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--- 第 9 期 3 号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報             平成 19(2007)年 11 月 8 日

■日程変更のお知らせから。
蓮田市歩こう会との交流ウオークの日程が諸事情により一日早まりました。11 月
13(火)14(水)に変更となりましたのでご注意下さい。既に宿泊参加を申し込まれた方には連
絡を差し上げておりますが、日帰り参加を予定されていた方は特にご注意下さい。集合場所
や時間には変更がありません。ご不明な点は事務局までお願い致します

■集合場所変更のお知らせ
11/27(火)中山道ウオークの集合場所を変更いたします。車に乗り合わせて行く予定でした
ので 141 号線沿いの集合場所(南清里道の駅)を考えていましたが、お蔭様で参加者が集ま
り、マイクロバスを貸切る事ができました。３ヶ所でピックアップ可能です。集合出発はス
パティオ小淵沢 8：00 と致します。三分一湧水館と八ヶ岳大橋前駐車場でもピックアップ致
します。詳しくは別紙をご覧下さい。

■変更のお知らせが今月号の挨拶代わりとなってしまいましたが、なにとぞご理解 をお願い
します。 さて、カレンダーも後２枚になりました。年末に向かってビッグプレゼントをお届
け致します。

・一つは下記の【お知らせ】です。ウオーキングシューズ等の割引が可能となります。新規契
約の店と既存契約店の再掲もありますが、よく読んでお役立てください。

・もう一つは当会の行事ではありませんが、毎年ペアハット・ＺＯＯＭ・風路のペンション仲
間達も楽しんでいる「クリスマスとれいん」です。ＪＲ小海線の車両を借り切って楽しむク
リスマスの旅です。今年は世界初のハイブリッド車両を借り切って小淵沢から小諸まで往復
します。美味しい料理も待ってます。同封チラシを良く読んで、是非お申し込みください。
一緒に楽しみましょう。

【ご優待・割引のおしらせ】
■本日のＤＭに八ヶ岳歩こう会限定の「満足屋 ご優待券」を同封しました。名刺サイズのカ

ードで「全商品 10％ＯＦＦ］と書かれています。
・有効期限 2008 年 12 月末と書いてありますが無視してください。原則として無期限有効で

す。
・このカードで会員のご家族も使用できます。
・既に店頭で割引されている商品も 10％ＯＦＦとなります。
・カードの裏に満足屋の地図があります。全店で使用可能です。
・紳士服の店でしたが、ミズノと提携してウオーキング関連グッズを販売することになりまし

た。良い靴が手に入ると思いますので、是非一度覗いてみてください。
・竜王の店を基地とした「信玄堤イヤーラウンドコース」を作成中です。来年春には完成させ、

開設記念ウオーク大会が予定されています。
■１２月から長坂インター前「キララ」店内にある「互福」という靴の専門店で、当会の会員

証を見せれば 10％ＯＦＦサービスが受けられる契約を致しました。ウオーキングシューズ
の品揃えも豊富です。もちろん普通の靴でも割引されます。是非ご利用ください。

・既に店頭で割引されている商品は割引対象になりませんのでご注意ください。
■２年前に契約して大好評の小淵沢アウトレット内の提携店６店舗を再掲します。

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
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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。

・East Court ・Upper Court
   ＥＡ１５ ティンバ－ランド    Ｕ０４  エ－グル
   ＥＡ１６ ビ－スタイル    Ｕ０６  フェニックス
   ＥＡ１７ Ｇストック    Ｕ１２  ＡＢＣマ－ト
-----------------------------------------------------------------------------------------------
【行事一覧】
■11 月 13 日(火) 三協会交流ウオーク ・500 選の道 ドラゴンパーク 進藤(律)
■11 月 14 日(水) 三協会交流ウオーク・500 選の道 塩山駅前 進藤(律)
■11 月 21 日(水) 峠シリーーズ・岩堂峠 本番 ＪＲ小淵沢駅発 8：00 内海
■11 月 23 日(金) ※ほくと歴史の杜ふるさと講座 棒道ウオーク part3 要申し込み
■11 月 27 日(火) 中山道シリーズ 南清里道の駅 多賀
■12 月 2 日(日) 晩秋の帝釈天と矢切の渡し ＪＲ小淵沢駅発 6：52 伊藤
■12 月 3 日(月) 月例会 ペアハット 10：00 多賀
■12 月４日(火) 初冬の高森草庵周辺 スパティオ小淵沢 市川
■12 月 12 日(水) 納めのウオーク 三分一湧水館 多賀
■12 月 15 日(土) ※小海線貸切列車 クリスマスとれいん 多賀
■12 月 16 日(日) ビデオ忘年会 忘我亭田中

【ウォ－ク報告】
俵さんの写真展 投稿者 は～るのおがわ投稿日：2007/10/27(Sat)

八ヶ岳歩こう会の俵さんが「ぶらり八ヶ岳スナップ写真展」
登山道で出会った山と花 と言うタイトルで写真展を開催しています。
会場は清里 萌木の村 ホテル ハット・ウォールデン(ROCK の隣)２F ロビーで入場無料
です。会期は 10 月 27 日(土)～11 月 25 日(日)10 時～18 時。
薪が燃えるこじんまりとした落ち着いた雰囲気のロビーでゆっくり写真を眺める事が出来
ます。2 万枚余りの中から選んだ美しい山、可憐な高山植物が展示されてます。
土日だと基本的に俵ご夫妻は待機されているようですので解説も聞くことができお勧めで
す。(前日に確認 TEL した方が確実かも)
本人は照れて PR してないようなので代わりに書きました。

Re: 俵さんの写真展 ZOOM ママ - 2007/10/27(Sat) 21:55 No.5179
俵さん、写真展おめでとうございます。
今日からと言うことで、早速お邪魔してきました。
素敵な空間にさり気なく飾られた山の写真や風景、そして高山植物も・・。
俵さんの写真が 11 枚？飾られています。
紅葉している外の景色を眺め、お茶を頂いてきました。
皆さんもお時間を調整して写真展に行かれては如何ですか？

【編集中記】
師走でもないのにバタバタしている相変わらずの事務局です。これで 12 月に突入したら一
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体どうなるのやら。ま、それはともかく、本日(11 月 5 日)月例会が行なわれ、諸々の事柄が
話し合われました。10 周年記念行事の一つ「甲州街道全行程踏破」がだいぶ形になってきま
した。担当の風路さんご苦労さまです。来月号の会報では記念すべき第一回目の甲州街道ウ
オークの詳細を発表できると思います、お楽しみに。八ヶ岳の八つの峰を踏破する「10 周年
記念八ヶ岳登山」も俵さんを中心にかなり話が煮詰まっていまして、新年号で概要発表がで
きるかと思います。
10 周年記念誌の内容も新年号で概要を発表できるよう、担当多賀、頑張りまっす・・・。
という訳で、新年号会報は賑やかになりそう(な予定)ですが、その前に次号会報で来年度ス
ケジュールの概要を発表したいものだと考えています。いつも後手後手になってしまって申
し訳ありませんが、なにぶん皆様方から提案があがってこない限り予定表作成は出来ません。
皆様方のアイデアを是非お寄せ下さい。次回の月例会(12/3 月)では来年度のスケジュール
作成について時間をとって話し合います。それまでに皆様方のご意見ご希望を募集します。
例会は必ずしも新しいアイデアを提案していただくことはありません。貴方が今まで参加し
た例会の中から例えば「毎年必ず定番でやりましょう」「季節を変えてやりましょう」「集合
場所をちょっと変えればもっと便利」等などのご意見を言って下さるだけでもＯＫです。そ
ういう声が担当者の励みになるのです。
下のＦＡＸ用紙に是非それらの声を送って下さるよう重ねてお願い致します。

■なを、総会時に配布した昨年度会計報告書ですが、全員に配布していなかったので、遅くな
りましたが同封します。

【公募】
■再来年の発足 10 周年にむけて、まだまだ記念事業を行ないたいと考えています。皆様から

の楽しいご意見ご希望を是非お寄せ下さい。
-------------------------------------------------------------------------------

参加申し込みＦＡＸ用紙 0551-32-6877 多賀宛

■交流ウオーク(１１/１３～１４)・・宿泊参加の方締め切りました。日帰り参加予定をお考え
の方でもし決まっている方がいらっしゃればＦＡＸ下さい(日程変更にご注意)

  ○１日目参加予定です ○２日目参加予定です

■中山道ウオーク(１１/２７火)・・貸切バスで行く事が決定しました。一応締め切りましたが、
若干の余裕があるようです。もしこれから参加希望を表明したい方は、ＦＡＸ下さい。(ＦＡ
Ｘ下さった時点で満席になっていたらご容赦願います。又、集合場所の変更にご注意くださ
い)

  ○参加希望

■納めのウオーク(１２/１２水)・・ウオークだけ参加もＯＫです。その場合はＦＡＸ不要です。
ランチだけ参加もＯＫです。その場合はＦＡＸ下さい

  ○参加します   ○ランチのみ参加します

■クリスマスとれいん(１２/１５土)
  ○参加します
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■その他 来年のスケジュールを募集しています。推薦コース、アンコール希望、定番コース
等なんでも結構ですので、ご提案下さい。12 月 3(月)の月例会で話し合いますので、月例会
に間に合うように皆様からのご意見ご提案をお待ちしております。

■お名前

■12 月 番外で「祝シーズンイン・スノーシュー」を行います。詳細は次号です。是非ご参加
を。
12 月 23 日(日) ※シーズン突入記念ムーンライトスノーシュー 北八ヶ岳 多賀

■１月 甲州街道全行程踏破の記念すべき第一回は下記の通り。詳細は次号
１月 14 日(月) 日本橋～内藤新宿～高井戸(16ｋｍ) 小淵沢発 6：52 伊藤


