）
・集 合/ 午前 9：00 御勅使南公園駐車場
・国道 52 号線 右角のＪマートを目印にして右折。そこから一番近い公園内駐車場
・コース/ 集合場所から数台に乗り合わせて移動（約 60 分）→四尾連湖駐車場（10：30

スタート）→蛾ケ岳 12：00 到着・昼食→下山→四尾連湖畔１周→四尾連湖駐車場着 14：
00→解散→希望者は「みたまの湯」（山岳展望の素晴らしい天然露天風呂入浴）へ移動。
※入浴しない方は最初から乗り合わせず、御自分の車で移動して下さい。又は入浴しない
人同士乗り合わせるようにして下さい。

・お奨め/ 新緑には少し早いですが、蛾ケ岳からは富士山、八ケ岳、奥秩父が展望できます。
四尾連湖畔には子安神社（無形文化財）、四尾連リョウメンヒノキがあります。又、碑林公
園から１０分の「みたまの湯」はお奨めです。みなさん奮ってご参加下さい

・持ち物/ 弁当 飲み物 雨具
・距 離/ 約７ｋｍ
・参加費/ 会員 200 円 非会員 500 円 ＋載り合わせ料金としていくらか徴収。
・担当/ 田中（文）

■中山道シリーズ その２ 日本橋～板橋
・日 時/ ５月１０（水） ５：３０～１８：００
・集 合/ 八ヶ岳サービスエリア発５時３０分  帰着予定 １７時４５分
・コ－ス/ 日本橋 9：00 出立。湯島聖堂、神田明神、東大赤門（加賀藩上屋敷跡）、かねや

す、染井吉野誕生の地、地蔵通り、近藤勇の墓などなど、見所一杯です。
・キ ロ/ 10Ｋｍ
・交通手段/ ハイウエイバス八ヶ岳→新宿→東京駅→徒歩で日本橋→板橋宿→埼京線板橋

ＪＲ→新宿駅→ハイウエイバス 15：20 新宿発→八ヶ岳着 17：45
※参加者が１５～６人を越えれば貸切バス代とハイウエイバス代金がほぼ同じになるの
で貸切バスに切り替えます。申込者は現地集合か八ケ岳から参加かの明記をお願いいたし
ます。ハイウエイバスはまだ予約しないで下さい。

・参加費/ 会員２００円 会員外５００円
注意１）日本橋集合でもＯＫです。

２）ハイウエイバス八ヶ岳から利用の方は往復は４２００円です。
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３）現地でのＪＲ代は約１０００円。
・持ち物/ お弁当、飲み物、おやつ、雨具、 他
・担 当/ 多賀純夫
・申し込みが必要です。締め切り４月２０日

現地集合か、八ケ岳からバス利用かお知らせください。
貸切バスで行く場合、定員(29 名)になり次第締め切ります。

■新緑ウオーク 富士見高原編
・日 時/ ５月１６日（火）
・集 合/ 10：00 信濃境駅前

■桑の木沢渓谷と原生林を訪ねて
・日 時/ ５月２２日（月）
・集 合/ ９：００ 道の駅 白州 →乗り合わせて桑の木渓谷へ。
・お誘い/ 下見に参加した時の感想文を掲載します

下見とは名ばかりの（？）熱気と人員で本番さながらの一日でしたネ。素晴らしかったで
す。残雪の渓谷をある時は流れに沿い、ある時は杣道を行く。途中カモシカにも出会いま
した。それぞれ趣の違う氷瀑も右に左に幾つも現れて、飽くことがありません。う～ん幸
せ。
あたりの光景には人跡未踏の雰囲気もがありましたが、看板やコースを整備した跡もしっ
かり残っていて、昔、ハイカーと呼ばれた方々がまだ健在だった時代にはよく利用された
のだろうと思われる状況でした。
目的の「黒戸噴水滝」までおよそ後１０分という所まで登り詰めましたが、その上はまだ
凍っていて危険と判断。お楽しみは本番にとっておくことにして、お弁当を食べて帰って
きました。
いやいやいや、本番がいやがうえにも楽しみとなって盛り上がりました。一体あの上はど
うなっているのだろうか、「滝」なのに「噴水」とはこれいかに？、新緑もいいだろうね、
などなど・・。
令嬢の初参加もあって、賑やかかつ華やかな深山幽谷の下見となりましたことをまずご報
告いたします。皆様、本番は来ないとソンしますよ♪

・持ち物/ 弁当 飲み物
・参加費/ 会員 200 円 非会員 5000 円 ＋車載り合わせ代金 500 円
・担 当/ 太田・小林

-----------------------------------------------------------------------------------------------
【月例会のお知らせ】
■４月３日（月） 10：00～14：00 ペアハット
■５月８日（月） 10：00～14：00 ペアハット
※月例会はどなたも参加歓迎の話し合いの場です。お弁当持参でご参加下さい。

ただし、午前中だけ、午後だけの参加もＯＫです。
■６月５日（月）総会 10：00～12：00 場所未定   

懇親会 12：00～14：00 場所未定 コキの祝い＋オカリーナコンサート
----------------------------------------------------------------------------------------------
【ウォ－ク報告】

今月は宮崎の大会に参加されたムッツリーニ様の「百年の孤独」の報告です。
宮崎に行ってきました。みやざきツーデーマーチ参加と観光です。昨日帰ってきました。
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太陽と緑の国というだけのことはあって豊かな自然がいっぱい。日南海岸もウォークのコー
スに含まれていて７km 位は海岸沿いに歩きその美しさを満喫しました。行く前から雨を心
配していたのですが、２日目のスタート時点に降っていた雨は歩き始めたらすっかり上って
ウォーク日和。逆に八ヶ岳のほうは雨のスノーシューとか。お気の毒様でした。
現地で湯浅さんに逢いました。彼も２日間、３０ｋｍを歩いたようです。
さて本題に入ります。先日の信玄堤Ｗで九州出身のＩさんから聞いたのですが、宮崎にはう
まい焼酎があるから是非飲んでみたらとのこと。その名は「百年の孤独」という。但し滅多
にお目にかかれないし、価格も一万円以上だと言う。うーん。２、３日してから 記憶の回
路がようやく繋がって思い出した。実はその「百年の孤独」は東京の知人から幻の焼酎が手
に入ったので送ってもらった（プレゼント）ことがあった。何年前か忘れてしまったが。幻
かなんか知らないがどうせたいしたものではないんだろうと一人で飲んでしまった。そのと
きはそんな高価なものとも知らずに。
そして今回宮崎にて「百年の孤独」探したが見つからない。運がよければ手に入ることもあ
るとは知りつつもやっぱりねという感じ。
熊本空港に向かうタクシーの運転手に何気なくその話をしたら次のように語ってくれた。
年に１回位限定販売をする。数量もそんなに多くは無いそうですぐ完売する。どうも製造元
の販売戦略があるようだと。そのときは一万円もしないらしいが、品物の大半が東京に流れ
てそれが飲み屋では二万円くらいになるんだそうだ。探すなら東京が早いかもと。
但しその運転手さんの話では、地元の観光バスの運転手は入手ルートがあるようだ。自分も
１回観光客に頼まれて斡旋したことがあったと言っていたのである。
そんなことを聞いていたら「百年の孤独」ますます もう一度味わいたくなった。やはり幻
の焼酎であったか。百年の孤独、百年の孤独、百年の孤独‥‥‥

-----------------------------------------------------------------------------------------------
【編集後記】

イナバウアー騒ぎも静まり、スノーシューシーズンも終わって、いよいよ春。日本では球春
という言葉があるが、今年はほろ苦い球春だなあ、王ジャパンが負けてしまった。外では春
の雨が降っている。山はまだ雪なのだろうか。取引先やお客様方の人事異動の話なども耳に
する季節。
子供達は卒業し入学する。色んなところで色んな春がある。私にはどういう春なのだろうか
と見つめれば、なあんだ、いつもと同じ春だった。「いつもの春が来ること」が一番幸せな年
齢になりつつある我が身。いいのかなあ、いいんです♪で、いつもの会報を発行している事
務局。
ばれた？ 会報のマンネリを言い訳しているのであります、誤字脱字もお許しを"ｒ（＾ ；^）。

～～～～～～ ＦＡＸ用紙 0551-32-6877（多賀）～～～～～～～

※全ての設問に一度に返答する必要はありません。都合のついたものから順に回答して下さい。

■2006 年度中に 70 歳になる方＆既に 70 歳以上の方。ＦＡＸ下さい

氏名/

生年月日（書きたくない人は無記入でかまいません）/
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■メールアドレス（出来れば多賀宛にメールを下さい）

■新ユニフォーム注文します（第二次）。   サイズ/ Ｓ Ｍ Ｌ ＬＬ ＥＬ ４Ｌ

■４/１（土） 深大寺 参加人数把握のため、参加される方はお名前をお知らせ下さい。
３/１６現在の参加者です。ここに名前がない方で参加される方は、連絡下さい。
田中（文） 長沼 進藤（律） 俵 山口
大塚 岩田 藤本 国友 三枝
梶山 木村
※参加する 名前：

■4/13～14 秩父札所めぐり （１）申し込みます  （２）申し込みません

■5/10（水）中山道シリーズバスハイク （１）申し込みます  （２）申し込みません

■6/5（月）総会＆懇親会 （１）申し込みます  （２）申し込みません

■6/7（水）バスＤＥウォーク塩の道 （１）申し込みます  （２）申し込みません

■お名前

～～～スケジュ－ル一覧 ２００６年３月～６月～～～

3 28 火 八十八景シリーズその１越中久保の逆さ八つ 長坂運動公園 10：00 俵
■４月
4 1 土 深大寺 バス予約 俵：前田

3 月 月例会 ペアハット 10：00 多賀
4 火 オオムラサキ＆ブルーベりーＪＷＡ大会下見 オオムラサキセンタ 10：00
6 木 オオムラサキ＆ブルーベりーＪＷＡ大会下見 オオムラサキセンタ 9：00
8 土 ※陽春の松本ウォーク（駅からハイキング） 松本駅 9：30
9 日 ※塩山桃源郷としだれ桜 駅からハイキング）塩山駅 9：00

11 火 八十八景シリーズその 2 新・桃の里 山西・梶山・田中(文)
13 日 秩父札所めぐり・結願 （バス利用）要申し込み 多賀
14 金 秩父札所めぐり・結願 （バス利用）－ 多賀
14 金 ※武田の里 新府桃源郷（駅からハイキング）穴山駅 9：30
16 日 ※桃の里 要申し込み－ ポレポレ
19 水 高尾 桜 さくら サクラ ＪＲ長坂駅発 7：52 進藤（律）
22 土 JML を歩こう 飯田やまびこマ－チ締め切りました－ 内海
23 日 JML を歩こう 飯田やまびこマ－チ－ 内海
26 水 四尾連湖 みたま湯 御勅使南公園 9：00 田中(文)

■５月
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5 8 月 月例会 ペアハット 10：00 多賀
5 10 水 中山道シリ－ズ・日本橋から バス・ハイク お江戸日本橋 9：00 多賀
5 12 金 峠シリ－ズ・御坂峠 内海
5 16 火 新緑ウォ－ク 富士見高原編 ＪＲ信濃境 10：00 市川
5 19 金 オオムラサキ＆ブルーベりーＪＷＡ大会 下見 オオムラサキセンタ 10：00
5 22 月 桑の木沢渓谷 と原生林を訪ねて道の駅白州 9：00 小林 太田
5 25 木 ケンとクララの散歩道 岩田
5 28 日 ※ウォ－クラリ－（山梨県レクリエ－ション協会）三分一湧水館 9：00
5 31 水 昇仙峡・羅漢寺 村尾

■６月
6 2 金 オオムラサキ＆ブルーベりーＪＷＡ大会下見 オオムラサキセンタ 9：00
6 5 月 総会 多賀
6 7 水 バスｄｅウオーク 塩の道 俵


