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八ヶ岳歩こう会 会報

平成 1９年１月１７日

■いざ行かん雪見にころぶところまで 芭蕉
こんな句を発見して私は嬉しくなりました。芭蕉もきっと雪の上を歩くのが大好きだったに
違いありません。スノーシューシーズンが始まりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
雪の上も土の上も楽しく歩いてよい年に致しましょう。本年もよろしくお付き合いのほどお
願い申し上げます。 さてさっそくですが、新年会のお知らせからまいります。お忙しいとこ
ろ申し訳ございませんが、参加ご希望の方は大至急お返事を下さい。
----------------------------------------------------------------------------------------------【新年会（兼月例会）のお知らせ・参加者募集中】
2007 年第一回の月例会は新年会と致します。2007 年の夢を大いに語りましょう。
当初「新春ウオーク付き」と予定していましたが、1/10 の諏訪大社初詣ウオークが 37 名の
参加を得、晴天無風のおだやかな初詣日和にも恵まれ、大盛会のうちに行なわれましたので、
これをもって「新春ウオーク」とさせていただきます。これはウオーク無しの新年会です。
日ごろ平日の参加が困難な方々の為に日曜日に設定いたしました。是非ご参加下さい。
日時/１月２１日（日） 12：00～14：30
場所/スパティオ小淵沢 申し込みが必要です。
会費/２５００円（税込み・飲み物代別）＋150 円（入浴希望者）
送迎バス/11：15 長坂駅前発～建岡神社～長坂総合運動公園～みどり湖～三分一湧水～仁生
園～ペンション ZOOM～小淵沢駅～スパティオ小淵沢到着 11：45 予定
会食/和室で和食です。
定員/３４名
スケジュール/11：15 送迎バス運行（ルート上のどこでも止まりますので手をあげて下さい）
11：45～12：00 スパテオ到着予定
12：00～12：30 会議
12：30～14：30 会食
14：30～送迎バス出発（帰路同コース反対廻り）
・出席の方だけ連絡下さい。バス利用の場合の乗車場所も教えてください。
■新年会に参加します。
名前
■バス利用します。
乗車希望場所
---------------------------------------------------------------------------------------------【月例会のお知らせ】
■１月２１日（日） 12：00～14：30 スパティオ小淵沢 新年会を兼ねます。上記参照
■２月５日（月） 10：00～12：00 12：00～14：00
ペアハット
■３月５日（月） 10：00～12：00 12：00～14：00
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。
【今月の行事一覧】
■２月
20 土 ※はじめてのスノーシュー・ふれあいセンター 10：00 ペアハット
21 日 月例会兼新年会 スパティオ小淵沢 12：00 多賀
24 水 七福神ウオーク講話付き ＪＲ石和着 9：45 西側 9：50 進藤（律）
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26 金 サンセットスノーシュー 富士見高原 15：30 多賀
28 日 ※サンセットスノーシュー富士見高原 15：30 ペアハット
29 月 スノーシュー・飯盛山 ・８８景の道 獅子岩Ｐ9：30 俵
■２月
2 金 ※ムーンライトスノーシュー要申し込み ＴＳＣ
3 土 ※ＪＷＡ500 選の道から「信玄堤」下見 竜王駅 11：00 進藤（律）
4 日 ※スノーシューサンメドウズ 要申し込み ポレポレ
5 月 月例会 ペアハット 10：00 多賀
6 火ス ノーシュー美濃戸～赤岳鉱泉周遊ス パティオ小淵沢 8：00 多賀
８ 木 信玄堤 県協会合同ウオーク下見 500 選の道 ドラゴンパーク 9：50 進藤（律）
10 土 ※サンセットスノーシュー蓼科ピラタスの丘ゴンドラ乗り場 15：00 ペアハット
11 日 ※はじめてのスノーシュー美し森から・ふれあいセンター9：30 ペアハット
13 火 蔵開き＆マイク開き 長坂駅前 9：30 風路
14 水 スノーシュー・サンメドウズ～ふれあいセンター ふれあいセンター9：30 多賀
18 日 ※ＪＷＡ500 選の道から「信玄堤」本番 竜王駅 10：30
21 水 ※スノーシュー入笠山 要申し込み ポレポレ
23 金 湯川渓谷＆三滝山 ＪＲ野辺山駅前 9：30 俵
24 土 ※はじめてのスノーシュー・真教寺尾根ルート サンメドウズ 10：00 ペアハット
28 水 スノーシュー長沢スペシャル（２） 大泉駅前市営Ｐ8：00 長沢
■３月（次号で詳細発表）
3 土 ※サンセットスノーシュー ペアハット
４ 日 ※はじめてのスノーシュー・大門沢ルート ペアハット
４ 日 ※ムーンライトスノーシュー ＴＳＣ
５ 月 月例会
多賀
６ 火 ※スノーシュー・御殿湯～天狗岳
ＹＳＣ
8 木 梅の里・８８景の道ドラゴンパーク 9：50 進藤（律）
11 日 ※スノーシュー・日本一標高の高い露天風呂へ。 ペアハット
14 水 風林火山ウオーク・武田の里 山西・梶山
18 日 ※ＪＷＡ500 選の道から「秩父往還」本番
20 火 塩山ザゼン草とひなまつり ＪＲ塩山駅南口 8：25 田中（志）
■2/8（木）の信玄堤は山梨県ウオーキング協会の親睦ウオークの為の下見と本番です。八ケ
岳歩こう会が幹事となっています。是非大勢のご参加とご協力をお願い致します。
■2/23（金）はスノーシューではありません。冬の北相木村の名物を見に行く３キロ（！？）
の最短ウオークです。風呂へ入る支度も必要です。
----------------------------------------------------------------------------------------------【ウォ－ク報告】
初詣ウォークご苦労様でし... 投稿者：やまゆり 投稿日：2007/01/10(Wed) 17:20
歩こう会の皆様、初詣ウォークに多数ご参加いただきまして、有難うございました。総勢３
７名の出席で企画させていただいたコースリーダーは、大変感謝しています。新年早々のウ
ォークお疲れ様でした。諏訪大社の神様も、歩こう会の皆様の願い事をきっと聞き入れてく
ださることでしょう。体調を崩されておられます会員の一日も早いご回復をお祈りいたしま
す。
担当
山西・田中志
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Re: 初詣ウォークご苦労様... くらら - 2007/01/10(Wed) 18:18 No.4606
初詣ウォーク、楽しく参加させて頂きました。２００７年早々、諏訪大社詣で、青い空、真
っ白な雪、薄く凍った諏訪湖と冬の信州てんこ盛りウォーク有り難うございました。
上諏訪駅で購入したえびすやのワカサギをつまみにケンと諏訪の話に花が咲いているとこ
ろです。
３７名を引き連れてのウォーク、担当の皆様お疲れが出ませんように。
Re: 初詣ウォークご苦労様... 風路 - 2007/01/11(Thu) 13:17 No.4608
今年の歩こう会のスタートはお天気に恵まれた素晴らしいウォークしたね！山西さん、田中
さんありがとうございました。日記に書きましたので、もしお時間のあるかたは覗いてみて
ください。
http://kazemiti.exblog.jp/d2007-01-10
＞体調を崩されておられます会員の一日も早いご回復をお祈りいたします。同じ気持ちでい
ます。また一緒に歩ける日を待っています。でもあせらないでくださいね！
Re: 初詣ウォークご苦労様... やまゆり - 2007/01/11(Thu) 13:19 No.4609
ＺＯＯＭママ様、お忙しいのに、初詣ウォークのアルバム早速拝見いたしました。有難うご
ざいました。感謝してお礼を申し上げます。暫くぶりで、コース案内をさせていただき、不
手際もありましたが、残雪の悪路を無事に歩く事ができました。参加された皆さんのご協力
にも感謝です。久し振りのおしゃべりもたっぷりできました。今年は、背伸びをしないで、
マイペースで参加させていただきます。これからも、よろしくお願いします。
Re: 初詣ウォークご苦労様... ビデオパパ - 2007/01/11(Thu) 13:36 No.4610
ＺＯＯＭママ様、風路様、早速の報告、楽しく拝見させていただきました。有難うございま
した。
ビデオ記録ただいま編集真っ最中です。完成しましたら、みなさんとご一緒に視聴する機会
を
楽しみにしています。
----------------------------------------------------------------------------------------------【編集後記】
昨年から当会は国交省の「風景街道」というプロジェクトに関わっております。先日東北地
方の風景街道の会の集まりに招かれて行ってまいりました。東北も暖冬で雪も少なく、東北
らしい行事が出来ずに困っているということでした。
２日連続で８団体約 100 名の会合が行なわれました。どの団体も共通して「歩く」ことに力
を入れていたことに今更ながら驚き、そして心強く思ったことでした。町をあげて地域をあ
げて「歩く」ことで地域の活性化、歴史文化の掘り起こしをしようとしています。全国には
素晴らしい道が無限にあります。そしてその道を守っている団体も数多く存在しています。
そんな中から「六十里越え」と「八十里越え」というルートが印象に残りましたのでちょっ
とご紹介いたします。出羽三山を貫く「六十里越え街道」の歴史は古くから出羽三山詣での
道として栄え、近世には参勤交代の路としても利用されました。その後道は廃れましたが、
明治の鬼県令三島通庸が街道整備に手をつけたが叶わず、その無念の意思を後継した二人の
山男の「プロジェクトＸ」並の開拓話が伝わっております。彼の地ではこの街道をなるべく
多くの人に歩いてもらいたいと運動しています。
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又、新潟から只見へ通じる「八十里越え」という街道もなかなか歩き応えのある道のようで
す。幕末の北越戦争時に長岡藩の河合継敬之助が会津へ逃れた道として有名です。司馬遼太
郎の「峠」はこの「八十里峠」ではないかとも言われております。
パソコンをお持ちの方は「六十里越え」
「八十里越え」とそれぞれ入力して検索してみてくだ
さい。必ずや「歩いてみたい！」と思われるでしょう。当会ではいつかこの道を、彼の地の
「風景街道の会」の方々の案内で歩いて見たいと考えております。
いつになるやらお約束は出来ませんが楽しみにお待ち下さい。
浦霞と栄泉をたっぷり戴いた東北小旅行の土産話でした。失礼致しました。
【公募】
■当会では引き続き「八ケ岳８８景」と「今年度ウオーク例会企画」を募集しております。
「八ケ岳８８景」は「歩いて見つけた八ケ岳」と題して、八ケ岳のビューポイントを皆様か
ら推薦していただいております。写真展覧会ではありませんので写真の上手下手は関係あり
ません。個人的な思い入れで構いません、
「ここから見た八ケ岳が大好きだ」という場所があ
りましたら是非写真を１枚撮って送ってください。
又、ウオーク例会は随時募集しております。自薦他薦かまいませんので、歩いてみたい道が
ありましたら、お知らせ下さい。 その他、どんなことでも事務局へ。
事務局へ連絡カード ＦＡＸ 0551-32-6877
連絡事項

お名前
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