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あいさつ

～ 20周年を迎えるにあたって ～

会長 田中 憲一

10年ひと昔といわれますが、八ヶ岳歩こう会は2019年にふた昔の20周年・成人式を

迎えます。設立に携わった先輩と会の維持・発展に貢献された会員・元会員の皆様に

深く感謝申し上げます。

私が会に入ったきっかけは、2006年5月の棒道ウォーク(10ｋｍ)に参加し、いい会

だなと感じたことでした。翌2007年6月には初めてのバスウォーク（千国街道塩の道）

に参加、その後歩くことにハマり「歩中おじさん」になって現在に至っています。

私ごとはさておき、シリーズものとして10周年記念の甲州街道ウオークや八ヶ岳周遊・

塩の道・富士川街道・川中島への道・お茶壺道中・中道往還などのイベントも実施し、

会を成長させていきました。また、近年では参加費の一割程度を福祉団体等に寄付す

るなど社会貢献にも努めています。人生100年時代といわれる昨今、健康長寿で過ご

すには歩くことと友達を多く作り、適度に飲み、語らうことが大切です。これからも

バラエティに富んだ安全で楽しい例会を開催していきたいと思います。

なお、20周年記念事業として、お江戸日本橋から下諏訪宿までの甲州街道ウォーク

を実施中です。より多くの参加で節目の20周年を更に盛り上げていきましょう。結び

になりましたが、会員皆様の健康・ご多幸と会の25周年・30周年更にその先に向け、

継続・発展を祈念して私の挨拶とします。
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八ヶ岳歩こう会誕生物語 Ⅰ

事務局長 多賀 純夫

今から20年前の夏のある朝、ペンションを経営していた私は突然の腰痛に見舞われ

ました。お客様の朝食を用意しなければならない時間でしたが、かみさんを大声で呼

び（大きな声を出すのも一苦労でした）、事情を話してなんとか朝の仕事を全部かみ

さんに任せ、ウームと汗だくでひっくり返っていることしかできませんでした。

10時になってお客様を全部チェックアウトさせたかみさんは、「整体」に行かせれ

ばなんとかなると直感し、電話番号帳で片っ端から今すぐ看てくれる医院を探しだし、

歩けない私をベッドから引き離し肩に担いで車に放り込んだのです（イテテ）。

着いた先は我が家から車で40分、甲府昭和の整体医でした。この医院のお名前を忘

れてしまったのが一生の不覚です。結論から先に書きますと、あら不思議、あれほど

痛かった腰痛がウソのように消えてしまったのです。名医中の名医に奇跡的に巡り会

えたのです（多分）。

最初先生は「君の体は、全く歩いていない体だね」とおっしゃり「これからは少し

ずつでいいから毎日歩くようにしなさい」そして「週に一度はウチに来なさい、すぐ

完治するから」と半ば命令調で半ば諭すように私に告げたのです。

翌週、その整体医に行った折り、私の腰回りに手を当てた医者は「お、歩いてない

ね」と一言。翌々週行った折には「お、今度は2日間ばかり歩いたようだね」と、本

当にピタリと当てるのです。ペンションの繁忙期に入り「少しずつ毎日歩く」という

ことが出来ないでいたのです。翌翌々週、医院に行った時には、さすがに怒られまし

た。「先週も歩いてないじゃないか、もう歩かんでよろしい。その代わり一生、私の

所に通うのだね」

整体師というのは、体に触れただけで「先週何日歩いたか」がわかるものなのでしょ

うか？ それとも本当に私が出会ったのは名医中の名医だったのでしょうか。それと

も、私のことを案じた医師が当てずっぽうに檄を飛ばしてくれたのでしょうか。

今となれば、整体師さんですから「歩くことの大切さ」は当然熟知しておられて、

無知でズボラな私に「歩く」ことを真剣に進めて下さったのだなあと感謝しきりです。

「一生通うのだね」という言葉に「歩けば治るのに」という意味が込められていたの

だなぁとしみじみ思い返しています。それから私の生活は一変しました。
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八ヶ岳歩こう会誕生物語 Ⅱ

しかし、ズボラな私は、自分一人で腰痛予防のためにセッセと歩くなんてことはと

ても続かない、と分かっていました。よし「歩こう会を作ろう、自分が言い出しっぺ

なら、仕方なく歩くだろう」と他力を頼って「八ヶ岳歩こう会」を発足することにし

たのです。

どうせ作るなら「日本歩け歩け協会（現日本ウオーキング協会）」に相談して、大

きく始めようと思い立ち、すぐに協会の事務局に電話し、会を立ち上げるには何が必

要か等のあれこれを聞き出しました。協会の事務局は山梨県に歩こう会が出来ること

をことのほか喜んで下さり、ものすごく丁寧に教えて下さったのです。

後で分かった事なのですが、当時日本歩け歩け協会は伊能忠敬の足跡を辿って日本

中を歩く「伊能ウオーク」という巨大プロジェクトを計画中でした。日本中の歩こう

会を動員してボランティアを依頼しようとしていたのですね。当時山梨県には河口湖

歩け歩け協会（現河口湖ウオーキング協会）しかなく、巨大プロジェクトが通過する

には、絶対的にボランティアが足りない区間だったのです。

そこに「八ヶ岳歩こう会」がまるで飛んで火に入る夏の虫のように立ち上がるので

すから、協会としては嬉しかったのでしょう。後の「伊能ウオーク副隊長・小林さん」

まで指導に来て下さり、発足にこぎ着けたのが、1999年の6月6日のことでした。

長坂のオオムラサキセンターにて開催した発足会には51名の方が呼びかけに応じて

下さり、現在まで続く礎となっていくのでした。

八ヶ岳歩こう会誕生物語 Ⅲ

現在、当会のホームページにはウォーク例会の報告記事が記録されています。改め

て確認してみましたら、なんと発足当日の様子まで保存されておりました。有り難い

ことです。記事を読むとなんと私はまだ40代、そして参加者の最高年齢が72歳という

大変若々しい(^_^;)会であったことが読み取れます。私は8歳の娘までかり出して、

発足式を少しでも賑やかにしようと多分必死でした。

おかげさまでその娘も昨年結婚し、会は皆様のおかげで20年継続され、例会の内容

はますます多岐にわたって、楽しみ方も倍増しています。記念すべき当会第一回の例

会をホームページからそのままここに転載させて頂きました。

■6月6日(日) 発足記念ウォーク（オオムラサキ遊歩道） １０キロ

〇発足式が行われました。場所／長坂町オオムラサキセンタ－参加者／５１名

〇発足式後、希望者で記念ウォークが実施されました。

コ－ス／オオムラサキ自然観察路。10キロ

参加者／30名

発足式に駆けつけてくださった日歩協の小林様(伊能ウォーク本部隊副部長)、加川

様(川崎歩け歩け協会主任指導員)、鈴木様(川崎歩け歩け協会幹事)、中村様(河口湖
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歩け歩け協会会長)、宮下様(河口湖歩け歩け協会事務局長)の参加を得て、先頭、中

間、アンカ－、の役割や、出発前のウォ－ムアップ、到着後のク－ルダウンのストレッ

チ、さらには正しい歩き方や、靴ひもの結び方等までご指導頂き、初回ウオ－クとし

ては大変「それらしい（？）」大会になりました！我ら役員一同にとって貴重な勉強

をさせていただき、感謝の連続でした。

さて、歩こう会に「軽いハイキングの会」のつもりで参加されたほとんどの会員に

とっていきなりの10キロウォ－クは多少ハ－ドなものだったようです！が、最年少8

歳、最年長72歳の30名は全員無事に完歩し、約2時間で記念ウオ－クを終了致しまし

た。前記5名の歩こう会の大先輩の方々にも口々に「良いコ－スだ！」と誉めて頂き、

又、「ウォ－キングのペ－ス」というものをほとんど知らない参加者達のがんばりも

誉めていただき、誇らしく、嬉しい「記念ウォーク」となりました。

私個人にとっては72歳のご婦人の颯爽としたウォ－キングスタイルと、我が子（8

歳）のがんばりがとてもうれしかったウォ－キングでした！

しかし、到着後のク－ルダウンのストレッチをさぼった我が子は翌日「脚が痛い、

痛い」と言いながら登校していきました！49歳の私が何ともなかったというのに！他

の方はどうだったろうか？気になるところです。

6

初代会長 板山さんの挨拶 設立時にお世話になった川崎W協会の鈴木さん

顧問 小澤さんの挨拶 長坂町オオムラサキセンター



写真で見る20年
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20周年記念ウオーク開催中

20周年記念甲州街道ウオーク第一回

入会案内チラシ



写真で見る20年(1999年～2002年)
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2000年5月
第一回棒道ウォーキング大会にあわ
せて作成したブルゾン（写真は同じ
デザインの二代目ブルゾンです）

2001年4月 桃の里ウォーク

2001年2月

歩こう会初めてのスノーシューウォーク

2000年
11月

いいやつ八ヶ岳の日クリーンウオーク

2002年12月

「海から一番遠い地点」へ



写真で見る20年(2003年～2006年)
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2004年10月 紅葉の西沢渓谷

2003年3月霧ヶ峰スノーシュー

2006年12月 納会ウオーク 石和にて

2005年11月 中山道バスウオーク 第１回馬籠～妻籠

2006年9月 マラソンウオーク 棒道

＋オオムラサキ遊歩道 越中久保の

ため池の風景は外せません



写真で見る20年(2007年～2010年)
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2007年10月

ノルディックウオーク増富編
2007年11月
蓮田市歩こう会と交流ウオーク

2010年7月 八ヶ岳里山ウオーク

2009年7月

御師と行く富士講 登頂編

2008年1月

10周年記念行事甲州街道ウオーク
2008年2月

10周年記念行事甲州街道ウオーク



写真で見る20年(2011年～2014年)
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2011年5月 満足屋信玄堤ウオーク

2013年7月

北杜24景フットパス

2012年3月

浅川兄弟ゆかりの地を訪ねて

2013年2月

川中島へのウオーク第一回

2014年3月 早春の赤沢宿

2013年6月 総会受付風景

2011年11月

てくてく富士川街道ウオーク第1回

2012年12月 鎌倉ウオーク

湘南藤沢ウオーキング協会の方々と



写真で見る20年(2015年～2018年)
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2015年3月 六地蔵と八女神

2016年11月 諏訪湖七福神巡り

2015年11月

第五回八ヶ岳・棒道ウオーク

2017年3月七賢蔵開きウオーク

2017年3月 敷島梅の里



設立20周年に寄せて

鈴木 喜美男(川崎ウオーキング協会)

八ヶ岳歩こう会殿、設立20周年を迎えられましたこと、心からお祝いを申し上げま

す。20年と一口に言っても短いようであり、自分の行動を振り返ると長いようにも感

じられます。1999年6月6日の発足記念ウォークでオオムラサキ遊歩道を10キロ歩きな

がら、正しい歩き方、各スタッフの役割、靴紐の結び方、ストレッチの仕方などなど

を指導しながら皆様と歩いた事が、遠い昔のようにも思われます。先日20周年記念ウォー

クの「甲州街道ウォーク」の第一回を歩きながら、そんなことを懐かしく思い出して

いました。貴会の発展ぶりを目の当たりにして、嬉しさもこみ上げてきました。これ

からもますますのご発展と、皆様のご健勝を心からお祈り申し上げます。重ねて、お

めでとうございます。

設立20年、おめでとうございます

板山武人(初代会長)

美しき 山河のさまや かかる地を ふる里とせむ 人ぞ羨ましき（金田一春彦）

金田一先生が峡北高校（現北杜高校）を訪れた折に残された一首である。

「八ヶ岳歩こう会」は設立されて20年。金田一先生が「羨ましき」と詠んだ美しい

自然を土台として設立された歩こう会と出会い、会員の方々と出会い、楽しく活動し

てきた数々の思い出が脳裏に蘇る。人は昔から自然と関わり植物と関わる中で生活を

豊かにしてきた。

道志小学校勤務時代の事。早春、美しい道志川の岸辺に決まったように咲き始める

黄色い花があった。アブラチャンやムラダチと言われている植物だが、何の花か地元

の人も知らぬようだった。それを知って、子供達にその植物の名前と由来を話してみ

ると、目を輝かせて喜んでくれた。あの時の子供達の表情は今でも忘れられない。ま

た別の日、或る父親が、ヌルデの小枝を持ち「先生、これはシオの木というんだよ」

と教えてくれた。道志村では殆どの人が、ヌルデの木を「塩の木」と呼んでいた。秋

になると実の周りに粉が吹き、それを舐めると塩の味がするからだそうだ。同じ植物

でも所により名前が変わっていることを知った。

このように「人々の生活の中から生まれてきた植物の名前」が、きっとこの外にも

あるのだろう。そんなところにも人間の生活と自然の関わりの深さを感じたものであ

る。

「八ヶ岳歩こう会」では、自然の中を歩き、人々と出会うことを通じ、育まれてい

くものもあることでしょう。私自身は皆様との交流の中で様々に大切なものを身につ

けさせていただいたことに感謝をしています。ますますのご発展を心よりお祈り申し

上げます。
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八ヶ岳歩こう会発足前後の状況

田島 孝雄(元副会長)

瑞牆山下り口で多賀さんと私は飲み物を飲みながら、痛い足を我慢し登頂した満足

感を味わっていました。

たまたま地元の年配の方がおり「瑞牆は昔はこの地の小学生の遠足コースだよ」と言

うではありませんか。

我らにすれば大げさに言えば瑞牆登頂はエベレスト登頂にも匹敵する出来事です。一

気に大きな満足感はしぼみました。

それでも多賀さんと私は当時そこそこに山登りに熱中しておりました。

日向山、飯盛山、横尾山、小川山などの低山、時には日本百名山をご夫婦で登了され

た日野春の鈴木勝彦さんとこの地の高い山にも登りました。

そういう状態が１年くらい続いたでしょうか。が「求めているものとどこか違う」

と言うような雰囲気になってきました。

特に多賀さんはその意志意向が強かった。登山は登山で良いのだが、もっと気軽にこ

の南麓の素晴らしい里山を歩く。

そういう歩き方もあるんじゃないか？健康にもよい。多賀さんは腰の具合が悪いとか

当時言っていました。

私も多賀さんの意見には賛成でした。

おそらく多賀さんの頭の中では、この地の里山を自分だけでなく多くの人達に歩いて

貰いたいという強い想いが有ったのでしょう。

この風光明媚な最高の里山を歩く。そう決心した後の多賀さんのスピードは速かっ

た。

あれよあれよと言う間に「八ヶ岳歩こう会」の準備を「仕事は何時してるんじゃ」と

我らが思うほどに始めたのです。

私はその迫力に感嘆すると同時に協力せねばなるまいと決心させられました。

多賀さんと私の山登りはアルピニストになれぬままここに終了を迎えたのです。

当時を思い返せば、この地でウォーキングのグループを設立する機が熟し始めてい

たと言えます。

そろそろ全国的にも歩くことの大切さ、面白さ、健康にあたえる影響などが囁かれ始

めていました。

ＪＲが駅からウォークのようなキャンペーンを始めていた。

他の先進的な地域ではウォーキングのグループが発足し始めていました。

が八ヶ岳ではその動きは鈍かった。

まだ個人で歩いているだけで組織的な団体は見られなかった。

そういう意味では多賀さんの思い、決意、判断、見方は正しかった。

必ずウォーキングの時代が来る。

（誤解の無いように言えば、早く作って自分達だけが何らかの利益を得ようという考

へではなく、この八ヶ岳の地を素晴らしいウォーキングフィールドにする責任、責務
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が自分達にはある。

多賀さんも他のメンバーもそういう思いだった）

当時、夢は「八ヶ岳南麓を日本一の里山ウォーキングフィールドに」が合言葉。

酒がはいると日本一が世界一になった。

組織の骨組みは人脈多い多賀さんが人を集め大方を考えた。

人のことを思い起こせば・・・。

マーブ小淵沢(今のアウトレットの場所にあったミズノのテニスコートの支配人)の管

理者でありスポーツ万能な田中伸治さん。

大阪から来ていた頑固だが緻密で面倒見の良い平井珊吉さん。

ガールスカウトのリーダーを長く奥様ともどもなさっている渡辺繁さん。

白根町の1000キロ踏破真近の内海文夫さん。

大井ヶ森移住の真面目な初老の小平久平さん。

私は町内ペンション同業者、山登りを一緒に始め、それに酒好きの飲み友達。協力者

的立場だったでしょうか。

一番最初の頃の集まりは以上のような顔ぶれだったと思います。

発足式の日にちを決めた後にはあれよあれよという間に人材が随分と揃いました。

思い出せば田中文子さん、田中建彦・志満子夫妻、藤本陽子さん、進藤律子さんとか

が浮かんできます。

市川健一・富美子夫妻はちょっと後でしたか。

ご主人がパソコンが得意、富美子さんはカメラが好きということでもっぱら撮影係。

適材適所、ホームページの写真は市川さんでした。

もっと他の方もいたかも知れません。

何せ20年も以前のことなのでうろ覚え、間違っていたらごめんなさい。

そうそう、会長は理事会にはあまり参加しないが長坂中校長を退職した地元の名士板

山武人さん。

顧問には長坂町長(当時まだ町村合併していなく北杜市は存在していませんでした)の

小澤澄夫さん。

多賀さんの人脈の広さとエネルギッシュさが頼りだったと思います。

会の進め方の柱は主に多賀さんのアイデアだが、

１、基本的には例会は申し込み制にはしない(参加したい人が時間通り集合場所に

来れば誰でも参加ＯＫ)

２、下見を入念に行う。その者が担当者で集合場所に行く。

３、理事会は理事だけでなく会員ならだれでも参加ＯＫ、多ければ多いほど良い。

来るもの拒まずの精神(参加者→関係者へ)

成功の要因は色々あろうがこの基本的な柱が相まって善転回し成功を導いたと私は

思っています。

１、については、思い切ったやり方でした。

誰が参加か、何人参加か分からぬいう意見は出たが、この方法で始めることになった。

私は、この方法が画期的な方法だと例会が増えるにつれ実感しました。

申し込み方式は参加者の受付、名簿作成、来ない人はどうするなどなど仕事が増える。
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ただ集合場所に関係者の誰かがいることが必須。

当然ながらその者は歩くコースを知らなければいけない。

下見が必須。ことによると下見の下見が必要となる。

個人的に歩きコースを熟知することも必要。

発会の頃にはもう下見の必須性が理解されていた。

とにかく本番より下見の方が多かった。

下見が優秀なウォーカーを育てる。

それが後に道守という考えになったと思う。

私の会員だった間(約５年間)に1回だけ中止になった例会が有った。

オオムラサキとブルーベリーの里ウォーク。

このコースは私の家の近くで、お客様と数十回も歩いているので発足の時から私の担

当でした。

2001年の1月だったと思うが、前夜大雪が降った。

集合場所のオオムラサキセンターまで車で行かれないことも無いが、コースは歩けな

いだろう。

多賀さん他と相談し中止とした。

が、もしかしたら会には熱心な方が多い。来る人がいるかも知れない。

担当なので私は行くことにした。

しかし、さすがに集合時間が過ぎても誰も現れません。

何が有ろうと誰かが集合場所に居なければならぬの実践でした。

私にとっては思い出に残る初の中止でした。

個人的事情で会員から離れましたが20年が大成功裡に過ぎようとしています。

発会前後の状況を知る者も少なくなりつつあると思います。

記憶を呼び戻し書かせて戴きました。
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「信玄の棒道と湧水の里ウォーク」の思い出

田中 伸治(旧MARV小淵沢支配人)

この度は、八ヶ岳歩こう会の20周年、おめでとうございます（祝）。

初期の頃の会員の皆様ご無沙汰しております。

八ヶ岳歩こう会(ＹＷＡ)の皆様こんにちは！

私はＹＷＡ立ち上げの頃、会員の皆様と一緒に様々な里山歩きに参加させていただ

きました田中伸治と申します。一応、日本歩け歩け協会(日歩協／今の日本ウオーキ

ング協会)の公認指導員だったこともあり、当時、ストレッチや正しい歩き方等の活

動でもお手伝いさせていただきました。

2001年3月に八ヶ岳から事業を引き上げた関係で、ＹＷＡを卒業いたしましたが、1

7年もたった今でも、ご連絡をいただき、たいへん嬉しく思っています。

さて、「信玄の棒道と湧水の里ウォーク」ですが、正確には、日本歩け歩け協会公

認・八ヶ岳歩こう会第１回公式里山歩き「信玄の棒道と湧水の里ウォーク」と長～い

名前です。

2000年5月14日(日)、私の職場であったMARV小淵沢(現在はアウトレットモールになっ

てるところです)をスタート、ゴールにして開催しました。

参加人数の記憶が曖昧なのですが、一般200名、お子様とご家族・ボラさん100名、

ＹＷＡスタッフ80名、来賓30名、主催者側20名ぐらいだったと思います。

人数では大きな大会ではなかったのですが、主催は小淵沢町、八ヶ岳高原活性化研

究会、八ヶ岳歩こう会、後援は日歩協、山梨県教育員会、県大型観光キャンペーン推

進協議会と規模は大きな大会でした。

また、来賓には日歩協の田中副会長、里山歩きネットワークの泉田委員、小淵沢町

の宮沢県議、協議会の天野会長や川崎市、河口湖、富士吉田の各支部の方々、主催者

側で小淵沢町鈴木町長、坂本教育長、長坂町町長、八ヶ岳高原活性化研究会溝口会長

他、多数のVIPを多賀さんと手分けして招待の手配をしたことが思い出されます。

また、いろいろな伝手を使って、ダイドードリンコ(缶コーヒー)、NTTドコモ(携帯

20台＋通話料)、味の素(ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙ)から協賛いただきました。

私としては、この大会はＹＷＡの公式イベント第１号であるとともに、後に小淵沢

町に譲渡するMARV小淵沢の景観や施設を町内外の方に見ていただくことがもう一つの

目的でした。MARV小淵沢は今までは会員制のテニスリゾートとして運営していて、地

域との協働には積極的ではなったので、最後になってやっと地元貢献できたかなと思っ

ています。

今回の大会で、ＹＷＡの役員や会員の方々には、大会本部の主催者、来賓の接待か

ら始まり、コースの安全管理、各会場・コースの設営など、手分けして行っていただ

き感謝しています。休憩ポイントでの朝採り胡瓜配布や大会本部での手作りテント村

の開設も行っていただきましたね。

また、大会当日ばかりか大会2週間前から大会事務局で問い合わせの応対も手伝っ

ていただきました。
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ＹＷＡのロゴも作り、スタッフジャンバーも作りました。このロゴを短時間で安価

につくるのに苦労したのですが、嫌がる県内のデザイン会社に無理矢理お願いしたの

ですが、担当者が多忙で事業部長自ら作成し、納期を守っていただきました。サンニ

チ印刷さん、その節は、ほんとうにありがとうございました。

あと、ミズノ本社のウォーキング担当が日歩協の公認コースの取得を手伝ってくれ、

日歩協の副会長を招致してくれました。また、会場盛り上げのための準備と当日の応

援、売店出店に来てくれて助かりました。

準備作業、打ち合わせも毎晩遅くまでMARV小淵沢のレストランで行いました。

今思うと体力あったな～って思います。当時は42歳、ＹＷＡで一番のヤングでした

けど、、、でも、その当時の役員の方にはずいぶん無理させたのかなって、還暦を迎

えた今は少し反省しています。

当日は各担当でＹＷＡの皆さんが役割をきっちりこなしていただけたお蔭で無事終

了することができました。大会が終了した後の皆さんの笑顔は18年経った今でも忘れ

ません。ありがとうございました。

最後に、八ヶ岳歩こう会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝を祈念しております。

2018年3月吉日

18

送別会で緒方様より「草花の貼り絵で描いた八ヶ岳」
の額を頂きました

田中さん歓送会ウォークにて(2001.
3.20)
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20周年お目出度うございます

平井 珊吉(第二代会長)

私は1997年(平成9年)10月に大阪より山梨へ移住し、公営住宅に住み始めました。

最初は高根町のクラインガルテンで農業のまねごとをして楽しんでいましたが、翌年

の4月、ペンションのオーナーから「歩く会があるので、一緒に歩きませんか」と誘

いがあり、参加したのが「八ヶ岳歩こう会」で、これが新しい趣味との出会いとなり

ました。

その後は、週一、二回参加するようになり、会員の皆様と風景を楽しみながら歩く

のが面白く、次第に、ウォーキングコースの作成、下見、当日のリーダーなどもやる

ようになって、気がつけば会長に推されていました。信玄棒道、オオムラサキ遊歩道、

桃の里、夏は登山、冬はスノーシューウォーキング等、歩く範囲も広がって、私の八ヶ

岳ライフは充実していきました。棒道大会の主催、県外のウォーキング協会との交流、

JWAのツーデーマーチに参加等など、楽しさもどんどん広がっていきました。そして、

八ヶ岳にいる間に富士登山を八ヶ岳歩こう会で実施し、山頂でご来迎をみられた事が、

夢のようで、これが最後で最高の感激となりました。

現在、大阪に戻っておりますが、八ヶ岳で鍛えられた足腰の強みで、琵琶湖一周、

熊野古道中辺路、伊勢路等を完歩。今は京都奈良を楽しく歩いております。歩くこと

の楽しさがすっかり体に染みついてしまったようです。有り難うございました。

最後になりましたが、八ヶ岳歩

こう会の益々のご繁栄を心より祈

念しております。
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オオムラサキセンターで発足

内海 文夫(第三代会長)

八ヶ岳歩こう会がオオムラサキセンターで発足してから、二十周年を迎えることを

思うと感慨無量です。

当初歩こう会としての活動はボチボチでしたが、二年目に早くも無謀とも思える大

会を決行したことから当会は飛躍的発展を遂げることになります。その名もマーブコ

ブチザワ拠点での「棒道ウォーク」でした。内外から320名もウォーカーが集まりま

した。ずぶの素人が右往左往しながらも初の大会を見事成功させたのです。其のこと

により私たちは大会運営の企画、準備、スタッフの役割など様々な事を反省しかつ学

びました。

以来毎年大会を実施し、例会も充実してまいりました。それが基本的に現在まで継

承されているのです。

思えば2005年6月皆さんに推されて会長となり3年ほど務めさせていただいたことが

今もって懐かしく浮かんできます。その頃、日本ウオーキング協会に加入し、当時の

活動ぶりから 山梨に「八ヶ岳歩こう会」ありと注目されました。そして会員の中で

は公認指導員の資格を得て、リーダーを育成し人的にも充実したものです。しかしな

がら会長として能力不足でスタッフにかなり負担をかける有様でした。更には 身体

不具合で心ならずも任期半ばで退任したしたことは誠に残念であり、そのことを今で

も申し訳なく思っています。

さて思い出の一つとしてこんなこともありました。それは「清里開拓の道ウォーク」

の大会の時であります。先導、中道、殿(しんがり)の役割に従って20キロコースをス

タートしました。途中で昼食を済ませるのでそれを見込んでもゴールするのは大体午

後2時頃です。しかしまだ帰ってこない人たちが何人かいることがわかりました。3時

過ぎてもまだ見えません。さあ、大会本部ではまだかまだかと騒ぎ出しあわただしく

なりました。事故でも起きたのではと心配しています。

そして4時過ぎに 心配とイライラと怒りとで熱くなっている本部の前に一団が帰っ

てまいりました。遅れたので神妙顔をしてたかというと その逆で皆ニコニコワイワ

イガヤガヤとしています。何をしていたか問うと コースの途中の林の中、山菜、キ

ノコ、木の実などあさりながら遊んでいたと、ケロッとしています。ウォーキングの

本分などそっちのけ、皆が心配して待っているなんて全然気にしていませんでした。

因みにその時の殿は 「後追い隊」と書いてある大きなタスキを肩にかけて歩いた

私でした。そして一人も残さずゴールさせるという大きな役割を全うしたのでありま

した。

終わりに、皆様のご健勝と「八ヶ岳歩こう会」の益々のご発展を心よりお祈りし、

お祝いの詞とします。
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20周年おめでとうございます！

三枝きよみ(元副会長)

あの時生まれた子供はもう成人ですね！時の経つのを早く感じます。特に加齢とと

もに・・・しみじみと。私は海の無い奈良県に生まれました。人生の多くは大阪在住

ですが、2000年から2008年までやはり海の無い山梨県八ヶ岳南麓に棲み、歩こう会に

もお世話になりました。2016年まで歩こう会会員でした。歩こう会20年という歳月に

様々な想いが交錯いたします。

八ヶ岳歩こう会20周年の今年のお彼岸(3/21)は、八ヶ岳南麓一面季節外れの大雪で

した（Facebookでチェックしています）。20年以上前の事ですが、当時大阪在住だっ

た私が縁あってお彼岸の今年と同じような大雪の日に高根の郷に立った時の感動が、

その後の私に大きな影響を与えました。なんと素晴らしい景色！ なんと素晴らしい

空気！ なんと素晴らしい人たち…と。それまで北八つとか蓼科辺りは良く行ってい

たのですが、八ヶ岳南麓は初体験でした。すっかり魅せられてしまったと言っても過

言ではありません。今から思えばその時すごいパワーをいただいていたのかもしれま

せん。ほどなくして、やはりありがたいご縁の元、八ヶ岳南麓に棲む事が出来ました。

そしてたった8年だけの在住でしたが、中身の濃い幸せな時を過ごすことが出来まし

た。

ネットのおかげで八ヶ岳歩こう会の発足時からその存在を知る事が出来ました。20

00年に開かれた第１回総会には会員として出席していました。八ヶ岳に移住してなん

時も経たないうちにどっぷり八ヶ岳の空気に浸かってしまっていました。八ヶ岳歩こ

う会の素晴らしい所は、生活圏そのものが素晴らしい道である事。自然も豊かで歴史

もあり、日本百名山に囲まれていること。ここに集まる人たちも似た者同士の集まり

でしょうか、遊び心満載で愉快な人たちばかりであること。例会が自由であるのも魅

力の一つでした。前もって予約しなくてもいいのが、なまくらな私にはありがたかっ

たです。行きたい時だけ行けば良いという自由が却って参加率を高めていたかもしれ

ません。

湧水めぐり、信玄の棒道、オオムラサキの郷、ブルーベリーの郷、梅の郷、桃の郷、

清里開拓の道、清里妖精の道、時には秩父や鎌倉まで遠征、スノーシュー、ヤッホー

の丘、ウォーキングの後のお酒、ロック、等々、ワードが次々と思い出され溢れんば

かりです。八ヶ岳を離れて10年経ちますが、今でも毎日のように脳裏に浮かべる八ヶ

岳の風景は鮮明です。魂はまだ八ヶ岳に居座っていると確信しています。

成人式を迎えられて立派になられた八ヶ岳歩こう会。これからも25周年、30周年、

50周年に向けて益々のご発展を祈念いたします。

八ヶ岳歩こう会バンザ～～イ！！！

2018年3月記
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八ヶ岳ブルーベリーとオオムラサキの里ウォークの思い出

多賀 純夫

会が発足して3年め。棒道大会で得たノウハウを生かして、八ヶ岳高原ブルーベリー

とオオムラサキの里ウォークを開催しました。10年続く大会となったのですが、これ

には本当に紆余曲折がありました。どこからも金銭的な支援を受けずに当会だけで開

催するのですから、スタッフの確保はどうするか、金銭的なバックボーンをどうする

か。事故があったら責任は誰がどうとるのか、赤字がでたら誰がどう負担するのか等

など、会議は紛糾しました。何回も話し合い紆余曲折がありながらも、なんとか開催

すると決定して、言い出しっぺの私はホッとしました。そして、それからの一致団結

ぶりに驚かされたのです。やっぱり何でもよ～く話し合ってから行えば、心は一つに

なるのですね、すべてがスムースに進行しました。

棒道大会の成功があったとはいえ、私たちだけでの初めての大会は、白線引きも、

矢貼りも、テント張りも、誘導も、エイドステーションも、何もかも手探りでしたが、

知恵と体力を出し合って、一生懸命に準備をすすめ、なんとか大成功となりました。

嬉しかったですねぇ。今振り返ればなんてことない大会準備の様子ですが、こんなこ

とにも一生懸命になれた、まだまだ若い私たちでしたね(^^)/

その大会準備の様子をZOOMママ

が記録に残しておいてくれました。

次ページでどうぞご覧下さい。大

会が回を重ねるごとに「八ヶ岳高

原ブルーベリーとオオムラサキの

里ウォーク」という名称が如何に

も長く、途中から「八ヶ岳里山ウォー

ク」と変更しました。第一回大会

と最終回となる第十回大会の応募

要項のチラシを貼り付けておきま

す。当初は私がパソコンで作った

ものを100枚ほどプリントアウト

していたのですが、途中から印刷

屋にお願いした単色チラシを1.00

0枚ほど用意するようになり、最

後はデザイナーまで入れた見開き

のA4サイズのカラーパンフレット

を2万枚配布するまでになった大

会です。
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八ヶ岳ブルーベリーとオオムラサキの里ウォーク準備編

市川 富美子

日本の国蝶オオムラサキ、八ヶ岳高原に位置する長坂町は全国一の生息地です。生

態観察施設「びばりうむ長坂」では、オオムラサキを観察することが出来ます。行っ

てみると、オオムラサキ達が井戸端会議中！「7月14日(日)に八ヶ岳歩こう会のウォー

クイベントがあるんですって！300人位参加者がいるようですよ。ウォーク後、私た

ちに会いに来てくれるらしい？楽しみだなぁ～～。いらして下さった皆様に華麗なチョ

ウの舞をお見せしましょうよ。」・・・オオムラサキが皆様をお待ちしています。

11日は、台風一過で快晴！14日の大会準備です。分岐点では参加者が迷わない様に

目立つ場所に印を付けます。電信柱や道路に白線を付けて回りました。5km・10km・2

0kmに別れ作業します。私たちは6人で下見を兼ね、10kmコースを歩きました。

オオムラサキセンターから溜め池までライ

ン引きをしながら歩いていたら12時になっ

てしまった。まだ先は長いので木陰でお弁

当を食べました。休憩後作業再開！お天気

が良すぎるので日焼けが気になります(汗)。

この分岐点では、20kmの皆さんは右に曲が

ります。10kmコースの皆さんは左に曲がり

ます。分担して作業に当たります。矢印の

位置を確認します。高さ、見やすさ、矢印

の位置は正しいかどうか？歩く方の身になっ

て道路からも確認しました。
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このように一本道なら苦労がないけれど、

歩く道が分かりやすい場所ばかりではあま

せん。事故無く皆さんが愉しんでウォーキ

ングが出来ることを願います。そして、大

会の日がお天気に恵まれると良いですね。

昨日の台風のお陰？で暑い日となりました。

でも景色は良いですよ！全面に見えるお山

は南アルプス連山です。ここも分岐点、白

線を引いておきましょう。

この畑は、ブルーベリーです。美味しい香

りが漂います。ネットをしてあるのは鳥達

が食べに来てしまうからです。

ほら、美味しいそうでしょう。大会当日に

は、完熟ブルーベリーが販売されます。大

会参加者には、ブルーベリージュースが配

られるらしい？嬉しいことです。
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こちらも分岐点、白線を引きます。

八ヶ岳も良く見えます。オオムラサキの案

内板、立体交差のガードをくぐるとJRの線

路があります。線路の先は、オオムラサキ

センターの遊歩道です。矢印に沿って歩い

ていくとゴールです。

オオムラサキセンターの正面玄関に到着で

す。この後、ミーティーングが夕方まであ

りました。今日は暑かったので10km以上歩

いた様に感じました。家に戻りグッタリし

てしまいました。後は、7月14日(日)の大会

が成功します様に！

（「きママなウォーキング」https://8236.jp/kimama/walk/aruku/jyunbi.html より）
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10周年甲州街道ウォーク顛末記

風路 和子

甲州街道ウォーク大団円！ 日本橋～下諏訪を踏破

それは八ヶ岳歩こう会8周年の総会の時・・・。

「再来年に10周年を迎えるので何かイベントをやりたいですね。思い付きでいいので

何かありませんか？」という司会のことばに、たまたま少し前にテレビで「てくてく

街道旅・甲州街道編」を見ていたので、「甲州街道を歩くというのはどうでしょう？

だんだん八ヶ岳に近づいてくるのも楽しいのでは？」と口走ってしまいました。

「それはいい！」「やりましょう！」・・・次々賛同の声！さらに「東京方面は私

がやります」「笹子はまかせて」「韮崎あたりはやってもいいです」・・・協力の申

し出も続々。

あれ～思い付きで言ったのに実現しそうじゃないですか！？

「じゃあ、風路さん責任者お願いね」 えっ！？

というわけで、なりゆきで（？）プロジェクト委員長を仰せつかりました。

さあたいへん！それから資料を取り寄せ、おおまかな案を立て、各回の担当者をお

願いし、次の年の1月から歩き始めることになりました。

とは言っても最初はいつものように20人位の仲間うちで歩くイメージ。1人が全部

歩くのは無理だろうから、リレー式に繋げていければいいかな、という位の気持ちで

した。

スタート前夜の大騒動

第１回目は2008年1月14日日本橋スタートと決まりました。

前日、あしたは朝早いから早めに休もうとお風呂に浸かっていたら、「リーン」と

電話。事務局長の興奮した声！

「あした大勢参加してくれそうです！100人、もしかしたらもっと・・・地図は足

りてますか？」「80枚用意しています」「全然足りません！コンビニでコピーしてき

てください」「え～っ、今からですか～」「そうですっ！」

幻の二重橋前写真（１）

次の日、日本橋に着くまではドキドキでした。なんと116名もの方が参加。受付も

慣れずに右往左往。挨拶の声も上ずっていました。ともかくもスタート！

いつものように？ウロウロと東京見物をするくらいのつもりの八ヶ岳の会員。ひた

すら歩く本格ウォーカー。「二重橋前を通るなら『東京だよおっかさん』を歌いつつ

記念写真を撮らなくちゃ」。

しかし「写真撮りま～す」の声に集まったのは八ヶ岳の会員のみ。それも今では笑

い話。

昼食の後もハイペースで歩くウォーカー。後方で休憩をとっている八ヶ岳組。なん

とかゴールにたどりついたものの、先が思いやられる・・・そんな第1回目でした。
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江戸の町よさらば～多摩川を渡る（2～3）

２回目からは、受付の方法もスムーズになってきました。名簿・会計・地図・手形な

ど役割の流れが自然にでき、１回目の右往左往とは段違い！

大国魂神社、谷保天満宮、そして多摩川の土手から橋を渡って振り返ると、吹き抜

ける風が心地良く、「いよいよ江戸の町を離れていく・・・と思っただろうな」と昔

の旅人に思いをはせました。

最初の難所・小仏峠（４～７）

峠までは登りで汗が吹き出しますが、林道の脇を流れる清流と鬱蒼とした森がひん

やりして歩きやすい。峠を越えると相模の国。そして境沢橋を超えると甲斐の国です。

三大奇橋の猿橋に感心、遠くからみえた笹一酒造の看板は大いに励みになりました。

笹子峠・矢立の杉（８）

矢立の杉は樹高30ｍ、幹のまわり9ｍの大木で中が朽ちて空洞になっています。今

は保護されて中には入れませんが、以前は中から空を見上げることができたそうです。

笹子トンネル入り口脇から山道を20分ほど登ったところに峠の道標がありました。

ブドウ畑の中の道（９～１１）

これから先は甲府盆地。ブドウの名産地勝沼。石和からは酒折宮・甲斐善光寺・武

田神社など名所・寺社をめぐりました。甲府からは信玄堤を歩きました。いい道でし

たが、1月で寒かった！

七里岩と八ヶ岳（１２～１４）

韮崎から先は、約30キロ、七里岩という断崖が釜無川沿いに続いています。このあ

たりまでくると左には南アルプスの峰々、右には七里岩の上に山頂が白く輝く八ヶ岳

が見えるようになってきます。日本橋から歩き続けて1年、ようやく八ヶ岳が見える

ところまでやって来ました！

国界橋を渡って信濃の国へ、金沢宿手前の神戸（ごうど）の大ケヤキが見事でした。

ゴーーール！（１５）

梶葉紋が見られるようになると諏訪も近いと感じます。高台の道からは古い家並

みや棚田が見下ろせ、その向こうについに白く光る諏訪湖が見えてきました！

「終わってしまうと思うとなんだか寂しい」そんな気持ちになりました。

最後の一里塚を過ぎると間もなく正面に諏訪大社下社、大鳥居の前を通過すると甲

州道中終点の道標。

ついにゴールです！みんなで健闘を称え合ったことは言うまでもありません！

約1年半、冬の寒風、爽やかな薫風、煌く日差しの中、多くの仲間と歩き通した甲

州街道は、一生の財産と言っても過言ではありません。

下見を何度もして、いい道を探してくれた担当者、スタッフとしていろいろ裏方の

仕事を引き受けてくれた仲間たち、参加してくださったみなさん・・・、関わって下

さったすべての方に感謝！

その道を再び歩けることに今からワクワクです。
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祝・甲州街道完歩！受付スタッフ勢ぞろい。

もうすぐ信濃の国「山口の関所跡」 神戸の大ケヤキ！

やっと見つけた甲州古道「貝沢橋」二重橋前で記念写真。「えっ、これだけ？」

信玄堤で初めての全員一緒の集合写真矢立の杉では７班に分かれて集合写真



10周年甲州街道ウォーク裏話

風路 和子

2018年の3月からもう一度甲州街道を歩くと聞けば、10年前を思い出さずにはいら

れません。思えば、ちょっとした思い付きで言ってみたことから、こんな大プロジェ

クトが始動。まさしく「八ヶ岳歩こう会」の底力だと思いました。そしてその力が継

続して、その後の「塩の道」や「八ヶ岳周遊」・「富士川街道」・・・と続いていっ

たのでした。

そもそもの始まりや、スタート前夜の大騒動については、別稿に書きましたので、

ここでは甲州街道裏話を少し書いてみたいと思います。

第1回目がなんとか無事に終わり、その興奮さめやらぬまま10名ほどで新宿の駅ビ

ルで反省会。大いに楽しく盛り上がったのでした！それがそもそもの始まりです。

2回目・3回目も立川や八王子の駅ビルで。4回目は相模湖駅前のレストラン。さて！

問題はそれからです。駅前にはほとんどお店がありません。あったとしても夕方5時

半位からしか開きません。ゴールの時間は3時ごろです。

「困った・・・！」と思案する担当者。なんと、お店に直談判。

「3時頃10名位で来ますからビールと簡単なおつまみを用意していただけないでしょ

うか・・・」 うれしいことに、快く受けてくださるお店がほとんど。

冷やっこと枝豆位あれば・・・とお願いしたのに、気合を入れておでんやギョーザや

空揚げなど、いろいろ用意してくれたお店もありました。

今回は10年前に比べ体力も酒量も落ち、ゴール後はまっすぐ帰る予定（？）ですが、

解散地点の駅前を通るときには、「このお店だ・・・」となつかしく思い出すことと

思います。

完歩した後の下諏訪のホテル山王閣での打ち上

げには会員以外の方もたくさん参加してくださっ

て総勢40名以上になったように記憶しています。

そしてその次の日は諏訪湖一周ウォーク。

この日も含め16回、雨の日が1回もなかったの

です。

「雨もまた良し」の精神の方が多い「歩こう会」

ですが、やはり傘を差さずに歩けたのは各回の担

当者もほっとしたことと思います。

会員のみなさんが一丸となって、無理せず自分

のできることをできる範囲で、しかも楽しみなが

らやり遂げる、この「八ヶ岳歩こう会」のゆるい

（良い加減な？）ありかたはこれからもきっと多

くの楽しい例会に引き継がれていくのではないか

と思います。
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翌日の諏訪湖一周

山王閣で打ち上げ
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八ヶ岳歩こう会１０周年記念行事

甲州街道完全踏破ウォーク

２００８．１．１４～２００９．５．２５

10周年記念甲州街道ウォーク完全踏破記念冊子の表紙



湘南ふじさわウオーキング協会との交流

多賀 純夫

湘南ふじさわウオーキング協会の特別ウォーク「八ヶ岳高原ウォーク」を当会がご

案内したご縁で、以後お付き合いが始まりました。当会発足の翌年のことだったと思

います。藤沢の正田さん、谷村さん、和澤さん、江尻さん、平野さん、西澤さん、八

柳さん、長津さん、高田さん、などなど懐かしいお顔を思い出せばきりがありません。

様々な教えを請い、時にはお酒を酌み交わし、あたたかな交流が何年も続きました。

月日は流れ代も代わって、会としての交流は中断されておりますが、2001年に当会

が湘南ふじさわウオーキング協会の例会に参加した折の報告記事と、その年に同協会

が八ヶ岳に歩きに来て下さった折の写真を、心に残る思い出のシーンとして、記念誌

に掲載させていただこうと思います。

○2001年3月3日(土)～4日(日)

真鶴・春の海/一泊旅行 湘南ふじさわウオーキング協会訪問ウォーク

15ｋ 担当：平井

湘南藤沢ウオ－キング協会の例会に参加。会としてはじめての１泊旅行です。宿は

先方の定宿、湯河原のあかね旅館をご紹介頂きました。先方からわざわざ5名の方が

同宿してくださり、その晩は当会の10名と楽しく懇親会を開きました。

やっぱり他の会の方々とは話をしてみるものですね。いろいろ勉強になりました。

趣味や目的が一緒だから話もあい、お酒のおいしいこと！（そういえばお酒代は全部

先方が支払って下さった、これはまいった、次の機会にはお返しをするぞ!(^^)!）

翌朝は天気予報通り大荒れ。雷も歓迎してくれる大雨で、いつもなら200名は越す

という例会もきょうは47名。史上最低の参加者だとおっしゃっておられましたが、47

名といえば当会例会の最高の数字。やっぱりケタが違うなあ・・。

真鶴半島は適当な起伏と豊かな原生林に恵まれた絶好のウォ－キングフィ－ルド。

晴天ならこれに海の景色も加わって最高のコ－スとなる。今日は雨のため展望こそな

かったが、ウォ－カ－なら誰もが納得の自然が一杯で変化に富んだ素晴らしいコ－ス

でした。すべての人にお奨めです。

途中「うに清」という活魚食堂があり、懐かしかった。昔ここで宴会をしたことが

ある。ここは恐らく真鶴では１，２を争う食べ物屋ではないだろうか？魚嫌いの私が

言うのだから間違いない。大変おいしく食べた記憶がある。皆様ぜひ「うに清」とい

う名前、お忘れなく。(回し者ではありません）

琴ヶ浜あたりから雨が弱くなってきて、ゴ－ルの頃にはすっかり晴れ、青空も見え

てきた。

当日たまたま参加されていた神奈川県ウオ－キング協会の事務局長さんともお話が

出来、湘南ふじさわウオーキング協会共々、交流を深めていくことをお互いに約束し

て別れた後、湯河原の梅林に行った。

幕山の梅林といって近年人気の梅林です。入園料も駐車代もとらないわりに素晴ら
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しい梅林で、これは梅林を保つためにも今後は入園料くらい取った方がいいなあとめ

ずらしく思わせるすてきな場所でした。

改めて外にでてみると本当に勉強になりますね。八ヶ岳は自然が一杯でどこをいつ

歩いても素晴らしいぞ、と思っていましたが（それはもちろん間違っていませんが）、

「外から来る人を歓迎」しているか、「自然を楽しもうと思って来る方々を迎える用

意があるか」などなど遅れている点は沢山ありました。例えばトイレ、例えば案内板、

例えばパンフレット、例えば危険な個所の補修やお知らせ等々。

自然に親しむことの少なくなった都会の子供達にも「八ヶ岳」というフィ－ルドを

紹介したいと考えている私としては、まずきれいなトイレの設置が最優先だと感じま

した。他人の家を見る場合にまずトイレをみればその家の事が分かると言われますが、

観光地として人を呼ぶのにもトイレ事情が劣悪なら評価は落ちるでしょう。

真鶴のきれいなトイレを見て感じました。

○2001年9月30日(日)

湘南ふじさわウオーキング協会の方々をお招きした棒道ウォーキング

10ｋm 担当：多賀

3月に湘南ふじさわウオーキング協会の例会に参加させて頂きましたが、今度は私

たちが藤沢の方々をご案内して歩きました。三分一湧水からスタートしてスパティオ

小淵沢までのコース。メインは武田信玄の棒道なのですが、季節が丁度よく、あちこ

ちに栗の実が落ちていて、都会（？）の方々にはそれが珍しく、あちこちで栗を拾っ

ては列が伸び、迷子になり、それがまた楽しかったようです。誰言うと無く「これは

栗拾いウオークだね」ということになりました。藤沢の方々はどこで手に入れたのか

皆さん手に手にビニール袋を持って、それがパンパンになるまで拾い歩き、それがとっ

ても素敵な「里山」の思い出として喜ばれたのでした。
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蓮田市歩こう会との思い出

風路 周平

【出会いは秩父札所めぐり】

あるウォークのとき・・・

「今度の秩父札所めぐりウォークへ行く車、2席空いているんです・・・・一泊で夜

は懇親会＝宴会、もちろんカラオケ付きですよ・・・」と耳元で囁かれました。埼玉

県の蓮田市歩こう会との年１回の交流ウォークの誘いでした。パクッ！っと食いつき

ました。

「秩父札所めぐり」は4回に分けて年に1回春に行われることになっていて、１回目

は欠席。2回目の直前、自分が参加するとは全く考えもしなかったときでした。

確か、16番札所から歩き始めたと思います。総て歴史を感じる鄙びたお寺でした。

『三途の川』の渡し賃を取るという三途婆がいたり、新人歌手がヒットするように大

きなポスターが沢山張ってある音楽寺など印象に残るお寺も数々。

そして歩いた後のビール、宴会の楽しかったこと！蓮田市歩こう会はみなさん芸達

者で、圧倒されました。そして翌年はこの親睦会の出し物に備えて、当時流行ってい

た「マツケンサンバ」の衣装一式を買い揃え、女性陣にゆかた姿で腰元ダンサーズと

なってもらい、懇親会の舞台で弾けました。後日、私たちのマツケンサンバに痛く刺

激を受けた蓮田の皆さん、「八ヶ岳に負けてはならじッ！」と次の年の交流ウォーク

にはリベンジを期そう、と話し合ったそう・・・。次の年、蓮田の皆さんは蓮田に伝

わる踊りを揃いの衣装で披露。私たちもその刺激を受けて、毎年、「次の交流ウォー

クのダシモノはどうするか」頭を悩ませ、衣装や小道具を準備したのでした。それ以

降、毎年の蓮田との親睦ウォークは両会の出し物合戦の様相を呈して、ウォーキング

は二の次になったような。（・・・私だけ？）

【八ヶ岳で、交流ウォーク】

秩父札所巡りウォーク結願の後は、私たちのフィールドを歩いてもらうことにしま

した。

「信玄堤と枯露柿の里」「七賢と大日影トンネル＆ぶどうの丘」「馬場の里と清里
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開拓の道」。毎回、夜はもちろん楽しい親睦（宴）会。そして最後の清里ロックで蓮

田の会長さんより、「来年は尾瀬をご案内します」という素晴らしい発表があったの

でした。

【遥かな尾瀬♪】

ピンチヒッターで急遽担当となり、ちょっとキンチョウしつつ、早朝5時スパティ

オ出発！八ヶ岳からは21名の参加者。9時半に鳩待峠で蓮田のみなさんと再会♪

美しい草紅葉の中、気持ちの良い木道を歩いたことは、忘れられない思い出となり

ました。

【その後】

八ヶ岳歩こう会の甲州街道ウォーク、八ヶ岳周遊ウォークなどにも蓮田の皆さんが

駆けつけて下さり、旧交を温めてきたのでした。

今、そのときどきの報告を見ると、なつかしさでついつい見入ってしまいます。
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シリーズウォーク塩の道の思い出

村尾 千恵

2009年5月に甲州街道を踏破した八ヶ岳歩こう会は、同年9月17日、松本駅をスター

トして「塩の道」に取り掛かりました。

1回目：松本駅～穂高駅 2回目：穂高駅～信濃大町駅 3回目：信濃大町駅～飯森

駅 4回目（この回からバス利用）：飯森～南小谷 5回目：南小谷～平岩 6回目：

平岩～塩の道温泉・ホテルホワイトクリフ泊 7回目：ホテル～糸魚川ゴールという

全7回で完歩の、山あり谷ありのバラエティーに冨んだウォーキングルートです。

因みに4回目のルートは、2007年に市川さんが例会として案内してくれて盛り上がっ

た、塩の道を代表する良コースです。牛方宿、百体観音、桜にカタクリ…また行きた

いな。

6回目は難所の大網峠越えでしたが、私はその前にJRの駅からハイキングに参加し

ていて不注意で､足首剥離骨折をしてしまい、この本番ではバスで移動するという体

たらくでした。お恥ずかしい限りです。

そして、下見時のゴール後に飛び込みで入ったお寿司屋さんが、味といい雰囲気と

いいとても良かったので、本番でも是非同じお店で打ち上げをしようと決めた我々担

当者は、ウォーク参加の皆様方に「楽しみにしていてね」と、まるで馬の鼻先の人参

もどきにお寿司屋さんをチラつかせていたこと。覚えておいでの方も多いのではない

でしょうか。本当に良い打ち上げになったでしょう？（自画自賛）

賑やかに食べて飲んでいよいよ帰る時間となり、バスに乗り込んだらとたんに土砂降

りの雨。これには驚きましたが。

本番は勿綸ですが下見はその何倍も楽しかった！

全部電車利用だったので、遠くなって行くにつれて早朝出発の最終電車帰りとなかな

かハ－ドになりました。なかでも平岩からの帰りに予定の電車に乗り損ね（そのあと

の電車では富士見駅まで帰れない）タクシーを飛ばして電車を追いかけたことは、冷

や汗ものでしたが同時に笑いも止まらない懐かしい思い出です。

松本駅の駅弁にも詳しくなったし･･･ね。

ここ何年か休眠会員状態の私が言うのもちょっと・・・と思いますが、会員皆様是

非コースリーダーにチャレンジして、下見の楽しさを味わって下さい。お勧めです。
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シリーズウォーク八ヶ岳周遊

進藤 律子

第１回 2010年 9月27日 小淵沢駅 ～ 清里駅

第２回 10月18日 清里駅 ～ 海尻駅

第３回 11月10日 海尻駅 ～ 羽黒下駅

第４回 12月8日 羽黒下駅 ～ 佐久平駅

第５回 2011年 5月11日 佐久平駅 ～ 笠取峠

第６回 6月13日 笠取峠 ～ 和田峠

第７回 7月25日 東餅屋 ～ 鷲ヶ峰 ～ 上諏訪駅

第８回 9月12日 上諏訪駅 ～ すずらんの里

第９回 10月24日 すずらんの里駅 ～ 小淵沢駅

全工程約200キロ 総勢約350人

巷では富士山一周ウォークなる歩きが流行っている様子、我が歩こう会でも折角の

10周年を記念して八ヶ岳をぐるりと一周してみたいと言う話が持ち上がりました。

ちょっと無謀だと思われましたが、Fリーダーの数回にわたる下見のお陰で無事完歩

出来ました。

中でも7回目の和田峠越えは最大の難関でもあり距離も24キロの長丁場でもありま

したが、鷲が峰まで登りきった後の景色は息を呑むほどの素晴らしさで忘れられない

ものになりました。1回目から4回目までは小海線を利用、5回目から8回目まではバス

ウォーク、最終回はJRを利用しました。

なるべく車道を避けて八ヶ岳を一周するコースを探して歩く事はとても大変でした

が異なった角度からの様々な八ケ岳の姿を堪能する事ができました。
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シリーズウォーク富士川街道

小塚 敏夫

街道シリーズの担当を初めて担ったのが、富士川街道であった。ＪＲ東海の身延線

が移動手段となることから、甲府周辺の会員が中心となり、準備をすすめた。

そもそも江戸時代より甲州・信州の年貢米は、富士川の舟運（番舟）を利用して鰍

沢河岸より河口まで下り、清水港へ陸送し本船にて江戸へ送られていた。

下見をした事で分かったのは、旧道はほぼなく、川沿いや沿線側の道は、交通量が

激しく歩道がない所も多いので、少し迂回してもより安全な山道を探すことが担当者

の共通認識となり、獣にも遭遇せず三保の松原越しの富士山を眺めて、ウオークの醍

醐味を感じた次第です。

いつまで歩けるか知らねども、他人には迷惑かけないで、ピンピンコロリを目標に、

楽しく面白く終活しましょうね。

第１回 2011年11月21日(月) 甲府駅 ～ 小井川駅

第２回 12月12日(月) 小井川駅 ～ 市川本町駅

第３回 2012年 3月12日(月) 市川本町駅 ～ 甲斐岩間駅

第４回 4月16日(月) 甲斐岩間駅 ～ 下部温泉駅

第５回 5月28日(月) 下部温泉駅 ～ 身延駅

第６回 6月18日(月) 身延駅 ～ 井出駅

第７回 7月16日(月) 井出駅 ～ 沼久保駅

第８回 9月17日(月) 沼久保駅 ～ 富士川駅

第９回 10月22日(月) 富士川駅 ～ 健康ランド(泊)

第10回 10月23日(火) 健康ランド ～ 清水駅
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シリーズウォーク信玄・川中島への道

大嶋 俊壽

武田信玄は川中島で天文22年(1553)から永禄７年(1564)までの12年間に、５回にわ

たり上杉謙信と戦いました。この時信玄は躑躅が崎からどのように川中島に向かった

のでしょうか、この武田軍が進軍した道をたどる、というのが今回の「信玄・川中島

への道」のテーマです。しかしその道筋はあまり定かではありません、棒道、大門街

道から千曲川沿いにという説もありますが、佐久経由であったという説もあります。

今回はその企画が棒道を通して歩いてみようというところから始まっていることもあ

り、棒道説で行くことにします。しかし棒道についてもどこからどこまでが棒道なの

か、どこを通っていたのか諸説あります。ということは独断と偏見でコースを決めて

も、誰もそれを間違いだと断言することはできない、ということでしょうね。そこで

今回は若神子から大門街道の入口芹ケ沢までを棒道だと考えます。

まず躑躅が崎から日野春までは御嶽道、逸見路などをたどりつつ、武田家ゆかりの

地などを訪れながら約50Kmを３回で歩きます。

次はいよいよ棒道、若神子から芹ケ沢まで、観音像や道祖神などを見ながらの約45

Kmを３回で歩きます。（実際のスタートは日野春駅になります）

芹ケ沢の先は大門峠越え、歩道がなく車の多い国道１５２号線を如何に回避するか

がポイント、しっかり探し出しましたよ。長久保宿で中山道と交差し、上田宿の手前、

大屋で北国街道に至る約45Kmの大門街道を３回で歩きます。

大屋の先が悩むところ、千曲川沿いすなわち北国街道を大きく西に迂回して行くか、

またはほぼ真っ直ぐに地蔵峠を越えて行くか、今回はコースとしての面白さを重視し

て、地蔵峠越え、八幡原史跡公園（川中島）までの約35Kmを２回で歩くことにします。

第10回、11回は別所温泉で一泊、最終日はちょっとだけ時間に余裕を持たせ松代の街

を散策しました。

実行メンバー7名が地図と格闘し、地元の通行人やお店で聞きまわり、現地での下

見を繰り返して見つけた魅力的な道を堪能しました。

第１回 2013年2月18日(月) JR甲府駅 ～ JR塩崎駅

第２回 3月11日(月) JR塩崎駅 ～ JR韮崎駅

第３回 4月15日(月) JR韮崎駅 ～ JR日野春駅

第４回 5月13日(月) JR日野春駅 ～ JR甲斐小泉

第５回 6月10日(月) JR甲斐小泉 ～ 八ヶ岳美術館

第６回 7月 8日(月) 八ヶ岳美術館 ～ 湯川

第７回 8月26日(月) 湯川 ～ 大門峠

第８回 9月 9日(月) 大門峠 ～ 入大門

第９回 10月14日(月) 入大門 ～ 武石温泉

第10回 11月18日(月) 真田氏館跡 ～ 新地蔵峠

第11回 11月19日(火) 地蔵峠 ～ 川中島
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シリーズウォークお茶壺道中(甲州街道)

和田 宏

お茶壺道中は、江戸幕府三代将軍家光の寛永九年(1632年)時代に始まったと言われ

ています。

京都・山城の国 宇治の里 お茶を茶壺に詰め、それを幾つかの荷にして江戸に運

ぶことから、この行列を「お茶壺道中」と言われています。

「お茶壷道中」は、御三家の大名行列さえも道を譲らなければならないほど、権威

があったと言われています。

道中については、あらかじめ決められた各伝馬駅で人足と馬で継ぎ立てながら、十

二泊して江戸城に到着したと言われています。

当時は、お茶は「風味」が大切で、湿気と暑

さが大敵でお茶を運ぶために選んだ道程は、東

海道を避けて木曽路とも呼ばれる中山道を北上

して、諏訪湖で右に折れて、甲州街道を使って

江戸へと向かいました。

道中の甲州街道の継ぎ立て駅は、下諏訪～台ヶ

原 勝沼～猿橋～八王子～江戸城（勝沼～猿橋

の間には谷村を含まれています）約五十二里程

でした。

昔の人が、辿った道程を想い偲んで、元気で楽しくウォーキングを楽しみました。

第１回 2014年3月19日(水) 下諏訪駅 ～ 青柳駅

第２回 4月21日(月) 青柳駅 ～ 信濃境駅

第３回 5月21日(水) 信濃境駅 ～ 日野春駅

第４回 6月 9日(月) 日野春駅 ～ 韮崎駅

第５回 7月23日(水) 韮崎駅 ～ 酒折駅

第６回 9月22日(月) 酒折駅 ～ 甲斐大和駅

第７回 10月15日(水) 甲斐大和駅 ～ 初狩駅

第８回 11月17日(月) 初狩駅 ～ 大月駅

第９回 12月17日(水) 笹子駅 ～ 鳥沢駅

第10回 2015年3月16日(月) 鳥沢駅 ～ 上野原駅

第11回 4月15日(水) 上野原駅 ～ 相模湖駅

第12回 5月18日(月) 相模湖駅 ～ 高尾駅

第13回 6月10日(水) 高尾駅 ～ 矢川駅

第14回 7月13日(月) 矢川駅 ～ 千歳烏山駅

第15回 9月16日(水) 千歳烏山駅 ～ 皇居
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シリーズウォーク中道往還(煮貝の道)

大嶋 俊壽

甲斐と駿河を結ぶ三筋のうち若彦路と河内路の中間にあることから中道往還と呼ば

れる。

右左口峠を越えることから甲斐側では右左口路、駿河からは甲斐に向かうところか

ら甲州路とも呼ばれている。甲斐と駿河を最短距離で結び、海産物の輸送に使われた

為、魚の道，イサバ道とも呼ばれる。朝、駿河湾で捕れた魚を吉原宿で馬の背に乗せ

午後4時頃出発、人穴、相原あたりで暗くなり、右左口峠あたりで夜明けを迎え、朝7

時頃には甲府の問屋に到着する、すなわち今朝駿河湾でとれた魚が翌朝には甲府の問

屋に届くということになる。しかし途中には女坂峠、右左口峠、迦葉坂など険しい峠

越えがあり、決して楽な道中ではなかった。富士山の西側の比較的標高の高いところ

を主に夜間に移動するため、甲府の人たちは季節によっては生魚を賞味できたのでは

ないか、かなり高価であったと思うが。

鮑を醤油樽に入れて馬で運んだら偶然おいしくなった、これが煮貝の起源という説

もあるが、煮貝の元祖を主張する甲府の老舗魚問屋「みな与」によれば、六代目当主

籐右衛門が、甲州人に何とかおいしい鮑を食べさせたいと、鮑の産地南伊豆の吉田豊

蔵氏等と加工法を研究し醤油煮を開発したと言う、この醤油煮鮑を樽に詰め、馬の背

に乗せコットンコットン、甲州入りする道中で程よい味加減になり、甲州名物になっ

たのだそうだ。

今回のコースはそこそこ険しい峠越え、幻想的な青木ヶ原樹海の中の自然歩道、富

士山を間近に見る朝霧高原、旧東海道の松林など歩いて楽しい道、富士講の元祖、長

谷川角行が修行したという人穴、曽我兄弟の仇討ちの場、武田信玄、徳川家康、織田

信長など戦国武将が通過した痕跡など、歴史的な見所も沢山、変化のあるウォークを

楽しむことができた。

第１回 2016年4月 7日(木) 魚町 ～ 右左口宿

第２回 5月16日(月) 右左口宿 ～ 上九の湯

第３回 6月15日(水) 精進湖 ～ 朝霧高原

第４回 7月21日(木) 朝霧高原 ～ 狩宿の下馬桜

第５回 9月14日(水) 狩宿の下馬桜 ～ ＪＲ東海道線吉原駅

第６回 11月9日～10日 JR東海道線吉原駅 ～ 沼津港
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八ヶ岳歩こう会に入会して

田中 哲夫

八ヶ岳歩こう会、20周年記念行事の一環としまして、記念誌に投稿できることに感

謝をしております。

私は、歩こう会に入会のきっかけは、2007年当時は前立腺肥大症と言う病気で県内

の総合病院に2年程通院しておりました。治るのかどうか先の見えな不安と薬の副作

用等で辛い日々が続きました。

偶然にですが、私と同じ内容の病気で対処方法等をテレビで放映していました。

対処方法を幾つか紹介している中で、今までの生活環境を変えた生活を実行に移し

てみてはどうかの話でした。

その中で、具体的には無理をしない軽いウォーキングを始めてみてはの話でした。

そんなことで、ウォーキングでも始めようかと軽い気持ちでいました。幸いにも近所

に歩こう会の会員さんが居まして相談を致しました。

早速、歩こう会に入会を勧められまして丁度、歩こう会・10周年記念行事として

「10周年記念・めざせ！甲州街道完全踏破」第６回、上野原宿〜鳥沢宿の区間、ウォー

キング実施していました。

試験的に、そこの区間に初めて参加しました。ウォーキングは、辛くて大変でした

が会員の皆さんの優しい対応等で何とか区間を完歩できました。そんなことで、頑張っ

ていけば続けられると思いまして入会の手続きをしました。

入会後は、先輩の会員さんはウォーキングに対する色々な指導等を受けながら、私

なりに少しでも会員さんに迷惑を掛けない様に又、多くの例会参加するようにしまし

た。

暫くしまして、総合病院にて定期な診断で先生が幾つかの数値が改善されてきてい

ると言って下さいました。

私は、毎日の様に少ない距離のウォーキングを続けているとことを先生に話ししま

した。先生も、これからも続けるように勧められました。

それから一年近く経ちまして、先生より数値も普通の人と殆ど変わらなくなってき

ていると言われまして、もう通院しなくても大丈夫と告げられました。

その時は、少しは私の努力が報われたのかと嬉しかったです。

私の考えですが、ウォーキングは適当な運動に外の色々な刺激を受けたことが病気を

早く治す、きっかけに繋がったと思っています。

歩こう会の多くの例会に参加できましたのは、安全第一にした楽しくバラェティー

に富んだコースに季節に合わせた例会が多いことです。

今後も、私の体力に合ったコースに積極的に参加しまして楽しいウォーキングを続

けていきたいと思います。

まとまりのない話になりましたが、これからも八ヶ岳歩こう会・30周年記念を目指

して会員の皆さんのグループに入って頑張っていきたいと思います。
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ウォーキング事始め

村松 光比古

「村松さん、あなたは糖尿病の予備軍ではない。糖尿病そのものだ。このままだと

楽しい老後はありませんよ」。

50代の中頃、職場の厚生課からの指示で一泊二日の糖尿病体験入院の最後に担当医

からこんなことを言われた。少しばかりショックではあったが、それでガッカリもし

ていられないので、「先生、私は退職後を楽しみにしている。老後は楽しくなければ

困るんですよ。どうしたらいいんです？」と聞くと、「食事と運動だね。食事は一日

1,800Kcal、運動は週4回ぐらいでいいからウォーキングをしなさい」と言う。

以後、食事は腹八分目を心がけ、週４～5回、夕食後のウォーキングを実践した。

数か月後、お陰様で体重は大幅に減少してズボンの腰回りはブカブカとなり、血糖値

はほぼ正常にまで改善。かの医者からは大いに褒められ、以来、気を良くしてそれが

習慣となった。

仕事を退いてからは自由な時間が増えて自分一人のウォーキングでは飽き足らず、

以前耳にした旅行会社で主催する「富士山一周ドリームウォーク」に申し込んだ。当

日の朝、指定された甲府駅前のバス乗り場に行くと、バスを待つ人の中に私と同じ目

的らしいほぼ同年代の男性がいる。もしやと思って「富士山一周ウォークにご参加で

すか？」と声をかけると「ええ、そうです」との返事。これが、田中ケンさんとの最

初の出会いだった。その日はスタート地点の富士宮の大石寺近くまでバスで行き、そ

こから田貫湖までの14キロ程だったが、6月の梅雨入り前の暑い日で、さしあたり他

に話す人もいないのでなるべくケンさんと一緒に歩くことを心掛けたのだが、私の脚

力など全く意に介せずと言った風で、私は何とか遅れないようにと懸命に歩き、どう

にか一緒にゴールしたのであった。

ゴールしてケンさんは早速ビールを買い求め、うまそうに飲みながら「『八ヶ岳歩

こう会』と言うウォーキング団体で旧甲州街道を歩いているんだけれど参加しません

か？」と言う。聞けば、下諏訪から皇居前まで毎月歩きつないでいて次回は酒折から

とのこと。その場での即答はしなかったものの、結局、言われた日の朝、酒折駅まで

足を運んだ。歩きながらの会話も楽しく甲斐大和の駅前がゴールで、帰りの電車では

田中ブンコさん、穂坂さんたちと同じボックス席となり、お二人とも同年で確か77歳、

穂坂さんは毎年下諏訪から韮崎までの50キロのウォーキングに参加していると言う。

そんなことに驚いたり、にぎやかに話しながら結局「八ヶ岳歩こう会」に入会しよう

と言う気になった。

あれからもう4年が経とうとしている。お陰様で飽きもせずウォーキングを続けて

いる。私が仕事から離れた頃、妻は、私が「毎日が日曜日」の怠惰な生活に陥るのを

心配したようだが、それ程だらしなくもならず概ね節度ある日々を過ごすことができ

ている。これもウォーキングの効用だろうが、その後血糖値はほぼ安定しており、健

康維持のためにも仲間との心の触れ合いも楽しみながらウォーキングに精を出そうと

思っている。

44



20周年おめでとうございます！

木地 勝男・早智子

私たち二人は、フットパスに３～４回程参加させて頂き、参加者の皆さんと楽しく、

お喋りなどで情報の交換がありウォーキングの楽しみを知る事が出来ました。

まだ、会員になって３年程です。デビューは早川町の赤沢宿の「春の使いの節分草・

福寿草」昔ながらの石畳・建造物などすばらしい景色を眺め、それに美味しいおそば

も付いておりました。

これまではあまり運動をしてこなかった私たちは、運動能力に左右されず無理なく

始められるウォーキングの虜になっています。

この地球上の動物で持続歩行が出来るのは、人間だけらしいそうです。また、人の

「五感」は歩くスピードにより研ぎ澄ませられるらしい事も分かっております。

身体に良いことをして、自然や歴史・文化を楽しみ、たまには、美味い物？で まさ

に「五感」が磨かれます。

今後も、ウォーカーとしてのルールを守り、歩かせて頂く事に感謝を申し上げなが

ら継続したいと思います。
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思い出のレポート

市川 富美子

八ヶ岳歩こう会には1999年に入会。歩くこ

とが大好きになった私、翌年からホームペー

ジで写真報告を発信し始めました。自分の住

んでいる地域がいかに素晴らしい場所である

ことを認識出来、その報告を見たと会員さん

からお褒めの言葉も嬉しくて今日までデジカ

メ報告を続けてきました。撮影した写真は全

て今でも外付けハードデスクに残してありま

す。その数は膨大で保存するのは大変ですが

大事な資料ですから捨てられません。

私のホームページを見て写真を使わせて欲

しいと言ってきた方も多く、希望される方に

はフルサイズの原画を送り、自由に使って頂

きました。

写真報告の中でも一番思い出深い話は、野

辺山の「やまなしの木」まで歩いたレポート

を見た方から一通のメールが入った事です。

内容は・・「 突然失礼します。はじめまして、やまなし探訪ウォークみました。

見事な木ですね。ところで、こちらは岩手県にある小学校です。宮沢賢治のやまなしっ

てあるんですが、そのやまなしの木を植えたいといっている学校があるんです。苗木

を分けてくださる情報をお持ちではないでしょうか。もしご存じでしたら教えていた

だきたいのです。ご存じでなければ、このメールは捨て置いてください。お読みくだ

さいまして、ありがとうございました。」

この後、私とメール送り主である上平沢小学校校長の

森田先生とやり取りが・・。

情報が欲しいので色々な方に相談したり聞いたりしま

した。ある方から清里で「やまなしの木」を植樹した話

を耳にしたのです。そして知り合いの清里観光協会の役

員さんに相談に乗って貰いました。その後、山梨県側と

岩手県の学校で話が進み希望していた学校に木がプレゼ

ントされることになったのです。(やまなしの木は、植

えてから15年経たないと花が咲かないそうです。)

山梨県の育苗センターで30本の「やまなしの木」を育

てていた内、3本を岩手県にプレゼントされました！

私が作成した歩こう会のレポートが人の役に立ったこ

とはその後も写真撮影の励みとなっています。
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ウォーキングと私

田中 文子

山梨日日新聞に掲載された「八ヶ岳歩こう会・会員募集」の小さな記事が私のウォー

キングの始まりでした。

ペンション経営ペアハットの多賀さん、時計館の田島さん、ミズノスポーツの田中

さん、渡辺さん、平井さん、内海さん達が軸となって八ヶ岳歩こう会がスタートしま

した。

当時、地図と鎌を手に道なき道を倒木や草刈り等処理しつつコース作りにご苦労さ

れた面々です。

発足して約1年後の2000年5月14日、マーブ小淵沢にて「信玄棒道と湧水の里ウォー

ク」が開催され、始めてのイベントとあって地域の方々にも呼びかけ農作物や手作り

の食品の販売にご協力願い会員一丸となって大会は成功の内に終わりました。

これが機となり急速に和が広がりコースも八ヶ岳周辺を基点にオオムラサキ遊歩道、

新府の桃の里、南アルプス市方面と広範囲になり、湘南ふじさわ、蓮田市のみなさん

と互いに訪問し親交を深めました。

歴史を辿る道、中でも「清里開拓の道」や「徳島堰」は私の最も好きなコースです。

日本三大堰の一つ「徳島堰」を歩いた時に祖先が開削時、その周辺の大地主であっ

たと言われる歌田翁に出会い93歳とは思えぬほどのかくしゃくたる姿で当時の経緯を

熱く語ってくださって更に築三百年の国指定文化財の現住居に案内された時は感動し

ました。

「清里開拓の道」の途中に清里興民館があります。

なぜ興なのか！ 興民館長の山田さんにお会いし解明されました。

東京大河内ダム建設の折に止むなく清里に移住を迫られ入植された住民の記録を涙な

がらに説明されたのです。

入植者の想像を絶する苦難を全力で支援された公務員の「安

池興男」さん。その一文字を刻んだものでした。観光地、清

里にも人の礎があったのです。

気ぜわしい車社会、つい見過ごして来たけれど歩くことで

知り得たこと、人との出会いの大切さ、温もり、素晴らしい

自然に触れ、素直に感動できました。

50歳の頃から苦しんだひざ痛もウォーキングを継続するこ

とで今では楽に歩けます。歩こう会との出会いが私の人生を

楽しくしてくれたと思っています。

おわり
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東京ウォーク

和田 宏

八ヶ岳歩こう会は八ヶ岳南麓を中心に山梨県長野県など美しい自然に恵まれた風光

明媚な所を主に歩いているので、たまには目先を変えて人の多い都会に行くのも良い

のではないかと思い東京ウォークを考えました。

東京と云えば中心はやはり皇居ではないかと思いここをメインにしました。

第１回は2011年3月23日(日)に皇居、加藤清正井伊直弼屋敷跡、千鳥ｹ淵、靖国神社

のコースです。集合場所は東京駅丸の内北口にきめました。

私の知っている丸の内界隈は古い話で恐縮ですが約70年前昔仕事関係でこの辺りを回っ

たことがあるので、その時の記憶が強く残っていて現在の高層ビルに囲まれた街並木

をみて戸惑うばかりです。

ビル街を抜けてお堀端から大手門に入りました、日曜日なので大勢の人が行きかう

のではぐれない様お願いしました。初め入ったのが三の丸尚蔵館で宮内庁所管の美術

品絵画など貴重な品々が展示されていました。次は同心番所で江戸城に登城する大名

とそのお供を監視した所で御三家を除くすべての大名はここから乗り物を降りて徒歩

で本丸に登ったそうです。次は百人番所で本丸、二の丸へ続く大手三之門を鉄砲百人

組と呼ばれる甲賀組、根来組、伊賀組、二十五組の同心百人で昼夜交代で警護してい

たそうです。

最後の大番所では位いの高い与力、同心が本丸に通じる中之門の警護に当っていま

した。この三つの番所の建物は当時のままの姿で残っています。

その先は建物ほとんど残っていませんが江戸城の名残りを感じさせる立派な石垣が

ありました。さらに進むと本丸のあった所に出ましたが今は広い大きな芝生庭園なっ

ていて小さな標示で本丸跡、松の廊下跡と書いてあるだけです。ここで150年前まで

立派な御殿あり将軍をはじめ多くの大名武士達が行きかう姿を想像すると時代の流れ

の大きさをかんじます。

先に進むと立派な天守台の石垣が残っています、これは明暦の大火(1657年)の後長

州毛利家が新しく作ったそうです。本来の天守閣はもう少し別な場所にあり高さ59ｍ

六層五階で二回ほど改築したそうです。明暦の大火で焼失してしまい再建の話もでた

のですが、保科正之(家光の弟)会津藩主の考えで江戸の町の再建を優先すべきとの意

見が出て天守閣は再建されませんでした。

現在の皇居は江戸城の西の丸の跡地を利用して建てられています。

第2回は黒船の来航に備えてのお台場中心に。第3回は聖路加病院の近辺忠臣蔵の浅

野家屋敷跡、福沢諭吉が塾を開いた慶応義塾の跡、芥川龍之介の実家でここで乳牛を

飼いこのあたりの外人に牛乳を提供していた所、日本で一番古いと云われる和菓子塩

瀬家等。第4回は上野寛永寺を中心としました。現在の上野公園全体が寛永寺の寺領

だったそうでこの広さにはおどろきます。さすがは徳川家の菩提寺で徳川将軍六人の

霊廟のある所です。

残念なことに霊廟の建物はさきの大戦での戦災で焼けてしまい一部しか残っていま
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せん。ちょっと気になるのは15代慶喜の墓は別の所あり、一説よると亡くなった時将

軍でなかったのでいう話もあります。寛永寺の本堂は戊辰の上野の戦いで焼けてしま

いました。歩こう会で行った事もある川越の喜多院の本堂を移築して建てたそうです。

徳川家の霊廟に行ったのでその後の徳川家はどのような足跡を残しているか少し調べ

てみました。

15代慶喜の後は16代徳川家達(イエサト)になります。家達は徳川御三卿の田安家か

ら6才で駿府徳川の藩主となりました。成長してからは公爵、貴族院議長、1940年幻

の東京オリンピック組織委員長、日本赤十字社社長、77才 など歴任。徳川家は廃藩

置県で東京に帰り、今の千駄ヶ谷の東京体育館、国立競技場から代々木駅近くまで約

十万坪の屋敷に住んでいたそうです。明治20年(1887年)明治天皇が徳川家に行幸した

時は流鏑馬をご覧にいれたそうです。屋敷内に馬場があったようで、さすがは将軍の

末裔だとおもいます。その後渋谷の松濤に移りここは今は東京都知事公舎になってい

ます。17代は徳川家正で東京大学卒で外交官になり各国大使を経て最後の貴族院議長

となりました、親子二代議長なったのは徳川家だけだそうです、79才。18代恒孝は家

正の長男が早く亡くなったので会津松平家から、母が家正の長女で松平家に嫁いでい

た関係で徳川家の当主になりました。学習院大卒で日本郵船に入りました、郵船時代

同じ部署に加賀前田家18代当主と仕事をしたそうです、世の中わからないものです。

日本郵船で副社長で退任し現在は徳川記念財団理事長を務めているそうです。私の

古い友人が六本木でささやかなバーを開いていますがそこに18代がご夫妻でお見えに

なった事があるそうです。19代は家広は慶応大卒後シカゴ大コロンビヤ大で学び現在

は評論家翻訳家としてご活躍中とのことです。夫人はベトナムの方だそうです。

第5回は玉川上水です。ここも江戸の飲み水として1652年多摩の羽村から四谷大木

戸まで43キロ掘削したそうで、さぞ大変な工事だとおもいます。

東京は日々新しぐ変化発展していきますが、大きな都会のなかにも昔の良き時代の

面影が残っているので又機会があったら探して歩きたいと思います
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私と八ヶ岳歩こう会

佐藤 兼一郎

最初の思い出は確か井筒屋という料理屋さんでの会食でした。

それから、大分前の七賢蔵開きウォー

クにも参加しました。

「おつまみの持ち込みは遠慮してくださ

い」との注意書きにも気が付かず(？)

ポケットに柿ピーをしのばせていきまし

た。（もう時効としてください）

しこたま試飲をしたあとに、おちょこ

1杯800円の三年古酒があるのを見て、激

しく迷ったことを覚えています。わかっ

ていたら最初にこのお酒を飲むのだった、

今飲んでもその価値がわからないのでは・・・？

そして結局飲んだか飲まなかったかもさだかではありません。

七賢からはタクシーで帰るつもりが、なんとなく歩くことにしてしまい、帰りの登

り坂のきつかったこと！人生楽あれば苦ありでした。

登美の丘ワイナリーウォークも楽しかった。試飲用のワイングラスを頂いて、何度

も試飲コーナーに通っているうちに、気のせいか担当の女性の顔が厳しく感じられ、

他の人に行ってもらったりしました。計8杯も頂いてすっかりいい気分になりました。

漏れ伝わる話では、次の年から試飲は1人3杯まで、となったとか。まさか私のせい

ではないと思いますが・・・？

里山ウォーク大会もいい思い出です。特に最後となった10回大会はゴールした後の

ロックの生ビール、最高でした！

埼玉から八ヶ岳までは片道5時間かかるので、東京シティウォークはありがたいで

す。神谷バーや築地なども良かったです。

納会ウォークにはかなり参加していると思います。歩ける距離はだんだん短くなっ

てきましたが、このウォークにはいつまでも参加させていただきたいと思います。

毎月送っていただく会報も楽しみです。

その中から自分が参加したい（参加できそうな）ウォークを探しているのですが、

（あるこう）「る」のつくウォークが少なくなっているようで寂しい限りです。これ

からも楽しく（短く）歩き、おいしいお酒を楽しめるウォークを期待しています。
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歩こう会アラカルト

藤本 陽子

●出会い

二十年前、私は、母を95才で送り、これからは、自分一人のためにだけ生きられる

と思った。そんな折、多賀氏が山日新聞に出した三行広告を見た。「参加者募集 八ヶ

岳をあるいてみませんか 集合日時場所」これがそもそも、二十年ものおつきあいに

なる原点であった。集合場所は今のアウトレットが出来る前の広い土地で、ミズノス

ポーツ関連の立派な建物であった。

最初の集会の時、一人が名簿作成に反対したので会員名簿は事務局止まり、全員に

名簿が配布されたのは二、三年後であった。皆初対面の中、田中文子さんだけは、最

初から会に協力し、皆をひっぱり日ならずして「ぶん子さん」「ぶんちゃん」と呼ば

れるようになった。あの人はあの頃から何か持ってる人、私は草の上に座ってひとり

弁当を食べていた。

●当地の只今の気温－5度

小雪の舞う野辺山を「珍しいという“やま梨”」の木を求めてひたすら歩いた、
の べ や ま

“やま梨”の木は移植されずに根元から舗装された道路のまん中にそびえていた。私

は聞かずもがなの質問をした。「樹齢は？」「さあ大分いってると思いますよ、お宅

さん位でしょうかネ」多賀氏がケロリと言った。当時は、お宅さん呼ばわりだった。

氷の行軍の中でも、ぶん子さんの声は前に後ろにきこえたものである。

●「番場の忠太郎」本邦初公演

狐のお面を頭に乗せ、お揃いのブルゾンで長坂の街を歩いた、人々は信者の一行と

見たらしい「何ごとだ」と聞くから「歩こう会です」と言うと「ひま人のやるこった」

と、あざ笑われた。その後、堀内柳南邸の老桜を見た。幹が空洞なのに満開であった。

庭で昼食をとり、座敷に上がって九州から来た語り部の話を聞いた。多賀氏が「我々

も何かお返しをしたいと思いますがどなたかァー」と言って私に眼を止めた。さっき

「ひま人」と笑われたばかりである。ここで何かやらなければ女がすたる・・・。私

はのっそり立ち上がった。以来宴会の席でみなにおだてられて何回会員のみなさまの

お耳を汚したことか、しかし多賀氏のあのひと言がなければ私の忠太郎は生まれなかっ

たのである。

●右足は長野県 左足は群馬県

山頂の県境を求めて道なき道を倒木をまたぎ、小枝を払い登りに登った。３８度線

もかくなるものか、何の線も引かれていない雑木の中に立って挙げた手に空が近かっ

た。登りがきつく、息が上がる私に多賀氏が杖を差しのべて、つかまれと言う。そし

て「東京だよ、おっかさんの図だ」と言った。
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●「はかば亭」で豚汁30杯提供（2006年3月28日）

我が家は大泉の谷戸城址と金生遺跡の間にある。前に墓地がある。大泉を歩くコー

スで参加者は我が家の下の道を通る。ならば「はかば亭」と自称する我が家を昼食場

所に決めた。

最初参加者6人と聞いていたのに、途中から連絡が入り30人で歩いているという。

折悪しく雨。二座敷を開け、お蔵からお椀30個を持ち出して寒い中歩いてきた人にあ

つい豚汁をふるまった。私も若かったのだ、よくやった。寄っていただけただけで嬉

しかった。あの時素通りされていたらいまのつきあいはない。

●千曲川源流を訪ねて

どこに続くかわからない道をくねくねと登った。仲間に追いついた頃はもう出発さ

れるのでついて行けない。どうせ一本道、下りてくる一行を待てばよいのだと私は一

人途中で待つことにした。「静寂」全く何も聞こえない。こんな経験は初めてである。

熊よけの鈴も持っている。私は居もしない熊に追いかけられるように登りに登った。

下りてきた仲間とあった。私の為に誰かがペットボトルに源流を入れてきてく下さっ

た。ありがたかった。鉄分が感じられる水、冷たくておいしかった。

●鎌倉の花をめでる一泊の旅

広い歩道だが左側は車の騒音、右側は波もなく果てしなく続く海。見えている稲村

ケ崎が、まるでウォーキングマシンにのってるようで歩いても歩いても近づかない。

当時は、まだ珍しかった回転ずし、鎌倉の大鳥居の右側、二階に上がって食べた海鮮

汁や、お寿司の味、まだ舌が覚えている。

佐渡おけさの傘の下からみごとに大輪の花をつけたぼたんか、しゃくやくか、実にみ

ごとであった。

ぶん子さんが1500円で持ち帰った苗木。育っているかー。

●甲州街道「一大キセル」
・ ・ ・

都内案内人の村尾さんについて、東京駅地下道を右に行き左に曲がり、歩いて歩い

て階段を昇った所が、まさに日本橋の出発場所、出発を待つ仲間がいる所だったのに

は驚いた。それ以上驚いたのは、皆を見送って東京駅へ戻る道筋が、かって終戦直後

勤務した会社への通勤路であった事。
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七十年も前の事か、地理を全く知らなかった頃。

一年後諏訪へ到着の時は先廻りして出迎えた。一行が近づいて来た時は間の抜けた

「一大キセル」をしたのに、まるで自分が完全踏破したような感激を覚えた。
・ ・ ・

●昇仙峡と金桜神社

別々に行っていたので昇仙峡を昇り切った所に、開けた金桜神社があるのを知って

謎がとけた気になった。昇仙峡もきつかった。私はいつも一行の最後尾だった、一度

でいいから後ろから二番目になって後ろの人に「大丈夫もう少しよ」と声をかけたい

ものと思っていた。いつも息が上がり苦しくなっていたのが病魔への伏線だったので

ある。

●大動脈解離発症

明日は秩父へバス一泊ウォークの前日、朝8：00自転車で近くへ届け物があって出

かけた私は、背中に刺されるような痛みを感じて息が出来なくなり行き倒れになった。

通り過ぎた車が戻って来てくれたので、その方に住所、氏名、年齢を言って救急車を

頼んだ。その方が「ご婦人が道端に倒れている」と言うのを聞いて私は「オバァ」じゃ

なくて「ご婦人」なのだ。

連絡しなくてはならない所もたくさんある。「ご婦人」はここでは死ねないと思っ

た。一週間後、医師に「あの時秩父へ行っていたらどうなっていたでしょう」と聞く

と「とっくに葬式は済んでいたでしょう」とにべもなく言った。後日、ぶん子さんに
・ ・ ・ ・ ・

寄って頂いて、ペアハットの会議に出席したとき、多賀氏は「ワァ藤本さん、お葬式

になるかと思っていましたァ」と言った。

●ドクターストップかかる

大泉の医師は「そっと息して生きてください」と言う。ウォーキング中に発作が起

きてみなさまに迷惑はかけられない。市川氏の会報を唯一のつながりとして歩こう会

を見守っている。

× × ×

歩こう会20周年おめでとうございます

多賀氏を始め、歴代会長、役員、前田氏の座頭市、風路氏の三度笠、会を盛り上げ

ようとする会員の皆様に支えられての20周年と

存じます。

日本横断は想定内、日本縦断もあり得ると

希望いっぱいの歩こう会の、

益々のご発展をお祈り申し上げます。
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ＪＷＡ地球１週４万キロ・・

進藤 律子

ＪＷＡ地球１周４万キロを歩き終えて

ふ～ やっと歩き終わった！！

4万キロ完歩をＪＷＡに申請し終わった時の正直な感

想です。

（なんと25年もかかってしまいました）

光陰矢のごとしと言われますが早いもので八ヶ岳歩

こう会に入って20年、私にとって色々な意味で節目の

年になりました。

2018年(平成30年)1月 歩こう会20周年のこの年に念

願のＪＷＡ地球１週４万キロ達成に（めでたく？）認

定されました。

さらに歩き始めて25年 長い道のりでしたが沢山の

出会いや、楽しかったウォーキングのイベントの数々、

甲州街道完歩、糸魚川までの塩の道、八ヶ岳周遊、煮貝の道、熊野古道等々 振り返

ると楽しかった思い出に懐かしさで一杯になります。

歩く事、そもそものきっかけは．．．。

40なり始めて受けた健康診断でどこも異常がなくＡ判定なのに一つだけ体重が少し

多めというだけで総合判定がＢになっていてびっくり。

これは、と思っていた時友人から、河口湖ラベンダーマーチ(当時)のプレ大会があ

るので歩いてみないか、と誘われました。運動神経がないとも、切れているとも言わ

れていて、運動音痴の私でしたが歩く事くらいならと散歩から始めてみました。

２ヶ月ほどたち初めてのウォークイベント、ラベンダーマーチとやらの10キロコー

スに参加して 息も絶え絶えに何とかゴールしたものの、両足の親指の爪は真っ黒に、

筋肉痛で立ち上がるのもやっとでした。ですが、歩き終わった後の爽快感、10キロと

言う初めての距離を歩けた達成感 それまで運動らしい運動をしていなかった私にとっ

てそれは今まで感じた事のないすがすがしいとても気持ちの良いものでした。

そのころはまだウォーキングが世間に余り知られていなかったので、昼間ブラブラ

歩いていると変な目で見られたり、暇人だねと言われたり、肩身の狭い思いもしまし

たが・・・。

あれから25年・・・。今では私にとってウォーキングはなくてはならない大切なラ

イフワークになりました。

八ヶ岳歩こう会に入り、秀麗富士山、北岳をはじめとする南アルプス そして八ヶ

岳の峰々を眺めながら八ヶ岳南麓の素晴らしい自然の中、季節を感じながら里山を歩

けると言う幸せを日々感じています。

ＪＷＡ日本マーチングリーグ（ＪＭＬ）で全国の沢山のウォーカーの方々と知り合

う事が出来たと言うこと、そして何よりも健康で歩けると言うこと、体重も体脂肪も
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マイナスになり元気な前期高齢者でいられる事 すべてが財産になりました。

これからの夢は海外のウォークイベントに参加する事ですが、現在実母の老老介護

中、夢は大きく現実は厳しくです。

最近のウォークで印象深かったのが、｢小江戸シリーズ･佐原｣で伊能忠敬記念館に

行けた事です。

まだ歩き始めた頃、甲府で伊能ウォークがあり、何も知らずに参加しましたが、相

川小学校の体育館いっぱいに伊能忠敬が書いた実物大の日本地図が広げられていて

その大きさと正確さ、人間の足と手と目で作られたその当時の地図に感動した事を思

い出しました。

60代はまだまだひよっこ、今までの数多くの方々の出会いや支えてくれた家族や友

人に感謝したいと思います。

そして何よりも25年前に私をウォークに誘ってくれた友人にこの場を借りてお礼を

言いたいです、あの誘いのひと言が無かったら今の私は無かったでしょう。ありがと

う。

八ヶ岳歩こう会も又、新たな１ページを開こうとしています、10年後、30周年に向

かって、道が続くかぎり歩き続けましょう。

地球１周４万キロ…これからも元気に１歩１歩新しい歩数を数えて歩きたいと思っ

ています。

何時でも、何処でも、誰とでもを合い言葉に。
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入会当時を顧みて

前田 和也(ハンドルネーム／座頭の市つぁん)

八ヶ岳歩こう会創立20周年、誠におめでとうございます。

―仲間入りのきっかけは―

第二の人生を「老いを豊かに」過ごしたいと山荘〈憩いの館〉を学生時代から想い

出の多い地であった八ヶ岳南麓高原に構えたのが、55歳、ミレニアム2000年の春でし

た。ここを足場に家族、親族、友人達と集い、楽しんでいた折、2002年の暮れに、偶

然ＩＮで「八ヶ岳歩こう会」のＨＰが眼に留まりました。当時「ＺＯＯＭママ」さん

のハンドルネームで毎回鮮明な画像を交えた例会報告が掲載されておりました。（現

在も続行中ですが）私も仕事柄、写真によるビジュアルな画面には大変興味があって

過去の例会報告を全て夢中になって見入りました。（現在も楽しく拝見させて戴いて

おります。）このホームページに魅せられて善は急げ！翌年早速例会に初参加したの

がリーダー・多賀さんによるスノーシューＩＮ八ヶ岳「滝沢牧場～ヤマナシの木」で

した。歩こう会例会参加の良さは面倒な予約が不要で自由に集合場所に出向けば良い

気楽さにありました。とは言え初めて一人での参加はこの歳でも敷居が高いものでし

たが、会員の皆さんが温かく迎えて下さり、お陰で直ぐに打ち解ける事が出来ました。

この例会でスノーシューなるものを初めて知り、こんな冬場に楽しく遊ぶ世界が在る

事に感動を覚え直ぐに家内の分までリーダーさんにスノーシューの購入と入会を申し

込みましたが、これ又多賀さんが親切にも“入会は6月の切替え時期まで待った方が

二度会費を払わずに済みますよ”との助言を戴き、非会員のまま暫く参加を続け、20

03年6月に晴れて会員にさせて戴き現在に至っております。

例会初参加(2003月1月）撮影：ＺＯＯＭママさん
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― 例会を通しての貴重な出逢い・体験は正に〈人生の宝もの〉―

晴れて新入会員になり例会に参加する機会が増すにつれて、皆さんが毎回、誇らし

げに着用しているユニフォームが無性に欲しくなりある役員のＴさんに相談した処、

既に在庫は無くなり、新しくデザインから製作しなくてはならないとのご返事で諦め

ていた処、親切にもＴさんが持っているスリーピング会員の何人かにわざわざ交渉し

て入手して下さいました。これには我ながら涙の出る思いで、感謝、感激でありまし

た。これを機に同じ思いをされている新入会員の方々の為にと、直ぐさま月例会に諮っ

た上、新しくユニフォームと腕章そして団旗の製作までお手伝いさせて戴きました。

又もう一つの想い出は例会の記録を熱心にビデオに収めておられた皆さんもご存じの

ビデオマン・Ｔさんとの出逢い、ご縁であります。ある例会で新参者の私ごときを撮っ

て下さった事がありました。私も仕事柄8ミリ、16ミリの動画を手掛けた職歴からお

話をさせて戴く機会があり、それ以来ご自宅の別室〈我逢亭〉での歩こう会・ビデオ

鑑賞忘年会などですっかりお近付きになりました。戴いた入会当時や自分がリーダー

を務めた例会の記録ビデオは何物にも代え難い宝物となっております。これからもご

夫婦仲良く天空から歩こう会の活動を何時までも見守っていて下さい。

ビデオマン・Ｔさん(2003年11月） ビデオ鑑賞忘年会(2004年12月）

ビデオ鑑賞忘年会と新調された団旗のお披露目(2007年12月）
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― 記録写真は何時までも心に残る〈人生の証〉―

2003年、例会に初参加して以来、自分の参加体験記録誌として「いきいき通信」な

るものを発行し続け、お陰様で今では第184号まで重ねる事が出来ました。この中に

は「歩こう会10周年記念行事」の一環として2008年1月から2009年5月まで実施した甲

州街道ウォーク完全踏破の完歩記念賞に「記録写真誌」を採用して戴いた有難い記憶

も蘇ります。暫くは仕事の関係で東京と山荘の通い会員ですが、これからも皆さん方

との出逢いを楽しみに、八ヶ岳山麓の爽やかで美味しい空気と湧水と温泉を求めつつ

元気と癒しを戴きながら「いきいき通信」の発行回数をこれからも増やし続けたいと

願っております。

甲州街道ウォーク完歩記念賞
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― 初めて実施した「フォトウォーク」と「作品展」の開催 ―

2008年6月、元会員・理事でもあった俵氏の企画で小生がフォトアドバイザーとなっ

て「吐竜の滝」と「海岸寺」で初めてのフォトウォークが行われました。その後ＺＯ

ＯＭママさんとタッグを組み最低年１回は必ず開催する恒例のフォトウォークなって

おります。
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2013年12月には回を重ねる毎にフォトウォークで撮り溜めた作品の写真展を三分一湧

水館展望室をお借りして開催するなど写真と共に歩んでいる八ヶ岳歩こう会でもあり

ます。
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入会しての所感

伊藤 清

私が八ヶ岳歩こう会に入会したの2016年（平成28年）の4月13日の例会（わが町・

白州を歩く）からです。

入会のきっかけは、それまでフットパス行事に参加しておりましたが、そこで、当

会の先輩会員の上岡様と知り合いになり、フットパス行事でのウォーキングは4～5ｋ

ｍで歩行距離は若干物足りなさを感じているような不満を話したところ、実は「八ヶ

岳歩こう会」というウォーキングクラブがあり、毎月数回の例会を実施し、歩行距離

も約10～15ｋｍで、参加も予約無用の自由参加であるとの話を聞き、私は「コレダ！」

と思い、即入会を決意しました。そもそも、私がウォーキングに目覚めたのは66歳(2

015年)頃からで、きっかけは血糖値対策です。数値そのものは、上限ギギギりのセー

フで、特別な治療等は行っておりませんが、歩くことが何よりの「予防法」で、又、

ボケ防止を含めた簡単な「健康法」と良く言われているのを聞いているからです。そ

れから、会社勤務を66歳でセミリタイヤ（現在も若干の勤務実態有り）し、有り余る

自由時間の過ごし方にピッタリなのが将に我が「八ヶ岳歩こう会」でのウォーキング

人生であります。歩こう会に参加して良かった思うことは自然の素晴らしさ（八ヶ岳

や南アルプスの遠景や桜等の花や紅葉）に触れれることは勿論ですが、これまでの人

生で知らなかった事柄に直接触れることが出来たことです。強い印象に残っているコー

スは

※煮貝の道での

少年戦車兵学校跡

※南清里ウォークでの

流浪の俳人「山頭火」の句碑跡

後日、その句は【行き暮れて なんとここらの 水のうまさは】

と教えて頂きました

年を取ったら、「お金を増やすより、仲間を増やす」をモットーに、これからも

「八ヶ岳歩こう会」の会員の皆様と仲良くなれたらと心から思っております。

以上
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思い出に残るシリーズウォーク

植松 富子

私はアウトドア派ですが、農家で世間も狭く、年齢的なことも考えて、もっと色々

な自然に触れてみたいとの思いから入会しました。まだ、日も浅い私ですが例会には

健脚の大先輩と毎回楽しく参加させていただいています。担当者の方には心から感謝

しています。

突然、目を疑う様な真っ白に広がった頂上の世界に感激の日向山トレッキング。初め

ての夫にも参加してもらい、良い記念になり喜んでいます。

汗ぐっしょりになり、声を掛け合いながら頑張って登った高尾山。

白駒池ウォークの、あの切り立っ

た高見石に必死に登った、あの絶

景。こんなチャンスは二度とない

と、居合わせた和泉さんに撮って

もらった一枚です。

彼岸花が広く咲き誇る、白州清泰

寺での前田さん撮影のスナップ、

さすがです。

その他に地元にも、こんな立派な、こんな所がと、知らないことが多くて、身近な

ウォークも大変楽しみにしています。

いつも一緒だった健脚の大先輩には、お世話になり、刺激され、感謝の一言です。

これからも、会の皆さんの目標となるべく、いつ迄も楽しく歩いてほしいと願ってい

ます。
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２０周年記念おめでとうございます。

小林 宏子

私小林宏子は発足１年半後、脱会された緒方菊子様がご一緒に入会を申し込んでく

ださり、それ以来、殆ど休みなく、八ヶ岳南麓の里山、北八ヶ岳八千穂高原の白かば

林、かわいいお花の群生地、残雪の八ケ岳、南アルプス甲斐駒ヶ岳etcの山々を眺め

ながら釜無川沿いをＷ、七福神巡Ｗ、東京etcのエリア・・・。いろいろなリーダー

さんのもと楽しく歩かせて頂きました。そして、登山・アウトドアの好きな主人と横

浜から誰１人知り合いのない当地へ転居！南アルプス・八ヶ岳の山行を楽しむ日々で

したが歩こう会に入会させて頂いてから、山・美しい自然の出逢いだけでなく、今は

亡き田中志摩子さんとも親しくおつき合いさせて頂き、我が主人が突然の病にて２度

入院加療その時、山西様が“小林さん、具合の悪い時はお互い様だから集合場所まで

送迎して上げると言って下さり奥様も、小林さん遠慮なく言って下さいね！と、ご夫

婦でご親切に仰言って下さって、主人もお言葉に甘えれば！・・・と。それ以来ずっ

とお世話になりＷ会以外でも駅からのＷ、他のイベントのＷ、杉原さん御夫妻、草間

さんetcの方々とご一緒にいろいろなエリアを案内して下さり、楽しく歩いた日々が

走馬灯のように思い出され、病をわずらった主人が回復して夏に好きな畑仕事・木工

作業・旅した写真をプリントアウトetc、元気で過ごす日々ですが、残念ながら山西

様は逝かれ、悲しく淋しく、大変お世話になったので主人と病院へお見舞いに行きま

すと「ワアー！仲間が来てくれた」と大変喜んで下さったベッドでの山西様のお姿が

忘れられません！

そして、大阪へ帰られた平井さん御夫妻、私も実家が宝塚ですので帰阪したときは

必ずお逢いしてランチやおしゃべりを楽しみます。そして脱会された杉原さん御夫妻、

草間さんなど。時には歩き、時には日帰りツアーや一泊ツアーに参加し、現役の村尾

さんも何時もご親切に送迎して下さったり時には駅からのＷを楽しみ。

これも歩こう会のおかげで良き友人たちに出逢えた私の宝物です。

然し、寄る年波に勝てず、歩く距離、アップダウンの行程など考えますと参加する

のも考えるようになりました。そして心に残っておりますのは発足当時の自然豊かな

里山歩きです。数々ありますが・・・。

何のお手伝いもせず、お役にも立てませんでしたが過ぎ去った年月、只、只、楽し

く歩かせて頂いた感謝の念を捧げて拙いペンを置きます。

H30．2．25 PM9時
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金生遺跡のダイアモンド甲斐駒

大嶋 俊壽

八ヶ岳南麓には多く縄文の遺

跡がありますが、そのほとんど

は比較的温暖な縄文初期から中

期もので、1980年の金生遺跡の

発掘調査以前には縄文後期、晩

期にはこの周辺の縄文集落は衰

退してしまったと考えられてい

たようです。金生遺跡は配石を

ともなう大きな集落で、祭りの

場でもあったと考えられていま

す。この配石は一人で抱えるの

もやっとという大きな石を並べ

たもので、はるか5Kmも離れた釜

無川から持ち込まれたものもあ

ります。ここに住む人ばかりで

はなく他のムラの人たちもたず

さわっていたと考えられます。

この金生遺跡の大きな特徴はそ

の場所で、冬至の日の太陽は甲

斐駒岳の山頂に沈みます、

春分、秋分の日没はこれといっ

て特徴のないところに日が落ち

ますが、実はその時の影が金峰

山頂に向かっています。このこ

とからもこれらの配石が特別な

意味を持っていたことが想像さ

れます。年に一度しか観察する

機会がありませんし、天候によっ

ては見られないこともあります。

にもかかわらず縄文の人たちは

そうした特別の場所に大変な労

力をかけて記念物を作っていた

のですね、皆さんも見に行って

みましょう。残念ながら周辺の

樹木が大きくなって、金峰山は

見えなくなってしまいました。
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マラソンウォーク

風路 周平

歩こう会のウォーキング例会に参加するようになって、始めのうちは皆さんの歩く

スピードが速くて付いていくことが大変でした。とくに「マラソンウォーク」（マラ

ソンとほぼ同じ距離を歩く）では、始めの３回はコース途中で伴走車に強制収容（！）、

やっと4回目でなんとかヘロヘロになりながらも完歩でき、ゴールのスパティオ小淵

沢でメンバーの皆さんに拍手で迎えられたことが忘れら

れません。

この頃のマラソンウォークは途中の休憩ポイントでお

汁粉やたくさんのお菓子、果物などの接待があって、消

費エネルギーより摂取エネルギーの方が多いちょっと

「？」のつくウォーキングだったような気がします。そ

れも今となっては懐かしく楽しい思い出です。私もコッ

ク服に身をつつんで、冷たいガスパチョなどを作って皆さんに配ったことが思い出さ

れます。

思い返せば、私達は歩こう会結成の初期から会員の末席を汚しており、今では歩こ

う会の最古参会員の一員になってしまっています。しかし、どちらかと言うとまじめ

にしっかりウォーキングするというよりは、心地よい汗をかいた後の泡のでる○○ル

の方が魅力的・・・というちょっとお恥ずかしい会員でした。そんな私たちでも快く

同じ輪に入れていただける八ヶ岳歩こう会！万々歳！ですッ！

【はじめて完歩したときのブログより】
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今までマラソンウォークで歩いた距離の最長は31キロでした。そ

れ以上の距離は自分の中では未知の領域。

なんとかリタイアせず歩き通しま

した。ゴールのスパティオ小淵沢

で待っていた「歩こう会」の仲間

が拍手で迎えてくれたときには本

当にうれしかった。

完歩できたのはサポートの力によるところが大きかったです。

疲れてくる頃に休憩所があり、様々な接待が・・・

←３回目の棒道火のみやぐらにて、

温かいココアなど。

→９回目？のおしるこ。これであ

ともう少しがんばろうのパワー出

る！

（2008．9．30）



思い出の例会

市川 健一

◎第４回ブル－ベリ－とオオムラサキの里ウォーク

きっと喜ばれるだろうと、参加者の写真入り完歩証を作って配布する事になった。

前田さん・俵さんと私の3人で350名以上の写真をデジカメで撮影。撮影したデータを

パソコンに移し、プリントアウトするのだが、5ｋｍコースの人は1時間ちょっとで戻っ

てきたので大慌て！何とか間に合わせて、その後は10ｋｍ・20ｋｍコースの完歩証を

プリントアウト。初めての事で慣れていなくて大変な思いをしたが、参加者から大変

喜ばれ、苦労した甲斐があった。好評だったので、写真入り完歩証作りを第6回まで

続けました。
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◎戸隠・志賀高原スノーシュー

私のスノーシューデビューは、2002年2月の群馬県水上町みなかみの森でした。八ヶ

岳では経験出来ないような積雪の中、スノーシューの面白さに虜になり、その後も嫁

さんと二人で深雪を求めて各地を訪れ、スノーシューウォークを楽しみました。

八ヶ岳とは一味違ったスノーシューウォークを会員の人にも楽しんでもらいたいと

企画したところ、申し込みが殺到！会員限定のこの企画に参加するために会員になっ

た人もいてビックリ！参加した方に大変好評で、その後も場所を変えて遠征スノーシュー

ウォークを企画し、皆さんと一緒に楽しんだ事が思い出されます。
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２日目：志賀高原・前山スキー場から蓮池

１日目：戸隠高原・鏡池コース＆牧場コース



今だから話せる「500選の道」選定のドタバタ話。

多賀 純夫

日本ウオーキング協会（JWA)は「体力づくり」と「地域振興」の為に、「美しい日

本の歩きたくなるみち」を選定し、大いに歩いて地域の魅力を発見してもらおうと計

画。国土交通省の賛同も得て、2003年、500選の道の選定に入りました。全国のウォー

キング協会はもとより、自治体や観光協会、商工会などに依頼して地域の「歩きたく

なるコース」を推薦して頂こうというのです。我が八ヶ岳歩こう会にも依頼がきまし

た。最初は乗り気でなかったのですが、当時山梨県には活発に活動しているJWAの傘

下団体は当会と河口湖ウオーキング協会しかなく、その河口湖ウオーキング協会の事

務局長清水さんから「八ヶ岳さんからも是非推薦コースを投稿してください。500選

ということは各県10コース平均ですから、河口湖で5コース、八ヶ岳さんで5コース選

びましょう。そうしないと他の県に10コース分余計にとられてしまいます」といった

ジョーク半分の連絡をいただき、それならばと、コース選定に入ったのです。会員の

皆さんからお知恵を拝借し、何度も下見で歩き、時間をかけて取捨選択をし、なんと

かコースを絞り出して提出する事がができました。翌年締め切られましたが、なんと

全国からの応募総数は2427件にも上ったということです。この中から500のコースを

選ぶのは大変なことだと想像できましたが、山梨県からは河口湖ウオーキング協会と

当会が推薦したコース以外にあまりなく、しかも、なんと河口湖ウオーキング協会と

当会の事務局が「評価診断委員」に選定されたため、山梨県内10コースはスムースに

選定出来てしまいました。当会から推薦投稿したコースはそのまま私が「評価診断」

して認定としたのです(^^;) 当初各コースには「道守」と呼ばれる管理者がいて、

時折、コースの様子を報告したり、イベントを開催したり、ということが義務づけら

れていたようでしたが、実情に合わなくなったのか、現在は特に「道守」さんの仕事

はなくなったようです。しかしこの500選の道は押印手帖が作られて、ものすごい人

気となりました。当会にも未だに「500選の印を集めているので、ぜひ信玄堤の例会

を開催してください」といった要望が届きます。これからも年に数回「500選の道の

例会」を開催して、全国のファンの要望にお応えしようと思っています。関係者の皆

様、よろしくお願いいたします。

このコース選定中、一つだけ心残りだったことがありました。10コースの中に「オ

オムラサキ遊歩道」を入れようとしていたのですが、既に「オオムラサキ遊歩道」は、

建設省が選定した「日本の道100選」に選定されているという理由で、候補に入らな

かったのです。当時当会は「ブルーベリーとオオムラサキ大会」を開催していたため、

どうしても入れたかったのですが、（多分一方が国土交通省で、一方が建設省だった

ので、縄張り争いがあったのではないかと邪推しました）選定されませんでした。し

かし一方で文化庁が選定した「歴史の道100選」には「棒道」が登録されていたので、

不思議な思いがありました。後に分かったことですが、日本ウオーキング協会はこの

500選の道選定の前に読売新聞とともに「遊歩100選」というものを既に選定しており、

その中に「オオムラサキ遊歩道」が選ばれていたので、二重になることを恐れたので
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しょう（とこれまた邪推です）。さらに、建設省選定の「日本の道100選」に選ばれ

ていたのは「オオムラサキ遊歩道」ではなく、「旧甲州街道台ヶ原宿」だったことも

後に判明。踏んだり蹴ったりのような状況でしたが、当時は「歩く」という事がよう

やく世間に認められ、関係各組織がそれぞれに「100選」の道を選定していたドタバ

タの頃でした。これらの動きを通じて、ウォーキング後進県と言われていた山梨県で

も各地でウォーク大会が開催されるようになり、ウォークファンも増えていったと思

えば、嬉しいことでした。当時はとても残念でしたが、今となってはとてもよい思い

出です。参考までに山梨県内の10コースを列記しておきます。

１) 清里開拓のみち・安池興男物語のみち ２）富士山展望・河口湖畔のみち

３) 信玄棒道から三分一湧水をたどるみち ４）富士吉田登山道へつづくみち

５) 花の都から湧水の里「忍野八海」へのみち ６）甲斐の道・茶道峠を越えるみち

７) 信玄堤をたどるみち ８）日本三大堰・徳島堰を巡るみち

９) 甲斐の道・秩父往還（塩山～山梨） 10）とみざわ・六地蔵を巡るみち
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清里開拓のみち・安池興男物語のみち 信玄堤をたどるみち 受付の様子

甲斐の道・茶道峠を越えるみち 甲斐の道・秩父往還

日本三大堰・徳島堰を巡るみち 信玄棒道から三分一湧水をたどるみち



浅川兄弟ウォーク

風路 和子

歩くことが好きで、こういう会があったらいいな、と思っているときにまさにそう

いう会ができたのでした。最初の頃、平日は東京で仕事をしていたため、実際に参加

できるようになったのは4～5年たってから。どのウォークも、「良かったな・・・」

と思うことばかり、どれか一つや二つを選ぶのはとっても難しい。もちろん10周年甲

州街道は責任者をおおせつかったので、はずせません。他にもいくつもの印象に残る

ウォークがあります。高根町出身の「浅川兄弟」ウォークもその一つ。

「歩こう会」もついに外国まで行くようになったんですね！

私たちが企画した「釜山港へ帰れウォーク」を見て早とちりをした方が1名ならず2～

3名？韓国位なら行ってみてもいいかな、と思ったとのこと。

良く見ると「参加費2000円」？「集合は高根の図書館」？ちょっとおかしい・・・

実は「釜山港」は当時高根の141号沿いにあった、とてもおいしい韓国家庭料理の

お店。そこでお昼を頂くウォークを企画しました。そのコースの集合場所を高根やま

びこホールにしたところ、同じ敷地内に浅川兄弟資料館があることを知りました。

「資料館」と「釜山港」を結べば韓国文化を訪ねるウォークとなるのではないか、と

我ながらグッドアイデアだと思ったのでした。（「とってつけたような」と言う声も

ありましたが・・・）

お兄さんの伯教さんは朝鮮陶磁器の魅力を日本に紹介し、弟の巧さんは朝鮮の山の

緑化に力を尽くしました。二人とも植民地統治下の朝鮮で、朝鮮の人々とわけへだて

なく付き合い、特に巧さんは朝鮮の言葉を身につけ、衣服を着て、日本人から差別を

受けることもいとわなかったそうです。40歳の若さで亡くなったときには大勢の朝鮮

の人々が嘆き悲しんだという話を聞いて、あの戦争の時代に差別や偏見から自由でい

られたその魂のあり様に感心してしまいました。（何年か前「道～白磁の人」という

映画にもなりました）

「釜山港へ帰れウォーク」の後も、ゆかりの地を結ぶウォーキングコースを作り、

何度か例会を開催しました。兄弟も子供の頃きっと毎日見ていたと思われる八ヶ岳や

南アルプスを展望するコースです。2～3年に１度はお二人を忍んで歩きたいと思って

います。
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初めての歩こう会

植木 陽一

私が初めて歩こう会に参加したのは、2007年9月30日のマラソンウォーク小淵沢ス

パティオでした（過去の行事一覧から確認）。きっかけは前年「年越しスノーシュー

イベント」に参加し多賀さんから「八ヶ岳歩こう会」の活動を知り、50歳直前で体を

動かす遊びを始めたいと思っていた時期とも重なり、マラソンの距離を歩き通す面白

そうな企画だったので参加したと思います。前日ペアハットに友人と泊まり、7時か

ら雨が確実な中歩きはじめ、何とか40キロ以上完歩し、17時頃スパティオに戻ってき

たことを覚えています。印象に残った言葉は「歩こう会は消費カロリーより摂取カロ

リーの方が多い」です。一時間半ぐらい毎に今でいうエイドステーションに会の皆さ

んの「おもてなし」地元の料理あり差し入れあり、歩こう会の会員の皆さんの心がと

ても伝わりました。その流れで10年前の第一回甲州街道ウォーク初回の日本橋から参

加し会員になりました。東京在住のためあまり参加できませんでしたが、10周年の登

山企画にも参加し登山デビューも歩こう会でした。入会後の活動はオオムラサキウォー

クのシリーズや富士川ウォークや主に日曜例会中心の参加で、土曜日に会員さんのペ

ンションにお世話になりながら楽しく自然を感じながら歩きました。

「八ヶ岳歩こう会」は、ウォーキングと山登りの楽しさを実感し引き合わせてくれ

たと思います。ウォーキング中の山梨の地元話（花や山や史跡等）の盛り上がり、も

う一つの楽しみが完歩後のアルコールです。そして終了後速やかに報告がアップされ

るのも楽しみの一つでした。数年後に勤務先が変わり参加できない日々が続き退会し

ました。風路さんから20周年の第二回甲州街道が始まることを聞き、今回は完歩をめ

ざして再度会員になりました。

3月28日の20周年記念甲州街道ウォークの初回、日本橋に着いた時に私の見知った

会員の方々に多く会い声をかけていただき、とてもうれしかったです。それ以上に皆

さんがとても元気だったのが印象的でした。ウォーキングを続けている成果だと実感

しました。

これからも、

よろしくお願いします。

例会にも参加したいと思

います。
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「私はどこに写っているでしょうか？ヒントは帽子です」



バスウォーク・小江戸訪問シリーズ川越編

小澤 久

2017年2月15日、標記例会に参加してきました。バスで川越に行けるなんてうれし

いイベントです。JR穴山駅7:30、甲府駅近くを回って渋滞も少々あり、川越到着は10

時半をちょっとまわったくらい。

バスの中では今回のリーダーから川越の知識を少々。太田道灌が江戸城を築く前に

かかわったのが川越、その技術を下に江戸城が築城されたということで、ここは「小

江戸」というよりはむしろ「本江戸」。柳沢吉保が甲府の城主となる前にこの川越の

城主を務めたとのこと、これは吉保のルーツ：北杜市武川町柳沢にお住まいの方から

のレクチャーです。

予定より30分ほどの遅れでしたが、無事川越博物館駐車場からウォーキングスター

ト。雲ひとつなく風もないという絶好のウォーキング日和です。
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最初に目にした立派な建物。この裏手

には学校が見えました、映画「ウォーター

ボーイズ」の舞台となった名門校とのこ

と。

三好神社の参道は童謡「とうりゃんせ」

のルーツとなったところ。途端に男性が

唱い始めました。

「♪ とおりゃんせ とおりゃんせ～ ♪」

歩いていると、こんなレトロバスに出

会いました。さすが歴史の街。

喜多院の参道にたどり着きました。ずらりと

並んだ灯籠がお出迎えです。この交差点を渡っ

てすぐの右手には成田山があり、ここにもお

参りしました。千葉の成田山同様にここでも

つい先日節分の豆まきが行われたそうです
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五百羅漢エリアへの入場も拝観料

の内。実際に五百数十体あるのだそ

うです。羅漢というのはお釈迦さん

が入寂したときに集まった立派なお

坊さん達のこと、知らなかった。

と、愛嬌のある羅漢さんがいっぱい。じっくり見ていたいけど日帰りウォークではね、

ほどほどに切り上げなければならないのが残念。

いよいよ喜多院の境内へ、本殿をのぞみます（左）。

内本殿お参りのあと境内を見渡します（右 ）。この前方に五百羅漢があります。こ

の本殿の階段で集合写真。そのあとは入場料を払って建物内を拝観。徳川家光誕生の

間、春日の局化粧の間など見学しました。徳川に深くかかわりのあるこのお寺、徳川

の別邸のような存在だったのでしょうか。

一体一体表情は様々。

お坊さんらしい像も

多いけれど、

「いいのかなー、

羅漢さんて立派なお

坊さんだったんじゃ

ないの～。」
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昼食会場のある藏通りを目指します。

「大正ロマン夢街道」、レトロな雰囲

気が漂います。道路が緩やかにカーブし

ているのもまた味わいです。

いよいよ藏が見えてきましたが、まずはまっすぐ昼食会場へ。

川越で有名な料亭で、特別サービスラン

チ。写真では、「蓋はとらないでおきます

ね。」

昼食を終えて藏通りへ、まずは埼玉りそ

な銀行のかつての洋風の建物。
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店先に置かれた壺？ 瓶？ 何のお店

だったんでしょうね。

藏通りは平日にもかかわらず大変な雑

踏。商家は武家に遠慮して藏造りの壁を

黒く塗ったのだそうです。観音開きの窓

は半紙一枚も通らない程の密閉度だった

とか。

川越まつり会館を見学、豪華な山車の

展示、説明もしっかり聞きました。私た

ち「八ヶ岳歩こう会」が席を立ってしま

うと途端に空席だらけになってしまいま

した。私たちの団体がいいお客さんだっ

たようです。

川越のシンボル：「時の鐘」。このほぼ真下の店でサツマイモ入りの饅頭を頬張って

いるとき、この鐘が聞こえてきました。控えめに、響いていました。

みやげの買い物を済ませて藏通りを後に。途中、市役所の庭には太田道灌の像が設置

されていました。「この地を拓いた恩人」と多くの市民から尊敬を集めているようです。
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最後は氷川神社、この鳥居は木製のものと

しては日本で最大級。この写真の反対側(外

側)には勝海舟による「氷川神社」の書が。

本殿のまわりを一回り。しっかりと柵で

囲われているのですが、その隙間からの一

枚。見事なまでの緻密な彫刻です。

絵馬のトンネル 境内の全景、鳥居の下から撮りました。

歩いているとこんなふうに川越祭りの山車

が格納されている倉庫がありました。喜多院・

古い町並みとならんで川越を代表する川越祭

りをこんなふうに陰で支えているんですね。

歩道に設置されているマンホールの蓋を

一枚、こんなところにも観光の街：川越を

見ることが出来ます。

かつて仕事で一度訪れた川越は私的にも行ってみたいところでした。今回、こんなふ

うに往復をバスで、そして街を自分の足で歩くことができました。さらには今回は地元

にお住まいの方がガイドを引き受けて下さり至れり尽くせりのウォーク、満足でした。

（「すすき's Blog」http://susuki.chips.jp/?cat=13 より 文責・H.N.：すすき）



思い出に残るシリーズウォーク

恵星 富子

定年退職をきっかけに健康増進のためにと、先に夫が入会していたので夫婦会員と

して登録しました。

シリーズウォークでは、甲州街道、塩の道、八が岳周遊、富士川街道、煮貝の道な

どに参加しました。

地域活動と重なり思うように参加できなかったが、良い思い出になっています。

甲州街道では、初回日本橋から継続して参加して参加することができました。会員

でない参加者との交流も楽しみでした。小仏峠への登坂が一番辛く、次の難所と言わ

れた笹子峠は苦にならない程でした。又、何故か日付か週を間違えて予定表に記入し

てあり不参加になってしまった[酒折～甲府]を友達と二人で、次週に同じコースを歩

きました。完歩賞は勿論もらえず、準完歩賞だったが、自分的には完歩賞！！。１ヶ

月１回の20ｋｍウォークで持久力も付いた様に思います。今でも駅ハイで日野宿を歩

いた時、「あっ、ここ歩いたね」と懐かしくなります。

塩の道ウォークでは、信州白馬や青木湖など爽やかな風に吹かれて歩きました。最

終回の大網峠での辛い記憶があります。午後１時過ぎてもお昼にならず、お腹が空い

てお茶と飴を舐めながら水分補給もしていたが、途中から足が思うように上がらず、

ついに若い中さんにリュックを預けての登頂になってしまった。あれは今でいう塩分

不足による熱中症だったようです。お昼のおむすびを食べると元気も戻り、ゴールの

糸魚川に無事到着。打ち上げの寿司と生ビールが何とも言えない程美味しかったのが

思い出されます。達成感ですね。

富士川街道は甲府周辺の仲間が担当、下見を繰り返し行い、コース作りをした。私

も会員だった夫と共に身延～南部～井出までのコースを担当、富士川水運の拠点となっ

た史跡に山を廻ってたどり着いた時、訪ねた寺の住職に近道があることを教えて貰い

ました。次に行った時、土地の人に道を尋ねながら行ったが、下り道が見つからず再

度近くの家を訪ねると、その家の奥さんが一緒に歩いて下る道を教えてくれた。本当

に人の暖かさに感謝しました。下見ウォークでは若い会員が折れた竹や枝を除きなが

ら下った覚えがあります。他のリーダーも

道づくりの苦労と楽しさを感じていること

だろうと思いました。

現在も例会予定を手帳に書き込んでも地

域活動などとの優先順位で消されることが

多く、あまり参加できない為、スタンプ数

もなかなか増えません。しかし、先輩女性

を見習って体の続く限り例会ウォークを楽

しみに参加して歩きたいと思っています。
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大網峠に向かう途中の滝で



甲斐駒の麓から

北杜市武川町柳澤在住 重田友五郎

私と八ヶ岳歩こう会の縁は、SNSの古い日記で探してみると2008年5月の「新緑の信

玄棒道ウオーク」まで遡るので今年で11年目になることが判った。

甲斐駒の麓に住む私にとって台上の八ヶ岳南麓は右も左もわからない感じの場所だっ

たので、仲間の皆さんについて歩くことによっていろいろな場所や道を知ることがで

きた。

しかし、しばらくすると甲斐駒や鳳凰三山の麓の武川・白州地区に住む会員も少な

く、この地区を歩くイベントも少ないことが判った。

長い裾野を纏った八ヶ岳南麓と違って、急峻な南アルプスの麓の武川・白州地区は

間近に見上げる白銀の甲斐駒や鳳凰三山の山々、尾白川、大武川、石空川などの渓谷、

武川米の田圃に植えられた早苗や黄金色に輝く稲穂などの魅力的な風景に恵まれてい

る。

またこの地区は戦国時代から峡北の守りを固めた武川衆の活躍した舞台であり、い

たるところに往時の史跡や伝承が残っていて、素晴らしい景色を眺めながら戦国時代

の武将の生活に想いをはせるウオークを楽しむことができると思った。

その中でも、武田家滅亡後の甲信の領地を争って徳川軍と北条軍が戦った天正壬午の

乱(1582年)において重要な役割を果たした武川衆の活躍の舞台となった中山(標高887

ｍ)の山頂に築かれた中山砦跡へのウオーキングはいろいろなコースを選んで楽しむ

ことができる

また、2014年には武川・白州地域が南アルプスユネスコエコパークとして登録され、

2016年からは中山地区の再整備も行われこともあり、八ヶ岳歩こう会でも取り上げて

会員の皆さんと一緒に歩きたいと思って2015年と2017年に例会を企画して歩いた。
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2015年11月12日「戦国時代の砦を訪ねる中山トレッキング」

今日は八ヶ岳歩こう会の「戦国時代の砦を訪ねる中山トレッキング」の日、天気予

報は晴れだったが何となくすっきりしない曇り空、 でも総勢25人の仲間が白州総合

支所駐車場に集まってきた。

台ケ原から中山峠までの道は江戸時代に甲斐駒や地蔵岳に登った修験者や講登山の

人々が歩いた台ケ原と白州・横手を結ぶ古道で今でも往時の姿を残す場所もあり、白

装束で登る講中登山の人々に思いを馳せながらゆっくりと登った。

峠からの道は「胸突き一丁坂」と呼ばれる急坂で、白州町時代に作られた遊歩道の

木で作った階段が腐って滑り台のようになった急傾斜の道をゆっくりゆっくり登り、

尾根道の小さなアップダウンを繰り返して展望台に到着。

2組に分けて展望台に登ったが周りの松の木で展望は全く効かず、皆さんがっかり、

そこでＭさんの手作り栗羊羹でエネルギーを補給して中山砦跡へ。

中山砦跡では武田流築城術の特徴である「丸馬出し」や「三日月堀」を持つ中山砦

の構造や、天正壬午の乱の時に武川衆の柳澤氏と山高氏が花水坂を降りてくる北条軍

を見つけそれを撃退した話をして、戦国時代の砦の様子を想像しながら虎口、帯郭、

三日月堀、丸馬出し、土塁と砦跡を一回りして、集合写真を撮った。

そこから天正壬午の戦いで武川衆が兵を伏せていたとされる根古屋へ向かって降り

る根古屋尾根の紅葉を見ながら落ち葉を踏みしめてのんびりと歩いたが、足に優しい

地道の感じが心地良かった。

曲足林道合流点で小休止、ここまで歩いた感想を聞くと皆さんから「気持ちの良い

道」「変化があって楽しかった」「春にも歩いてみたい」と好評だった。

曲足林道から中山峠林道を経て尾白川を渡り、台ケ原宿に入って12時半に「七賢」

でトイレ休憩、全員に甘酒の試飲をふるまっていただき、砦跡から1時間15分歩いた

体にその甘さが沁みとおった 、「七賢」さん、ご馳走様でした。

ホタル公園まで歩き、早めに昼食を済ませ台ケ原に戻り「つるや旅館」の前で壁に

掲げられた講札について甲斐駒、アサヨ峰、地蔵岳へ中山峠を越えて歩いて行った講

中登山の話をして、白州総合支所駐車場へ戻ったのは予定の2時より少し早かった。

25人で距離8キロ、標高差300ｍをほぼ予定通りに歩けたのは歩くことになれている八ヶ

岳歩こう会の皆さんの力だと思った。
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南アルプスユネスコエコパーク整備事業として整備され始めた中山地区

2015年から本格的な活動を始めた北杜市南アルプスユネスコエコパーク地域連絡会

と北杜市観光協会武川支部・白州支部の協力により、2016～2017年に中山砦跡の隣の

ピークに立つ中山展望台のまわりの木々が伐採されて360度の展望が戻り、中山峠か

らの急坂道が補修され、万休院からの中山林道も車が通行できるように整備され、い

ろいろなコースを楽しむことができるようになった。

南アルプス鳳凰三山から甲斐駒 八ヶ岳連峰 金峰山、金ヶ岳、茅ヶ岳

2017年6月9日 武川衆フットパス３「中山砦跡と360度の展望を楽しむ」

武川衆のルーツを探る武川衆フットパスの第3回は 「中山砦跡と360度の展望を楽

しむ」と題して、戦国時代に造られ、武田時代には狼煙台として使われ、天正壬午の

乱(1582年)では武川衆の柳澤氏と山高氏が徳川勢の最前線として守った中山砦跡を訪

ね、周辺が伐採され360度の展望が戻った展望台の景色を楽しむフットパスで13人の

仲間を案内した。

甲斐駒センターせせらぎに集まり、昨年再整備された中山林道を利用して中山林道

登山口(標高770ｍ)まで車で登り、そこからはゆるい傾斜の尾根道をのんびり歩いて3

0分で中山砦跡に到着。

戦国時代に造られたと伝えられる土塁や郭、堀が崩れずに残っている砦跡でその歴

史と柳澤氏・山高氏の活躍についてお話して、隣のピークの展望台へ。

鞍部を越えて展望台への登りにかかるとまわりの松の木が無くなり、突然展望台が

現れてみんなびっくり、異口同音に「凄い」との声が上がった。

展望台に上って回りの景色を眺めると、2年前に中山峠から登って台ケ原へ周遊し

たウオークに参加した会員からは「こんな景色だったのね 素晴らしい」と、初めて

登った会員からは「こんな近くにこんなに素晴しい展望台があったとは知らなかった、

また来たい」等の声が聞こえてきた。

展望台でたっぷり時間をとって、登山口の駐車場までゆったりと歩いて25分、甲斐

駒センタ－せせらぎに戻ったのは予定通り12時だった。

同じ北杜市内でも八ヶ岳山麓とはその風景・風土・歴史が全く違う甲斐駒山麓の武

川・白州地域にはまだまだたくさんの魅力的なウオーキングコースがあり、多くの人

に歩いてもらいたいので、これからもそんなコースを案内していきたいと思っている。
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最年少の会員です

中川 弘一

歩こう会で一番若い「なか」です。私が静岡から大泉へ越して15年。事務局多賀さ

んが当時盛んに勧めていたスノーシューにのめり込むうちに、自然に当会へ入会して

いたと思います。歩こう会の月例会ではいつも最年少、諸先輩の方々にはいつも可愛

がってもらっていました(^^)

しかし不思議なものでいつまで経っても諸先輩の年齢に追い付くことは決してなく、

この頃は歩くスピードにすら追い付けないことも度々（笑）

この10年の思い出のひとつは歩く事により、この八ヶ岳山麓を良く知る事が出来、

地域に大きな関心を寄せることが出来た事。そして二つめは10周年記念の時の「甲州

街道ウォーク」がきっかけで、茨城の旅行会社の甲州街道ウォークの案内役を和田さ

んと共にさせて頂いたことです。当会からも各区間のリーダーさんに協力いただきな

がら平日組、土日組の約25名の方々とともに各17回の行程を歩きました。今回20周年

で再びこのコースを歩くとのこと、懐かしくまた涙の出る思いもあります。多くの皆

様が安全に楽しく完歩できることをお祈りしています。50歳も半ばだから、そろそろ

最年少も引退しなきゃね・・・（笑）
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おもてなしのやまなし知事表彰

八ヶ岳歩こう会が、2013年1月31日に開催された｢第2回おもてなしのやまなし県民

大会｣に於いて「おもてなしのやまなし知事表彰」され、表彰式に和田会長、田中文

子さん、田中哲夫さん、市川富美子さん、進藤律子さんの5名が出席しました。

１．表彰式で知事から表彰状をいただいた

２．基調講演

講師 高野 登氏

(やまなしおもてなしアドバイザー ザ・リッツカートン前日本支店長)

テーマ『自分が変われば地域が変わる!』

３．パネルディスカッション

テーマ『富士とワインは良かったね』から『富士もワインも良かったね』と

言わせるおもてなしで5人のパネリスト高野登氏(前出) 木田和氏(ワイナリー

オーナー夫人) 小林久氏(やまと社長) 小林明氏(山梨県観光部長) 長田

由布紀氏(フリーアナウンサー)のトーク

おもてなしとはなんぞや…と考えさせられたり、いやいや 我々が普段何気なく笑

顔でウォークしている事がおもてなしの基本だなーと思ったり…「相手の立場にたっ

て考える事が大切だと」…有意義な1日でした。

大会は第2回ですが表彰は今年が始めてとの事、お陰様で我々の笑顔のおもてなし

の心が認められた様な気がしてちょっと嬉しい晴れがましい気持ちで一杯です。

これからも健康で、笑顔でウォークしながら周りの方々に少しでもおもてなしのおす

そ分けが出来たらと思います、有難う御座いました。

個人が2名 団体が6団体 事業者が6事業者が知事表彰されました。ちなみ他の団体

は、甲州市観光ボランティアガイドの会、甲府観光ボランティアガイドの会、甲府城

御案内仕隊、狭南高校、ひばりが丘高校です

今年は国民文化祭の年、又富士山がユネスコの世界文化遺産になろうかとする年で

もあり、山梨県でも力を入れてるようです。《おもてなし日本一を》目指そうと言う

事でした。（記・事務局）
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快適なウォーキングのために

進藤 律子

暑さや寒さ 又体調などに気を付けて 安全に楽しくウォーキングを続けるために

基本的な事を皆さんと少し復習したいと思います。

◎その１ 効果的なウォーキングのすすめ

◎その２ ウォーキングの必需品

◎その３ 水分補給と栄養補給

◎その４ 足がつることについて

◎その５ 楽しくウオーキングを続けるために

◎その他

【その１ 効果的なウォーキングのすすめ】

※安全なウォーキングをするための４ケ条

１．体調チェックをしましょう

２．ウオームアッブ（ストレッチ）をしましょう

３．自分のペースを考えて歩きましょう

４．クールダウンをしましょう

※効果的なウォーキングに付いて

歩幅をなるべく広げて歩く(少しずつ広げて行くと良い)歩幅は身長の大体35～45

％位(エクササイズウォーキングの場合は50～60％)

後ろ足でしっかり蹴ってつま先に重心を残して踏み込み 踵から着地する

坂道や階段では平地よりも歩幅を狭くし１秒１歩位で歩く

ひじは軽く曲げて歩く旱さに応じて肩から腕の振りを加減する、腕をコンバクト

に振ると体の不必要な揺れを防ぎ腕を早く振ると 足も速く動きます。

ウォーキングは有酸素運動と言われています 運動効果が上がり無理なく歩く速

度とは・・・。ややきついと感じる速さで隣の人と会話が出きる位で歩く。緩急

をつけると良い

※ストレッチの３原則

１．無理をしないでゆっくり

２．反動を付けない

３．呼吸を止めない(腹式呼吸)

シグナルストレッチを心がけましょう（信号待ち 列詰め 昼食 休憩時など）

※何時でも 何処でも 誰とでも 楽しく歩きましょう

【その２ ウォーキングの必需品】

○上着 厚手と薄手２種とウインドプレーカー（雨具で兼用）を用意、まめに体温

調節する

○下着 速乾性 吸汗性 通気性の良い物

○スラックス 速乾性 吸汗性 通気性が良く動き易いもの ジーンズは濡れると

重くなりウォーキングには不可

83



○帽子 つぱの広いもの、通気性が良く ＵＶ加工のもの 防水加工なら少しの雨

なら気にならない

○靴下 厚手、混紡が良い スペアを用意して汗をかいたら履き替えるとマメの予

防になる

○デイバック 両手を自由にすると姿勢がよくなり疲れない（ザックカバーもある

と便利）

○雨具 ゴアテックスのレインウェアー ポンチョなど（傘は見通しが悪くなるの

でなるべく使わない）

○水筒 水分補給は大事必ず用意 （500ml 2本くらい）

○手袋 吸汗性の良いもの 冷えやむくみ怪我等を防ぐ

○靴 ウォーキングシューズがベストです 少し歩く習慣がついてきたらシューズ

を選びましょう ウォーキングシューズは靴底が滑りにくい 疲れにくい など

安全が保たれています。選ぶポイントは通気性が良く幅がやや広め 踵を合わせ

てからつま先が１センチ位ゆとりのあるもの 紐で調節できるもの ゴアテック

ス等にすると急な雨でも安心です 低山や峠を歩くときはショートカットのトレッ

キングシューズが便利です

○その他 タオル 歩数計 カメラ 携帯電話 常備薬 地図 携帯栄養補助食品

(おやつ等) スパッツ 保険証 必要に応じて弁当 など。重ね着をするときは

着脱の簡単なもの 防塞着には雨具を兼用しても良いでしょう

【その３ 水分補給と栄養補給】

○水分補給

※歩き出す前に一口飲む

※20～30分に１回補給する（のどが渇く前に）

※アルコールは脱水を促進するのでウォーキング中やウォーキング直後の飲酒は

控える(血液が濃くなる)。長時間ウォーキングすると連続した筋活動により体

温が上がり、発汗し、体液が失われる。そのため脱水状態になる。脱水状態に

なると血液が濃くなり、心臓・血管系に障害を起こし熱中症になる危険がある。

このためウォーキング中は水分を十分に取ることが大事。汗として失われるの

はただの水分でなくナトリウム・カリウムなど電解質を含んだ体液です。だか

ら汗をかいた後は体液に近い成分のものを飲む方が良い。（一般的にスポーツ

ドリンクと呼ばれているもの）

スポーツドリンク等は甘くて嫌だと言う人はオリジナルドリンクを作って飲ん

で見ましょう。塩分・糖分・クエン酸等が入ったもので自分の口に合った物が

良いです。

※一例

薄い塩水＋蜂蜜＋レモン水

水またはお茶＋梅干＋砂糖（蜂蜜）

水またはお茶に顆粒のアミノ酸やゼリー状の栄養補助食品をとる

紫蘇ジュース、柚子ジュース等（糖分は少なめに）

ＢＣＡＡ（バリン ロイシン イソロイシン等アミノ酸）の入った飲料が効果
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的。先日ためしてガッテンで大量の汗をかいた後、30分以内に牛乳を飲むとス

ポーツドリンクよりも疲労が残らないと言っていました、ためしてみては如何

でしょう。

○栄養補給

※ウォーキング中は水分の他に多量のエネルギーも消費します。赤血球や筋肉な

どの大事なたんぱく質を分解します。日ごろからバランスのとれた食事 規則

正しい生活 十分な睡眠に心掛ける。長く歩くときは携帯栄養補助食品（スティッ

クタイプ、ゼリータイプ、おやつ）を上手に使う。

※昼食は一度に沢山摂らずに10時と3時にも少しずつ分けて食ぺると良い。

※水分と栄養にづいては次回〈足がつることについて〉で、もう少し詳しく書き

たいと思います

【その４ 足がつる事に付いて（こむらがえり） 】

※足がつる（こむらがえり）とは 足の筋肉の麻痺で ふくらはぎ（こむら）に

起こることが多いのでこむらがえりと呼ばれる

足の裏 足の指 ふとももなどにも起こる

多くはミネラル不足による 筋肉の異常収縮

※原因として

筋肉の疲労(激しい運動後など) 準備運動の不足 運動不足(普段使わない

筋肉を使う)水分バランスの異常 ミネラル（マグネシウム、ビタミン）の不

足 アルコールの取りすぎ 多量の発汗による脱水 冬の寒さや夏の暑さなど

の過酷な条件等々

※応急処置として

消炎鎮痛剤（バンテリン）などを塗る

軽く曖めてマッサージをする

漢方処方として芍薬甘草湯（しゃくやくかんぞうとう）の服用が有効

（但し医師の指示のもと 高血圧、心臓病など無いことを確認の上）

スボーツドリンク（アミノ酸）等をとる （医師の判断が必要ですが現在脱水

状態になった時に有効な、ＯＳ１（オーエスワン）という飲料も市販されてい

ます

※その他予防として

足を冷やさない 好き嫌いをしない 血を補う食品をとる 十分な睡眠をとる

目や頭を時々休ませる（リラックス出来る時間を取る）

適度に圧迫するための 弾性靴下、タイツ、ひきしめ靴下などを活用する

ウォーキングの時は休憩時、昼食時、信号待ちの時などに シグナルストレッ

チをする

口呼吸を止めて鼻呼吸を徹底してみる

ミネラル不足をなくす（ミネラルで不足しがちがマグネシウムです）

●マグネシウムの多い食品

干しワカメ かぼちや アーモンド ひじき しらす なまこ など

●クエン酸やホウ素はマグネシウムの吸収を良くします
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・クエン酸 梅干 酢 れもん オレンジ キウイ いちご めろん グレー

プフルーツ もち パイナップル

・ホウ素 寒天 ピーナッツ わかめ りんご もも ぶどう 又 バナナ

はカリウムが多い食べ物なので有効です

【その５ 楽しくウオーキングを続ける為に】

＊目的を持ったウォーキングをしましょう

＊趣味を生かしましょう

＊意外な発見を楽しみましょう

＊自分のコースを作ってみましょう

＊歩きやすいグッズ（おしゃれなグッズ）で楽しみましょう

＊歩きに変化をつけてみましょう

＊いろいろな大会に参加してみましょう

＊記録をとってみましょう

＊怪我をしないよう 疲れを早く取り除くストレッチを励行しましょう

＊病気にならないよう無理のないウォーキングをしましょう

＊自分に合ったウォーキングをしましょう

＊四季を楽しみましょう

◎応急処置について

発作などで倒れた場合は安静にして脱水症、熱中症を起こしたら涼しい場所に移動

して服を緩めて救急車を呼ぷ

捻挫したら歩かせないこと腫れを最小限に ＩＣＥ処理（冷やす 収縮包帯で圧迫

心臓より高くする）

転倒などで怪我をしたら状態を見て救急車を呼ぶ

障害保険の内容を知っておこう

◎１日１万歩の定義

（食事の摂取カロリー) － （消費カロリー） ＝ （貯まったカロリー）

（2100カロリー）－(1800カロリー）＝ 300カロリー

貯まった300カロリーを歩くとすると、30歩で１カロリー

300カロリー×30歩 ＝9,000歩(この数字以上１万歩)が根拠です

◎その他

ウオーキングマナー５ヶ条

１ やぁ！おはよう、明るい挨捗爽やかに ２ 信号で、あわてず焦らず待つ余裕

３ 広がるな、参加者だけの道じゃない ４ 自分のゴミ、自分の責任持ち帰り

５ 歩かせて、いただく土地に感謝して

◎最後に

「快適なウオーキングのために」と、私の解る範囲で書いてきましたが、少しは皆

様のお役に立てたでしょうか？

まだまだ勉強不足ですが、これからも八ヶ岳歩こう会流の優しく緩やかなルールの

中で 楽しく歩きたいと思います。
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20年の歩み(例会記録)

1999年 6月 発足式（長坂町オオムラサキセンタ－） 参加者：51名
発足記念ウォーク（オオムラサキ遊歩道）9ｋｍ 参加者：30名
棒道ウォ－ク 10ｋｍ 参加者：23名

7月 名水の里ウォーク 10ｋｍ 参加者：26名
伊能ウォーク（韮崎－小淵沢）22ｋｍ／（オオムラサキセンター～小淵沢）10ｋｍ
伊能ウォーク（小淵沢－諏訪）34ｋｍ／（小淵沢－蔦木宿）5ｋｍ

9月 風きりの里ウォーク 10ｋｍ 参加者：40名
馬場の里ウォーク 10ｋｍ 参加者：22名

10月 武田の里ウォーク 10ｋｍ 参加者：25名
桜の里ウォーク 12ｋｍ 参加者：27名

11月 名水の里ウォーク 10ｋｍ 参加者：37名
オオムラサキの里ウォーク 10ｋｍ 参加者：30名

12月 忘年ウォーク（清里丘の公園周辺）12ｋｍ 参加者：40名
納会ウォーク（小淵沢高福寺）4ｋｍ 参加者：25名

2000年 1月 八ヶ岳鹿の森ハイク(冬編) 9ｋｍ 参加者：33名
2月 わが町再発見シリ－ズウォーク長坂町編 12ｋｍ 参加者：21名

台が原宿ウォーク(甲斐七福神めぐり) 14ｋｍ 参加者：10名
3月 やまなしの木を訪ねてウォーク 12ｋｍ 参加者：15名

信州棒道と座禅草ウォーク 10ｋｍ 参加者：35名
4月 新府桃の里ウォーク 10ｋｍ 参加者：41名

馬場の里とオオイトザクラウォーク 13ｋｍ 参加者：34名
こぶしの里ウォーク 10ｋｍ 参加者：24名

5月 信玄の棒道と湧水の里ウォーク（小淵沢町共催） 20ｋｍ 参加者：320名
棒道クリ－ンウォーク 20ｋｍ
子どもと歩こう(キ－プ自然歩道) 5ｋｍ 参加者：58名

6月 総会ウォーク・清里開拓の道 15ｋｍ 参加者：31名
キ－プ一周自然歩道ウォーク 12ｋｍ 参加者：5名
小淵沢馬の道ウォーク 13ｋｍ 参加者：5名

7月 八ヶ岳牧場と渓谷トレッキング 13ｋｍ
国蝶オオムラサキ遊歩道ウォーク 10ｋｍ 参加者：29名

9月 故郷の川シリ－ズ(釜無川) 15ｋｍ
オオムラサキ遊歩道の新道探索ウォーク 10ｋｍ
甲斐七福神めぐりウォーク(No4) 16ｋｍ 参加者：12名

10月 わが町再発見シリ－ズ：大泉村編（甲斐七福神めぐりNo3) 17ｋｍ
小淵沢馬の道ウォーク 13ｋｍ
信玄棒道国越えウォーク 5ｋｍ

11月 清里開拓の道クリーンウォーク 18ｋｍ 参加者：15名
清里開拓の道ウォーク 18ｋｍ 参加者：420名
言葉の学校課外授業ウォーク 5ｋｍ
わが町再発見シリ－ズウォーク長坂町編その2 参加者：9名

12月 浅川ウォーク(ウォーク後忘年会) 担当：平井
甲斐七福神めぐりウォーク：No7高福寺

2001年 1月 初詣ウォーク：武田神社と酒折宮① 担当：河野・両角
オオムラサキとブル－ベリ－の里ウォーク 担当：田島
初詣ウォーク：武田神社と酒折宮② 担当：河野・両角

2月 八ケ岳鹿の森ウォーク 参加者：10名 担当：多賀
蔵開き・七賢ウォーク 担当：多賀
番外スノ－シュ－ハイキング 雪上ランチparty 担当：多賀

3月 (∽) ８の字ウォーク小泉編(4＋6ｷﾛ) 担当：多賀
小諸へんくつ街道ウォーク① 15ｋｍ 参加者：15名 担当：多賀
田中さん歓送会ウォーク 8ｋｍ 参加者：43名
小諸へんくつ街道ウォーク② 15ｋｍ 担当：多賀

4月 (∽) ８の字ウォーク小淵沢編 担当：小林
新府桃の里ウォーク 担当：多賀
小淵沢の春を訪ねてウォーク 参加者：15名 担当：小林
オオムラサキ農村公園竣工記念ウォーク 5ｋｍ 担当：平井

5月 (∽) ８の字ウォーク ROCK編(6ｋｍ＋5ｋｍ) 参加者：12名 担当：濱口
やまなしの木を訪ねてウォーク 参加者：20名 担当：平松

6月 総会ウォーク ウォーク終了後総会・懇親会 担当：多賀・藤原
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2001年 6月 (∽) ８の字ウォークふれあいセンタ－編 参加者：12名 担当：平井
9月 地ビ－ル工場見学ウォーク 担当：多賀

風野又三郎ウォーク 担当：大柴
10月 清里高原ツーデーマーチ：清里開拓の道 参加者：100名 担当：多賀

清里高原ツーデーマーチ：清里ハイランドコ－ス 担当：多賀
11月 風野三郎社ウォーク 参加者：15名 担当：多賀

八ケ岳の日特別ウォーク 12ｋｍ 担当：多賀
富山城端水車ロ－ドウォーク 担当：多賀
ことばの学校協賛ウォーク：風切りの里ウォーク 参加者：60名 担当：多賀

12月 スノーシューウォーク
納会ウォーク：高福寺 ５ｋｍ 担当：多賀

2002年 1月 初詣ウォーク：穂見神社と筒粥神事 参加者：30名 担当：多賀
北山野道ウォーク／新年会 参加者：22名 担当：田中夫妻
スノーシューウォーク＆温泉 参加者：12名 担当：多賀
ふるさとウォーク：大泉 参加者：15名 担当：渡辺

2月 スノーシューウォーク＆温泉 参加者：15名 担当：多賀
七賢蔵開きウォーク 担当：多賀
スノーシューウォーク 担当：渡辺
スノーシューウォーク清泉寮＆温泉 参加者：29名 担当：多賀
ふるさとウォーク：信玄堤 担当：進藤(律)

3月 スノーシューウォーク：入笠山 参加者：21名 担当：多賀
スノーシューウォーク：北八ツ・坪庭 参加者：10名 担当：多賀
小淵沢・早春の地蔵道ウォーク 担当：市川富美子

4月 狐火と旧堀内柳南邸の桜・探勝ウォーク 担当：多賀
海ノ口「幻のうそ沢鉱泉」を訪ねてウォーク 参加者：13名 担当：三枝
ふるさとウォーク：大泉編 担当：渡邊
クリ－ンウォーク：大滝湧水と馬場の里

5月 第1回八ヶ岳わんわんウォーク 参加者：240名 担当：多賀
新緑の三味線滝ウォーク 担当：多賀
甲府シティウォーク 担当：佐藤

6月 ふるさとウォーク：白根編 参加者：12名 担当：内海
海から一番遠い地点ウォーク 担当：三枝
樫山・風の三郎社ウォーク 担当：多賀

7月 八ヶ岳ブル－ベリーの里ウォーク JVA大会 参加者：273名
千曲川源流を訪ねてウォーク 担当：三枝

10月 棒道通年ウォーク(兼・クリ－ンウォーク) 20ｋｍ 担当：平井
高根歴史の道(兼・クリ－ンウォーク) 5ｋｍ

11月 八ヶ岳の日クリ－ンウォーク
狐火ウォーク 担当：多賀
がんまるさんウォーク 参加者：42名 担当：多賀

12月 海から一番遠い地点へウォーク 担当：三枝
クリスマスウォーク・サンタが街にやってきた。 参加者：15名
スノ－シューウォーク ふれあいセンタ－ 担当：多賀

2003年 1月 スノ－シューウォーク：まきば公園 担当：渡邊
初詣ウォーク/新年会 参加者：20名 担当：河野・田中
スノ－シューウォーク：滝沢牧場参加者：40名 担当：多賀

2月 スノ－シューウォーク：飯盛山 担当：多賀
七賢蔵開きウォーク 担当：田島
スノ－シューウォーク：大泉清里スキ－場 参加者：60名 担当：多賀

3月 わが町ウォーク：「梅の里」（敷島） 担当：進藤
スノ－シューウォーク：入笠山 担当：多賀
わが町ウォーク/「早春の地蔵道２」（小淵沢） 担当：市川富美子
スノ－シューウォーク：霧が峰 参加者：28名 担当：池田
わが町ウォーク/「信玄堤」（竜王） 担当：進藤

4月 花見ウォーク/宮沢邸の桜 担当：宮澤
わが町ウォーク/徳島堰と将棋頭（白根） 担当：内海

5月 わが町ウォーク/徳島堰と武田の里（穂坂） 担当：望月
蓼科棒道と八子ケ峯 担当：多賀
番外：赤岳登山（展望荘1泊）担当：多賀
野辺山高原とやまなしの木 担当：平井
歴史をたずねてスノ－シューウォーク：武田軍と山本勘助 担当：多賀
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2003年 5月 わが町ウォーク大泉 はかば亭小宴 担当：藤本
6月 信玄棒道と湧水の里ウォーク大会 担当：多賀

花見ウォーク：つつじとズミの花咲くこみち 担当：平井
小海線沿線シリ－ズウォーク：日本一の白樺林（八千穂高原）担当：三枝
アンコ－ルウォーク：海から一番遠い地点 担当：三枝

7月 美し森～天女山ウォーク 担当：多賀
夏山に挑戦（飯盛山） 担当：三枝
第二回ブル－ベリ－とオオムラサキの里ウォーク大会 担当：田島

9月 ふるさとの川シリ－ズウォーク：釜無川（山口素堂を訪ねて） 担当：田島
八ヶ岳歩こう会初挑戦ロングウォーク40ｋｍ 参加者：21名 担当：渡邊
3協会交流ウォーク 懇親会 担当：多賀

10月 小海線沿線シリ－ズウォーク：大泉・紅葉の滝めぐり 担当：三枝
がんまるウォーク：小淵沢の民話を歩く 担当：多賀
キツネ火ウォーク：長坂の民話を歩く 担当：多賀

11月 北八のトロッコ軌道 担当：多賀
大柳川渓谷ウォーク：里山の秋を満喫 参加者：26名 担当：市川富美子
八ヶ岳の日クリ－ンウォーク・えほん村周遊棒道5ｋｍ 担当：多賀
茅が岳登山と朝穂堰/りんご狩り付き 担当：望月
恵林寺と甘草屋敷ウォーク 担当：田中（志）
三社まいりウォーク：高根 樫山の里 担当：多賀
徳島堰シリ－ズウォーク 取水口編 担当：平井

12月 納会ウォーク：写経と108つの鐘（高福寺）納会付き 担当：多賀
スノーシュークリスマスウォーク 担当：多賀
スノーシューウォーク八千穂高原 参加者：16名 担当：三枝
スノーシューウォークサンメドウズ 担当：多賀

2004年 1月 サンメドウズスノーシューウォーク 参加者：7名
乗鞍スノーシューウォーク 参加者：7名
初詣ウォーク新年会付き(兼理事会)
富士見創造の森ウォーク 15ｋｍ 参加者：7名
スノーシューウォーク第五回目まきば公園
ウォーク石和七福神

2月 スノーシューウォーク第六回目入笠山
七賢蔵開きウォーク 参加者：32名
信玄堤ウォーク
スノーシューウォーク第七回入笠湿原 参加者：27名
スノーシューウォーク第八回目滝沢牧場

3月 スノーシューウォーク第九回目蝶々深山 池田
敷島梅の里ドラゴンパ－クウォーク 担当：進藤
スノーシューウォーク第十回北八ケ岳 担当：三枝
早春の小淵沢ウォーク15キロ 担当：市川富美子
スノーシューウォーク第１１回本沢温泉 多賀
甘草屋敷の雛飾り・ゆっくりウォーク 担当/田中（志）

4月 徳島堰ウォーク後半コース 15ｋｍ 参加者：15名
新府桃の里ウォーク 参加者：21名
秩父札所めぐりウォーク
ゆっくりウォーク津金の桜・花見宴付き
三分一湧水花めぐり(ゆっくりウォーク)

5月 わが町ウォーク・櫛形のあやめ
やまなしの木を訪ねてウォーク
ゆっくりウォーク・新緑の八ヶ岳自然ふれあいセンタ－
三分一湧水の流れを辿るウォーク 参加者：10名

6月 廻目平のシャクナゲウォーク
奈良特別ウォーク２泊３日 緒方・小平
小海線シリ－ズ八千穂高原の白樺林 参加者：20名 担当：三枝

7月 第三回ブル－ベリ－とオオムラサキウォーク 参加者：339名
8月 夏山に挑戦 櫛形山(花の宝庫と原生林)
9月 信玄治水史跡めぐりウォーク

第二回八ヶ岳マラソンウォーク 参加者：21名
稗之底村跡探訪ウォーク 参加者：19名

10月 民話ウォーク：長坂の狐火
民話ウォーク：小淵沢のがんまるさん
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2004年 10月 民話ウォーク：高根清里の三社まいり
ゆっくりウォーク・おいしいウォーク「ル・コック・ル－ジュ」
ゆっくりウォーク・おいしいウォーク おいしい学校
西沢渓谷の紅葉トレッキング 参加者：18名
カラオケパパのわくわくウォ－キング 参加者：15名

11月 登美の丘ワイナリ－新酒まつりウォーク 参加者：13名
八ヶ岳の日クリ－ンウォーク
小淵沢町制５０周年記念ウォーク
展望の廻目平ウォーク

12月 納会ウォーク(写経・食事会)ＩＮ高福寺
スノーシューウォーク：サンメドウズＢコース

2005年 1月 スノーシューウォーク：野辺山滝沢牧場 参加者：17名
石和七福神めぐりウォークパ－ト２
スノーシューウォーク：北八つ縞枯周遊 参加者：21名
初詣ウォーク：湯村(新年会 ) ４ｋｍ 担当：田中（志）
特別企画１泊スノーシューウォーク戸隠 担当：市川健一
特別企画１泊スノーシューウォーク志賀高原 担当：市川健一

2月 スノーシューウォーク：美し森～天女山 参加者：23名 担当：多賀
蔵開き・マイク開きウォ－キング 8ｋｍ
スノーシューウォーク：自然ふれあいセンタ－
信玄堤ウォーク ワイナリ－見学付き
信玄堤 温泉付き のんびりウォーク
スノーシューウォーク：乗鞍

3月 梅の里ウォーク：敷島 参加者：10名
スノーシューウォーク：入笠山 参加者：23名 担当：前田
スノーシューウォーク：飯盛山 参加者：19名
歩きたくなる日本の道500選を歩く(開拓の道) 参加者：19名

4月 歴史探訪シリ－ズウォーク：岩殿山 参加者：23名
桜ウォーク：高尾多摩森林科学園 参加者：17名
ゆっくりウォーク：桃の里（桃の里弁当付）
旧甲州街道と原の茶屋ウォーク：春の巻 参加者：16名

5月 峠シリ－ズウォーク：夜叉神峠 参加者：13名 担当：内海
奥裾花の水芭蕉ウォーク 参加者：35名 担当：市川健一

6月 魔子山トレッキング
井戸尻遺跡ウォーク 参加者：25名

7月 第四回ブル－ベリ－とオオムラサキの里ＪＶＡ大会 参加者：350名
夏山への招待１ 大河原峠から双子池 参加者：16名 担当：三枝・長澤
夏山への招待２ 千頭星山

8月 夏山への招待３ 苔むす北八つと展望登山
9月 世界遺産の旅 熊野古道 ３泊４日

わが町発見シリ－ズ：かかしの里～荒倉山
第三回マラソンウォーク 参加者：33名
昇仙峡・羅漢寺ウォーク

10月 あったとさ長坂町ウォーク：狐火狐弁当付き
わが町発見シリ－ズウォーク：穂坂果実郷
紅葉の横谷渓谷滝めぐりウォーク：(温泉付き)
峠シリ－ズ笹子峠 参加者：21名
秋山への招待瑞牆登山

11月 旧甲州街道と原の茶屋跡巡りウォーク 参加者：22名
登美の丘ワイナリ－新酒祭りウォーク 参加者：14名
旧中山道シリ－ズ～その１～ 妻籠・馬籠 参加者：31名
カラオケパパのわくわくウォーク
長坂商店街ギャラリ－ウォーク 参加者：23名 担当：梶山
湯沢峠から大蔵高丸(富嶽十二景) 参加者：21名

12月 サンメドウズＢコース 参加者：14名
2006年 1月 スノーシューウォーク講習会初心者編 参加者：19名

石和七福神全行程ウォーク
スノーシューウォーク：バスツアー栂池 参加者：27名

2月 スノーシューウォーク：北八つ
スノーシューウォーク：八ヶ岳鹿の森
七賢蔵開きウォーク
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2006年 2月 スノーシューウォーク：バスツア－乗鞍
信玄堤ウォーク
スノーシューウォーク：美し森～まきば公園

3月 敷島梅の里ウォーク
スノーシューウォーク：本沢温泉
野辺山散歩 参加者：11名
八十八景シリーズその１ 越中久保の逆さ八つ 参加者：30名

4月 深大寺ウォーク
八十八景シリーズその2 新・桃の里ウォーク
秩父札所めぐり・結願 （バス利用）
高尾 桜 さくら サクラウォーク
四尾連湖ウォーク 参加者：23名 担当：田中文子

5月 中山道シリ－ズ・日本橋から バス・ハイク
峠シリ－ズウォーク：御坂峠
新緑ウォーク富士見高原編 参加者：23名
桑の木沢渓谷と原生林を訪ねてウォーク
ケンとクララの散歩道ウォーク 参加者：27名
昇仙峡・羅漢寺ウォーク 参加者：11名 担当：村尾

6月 峠シリ－ズウォーク：雁坂峠
私の散歩道シリーズウォーク：平助湧水と平助山

7月 ＪＷＡブル－ベリ－とオオムラサキの里ウォーク大会
八十八景シリーズウォーク：その３ リベンジ飯盛山
夏山への招待２・茅が岳

8月 上高地ウォーク
夏山への招待 西岳 参加者：23名

9月 私の散歩道シリーズウォーク ケンとクララの三味線滝 参加者：27名
マラソンウォーク 参加者：37名
石空川渓谷（精進ケ滝）ウォーク

10月 秋の麦草峠と白駒の池ウォーク 参加者：12名
峠シリ－ズ：鶯宿峠 参加者：24名 担当：内海
紅葉の南相木ダムウォーク 参加者：26名
深草観音～要害山トレッキング

11月 猿橋を訪ねてウォーク：日本三奇橋
信玄堤ウォーク
わが町発見シリ－ズ小淵沢編 参加者：18名 担当：市川富美子

12月 中仙道シリ－ズ木曽路その２ 薮原～奈良井）参加者：19名
初スノシューウォーク：サンメドウズ

2007年 1月 初詣ウォーク：諏訪大社 参加者：32名
スノーシューウォーク：入笠山 ・８８景の道 参加者：9名
七福神ウォークウォーク 講話付き
サンセットスノーシューウォーク：富士見高原
スノーシューウォーク：飯盛山 ・８８景の道 参加者：15名 担当：俵

2月 スノーシューウォーク：美濃戸～赤岳鉱泉周遊
蔵開き＆マイク開きウォーク 参加者：16名 担当：風路
スノーシューウォーク：サンメドウズ～ふれセン 参加者：10名
湯川渓谷＆三滝山ウォーク
スノーシューウォーク：長沢スペシャル（２）参加者：13名

3月 梅の里・８８景の道ウォーク
武田の里のんびりウォーク 参加者：17名
塩山ザゼンソウと雛祭りウォーク 参加者：24名
湯村山トレッキング 熱烈アンコールに応えて
夜桜ウォーク 石和の桜をひやかしに

4月 春の中山道ウォーク
桃の里ウォーク・８８景の道 参加者：40名
春の羅漢寺山ウォーク 参加者：10名
下諏訪一茶の俳句道ウォーク

5月 シティウォーク：上野・浅草・隅田川 参加者：11名
リハビリウォーク：おいしい学校 参加者：10名
ケンとクララの散歩道その3 風林火山館 参加者：9名

6月 内海会長の散歩道 温泉付き
バスウォーク：塩の道 参加者：37名
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2007年 6月 杉山亮さんのお話ウォーク 参加者：21名
7月 せっかくウォーク（風林火山ウォーク）棒道と風林火山館 参加者：65名

第6回ブルーベリーとオオムラサキ大会
高山植物観察ウォーク 参加者：25名

8月 夏山に挑戦 曲岳と黒富士
9月 夏山への招待・金峰～国師

四季の道ウォーク
マラソンウォーク 棒道42キロ・500選の道

10月 上高地ウォーク
増富渓谷ノルディックウオーキング 参加者：23名
日向山と尾白川渓谷ウォーク
四尾連湖と蛭ガ岳 市川大門コース選択あり

11月 ダブルワイナリー訪問 参加者：18名
三協会交流ウォーク ・500選の道 参加者：25名
峠シリーズ：岩堂峠
中山道シリーズ 参加者：27名

12月 晩秋の帝釈天と矢切の渡しウォーク
初冬の高森草庵周辺ウォーク
納めのウォーク

2008年 1月 初詣ウォーク武田神社 担当：進藤 参加者：16名
甲州街道ウォーク：１ 日本橋～高井戸 担当：伊藤米蔵 参加者：120名
信玄堤イヤーランドウォーク（500選）参加者：21名
身延線沿線新春ウォーク 担当：伊藤順二
スノーシューサンメドウズ真教寺尾根 参加者：18名

2月 スノーシューサンメドウズ大門沢 参加者：15名
スノーシュー美濃戸～赤岳鉱泉周遊 参加者：16名
甲州街道ウォーク：２ 高井戸～府中 担当：前田 参加者：145名
ゆずの里ぽかぽかウォーク 担当：伊藤順二
スノーシュー飯盛山
七賢蔵開き＆マイク開き 担当：風路 参加者：13名

3月 スノーシュー入笠山 参加者：16名
敷島梅の里ウォーク 担当：進藤
甲州街道ウォーク：３ 府中～八王子 担当：山口 参加者：120名
夜桜 ＆ワイン工場見学ウォーク 担当：進藤

4月 ノルディックウオーキングとマクロビオティックランチ 担当：多賀
桃の里ウォーク 担当：山西
春の中山道 宮ノ越～福島
信玄堤イヤーランドウォーク（500選） 担当：進藤
わが町発見シリーズ須玉 担当：田中文子
甲州街道ウォーク：4横山宿～ 与瀬宿 担当：風路
霧頭山のカタクリウォーク 担当：伊藤米蔵

5月 清春四季の道ウォーク 参加者：13名
御師（おし）と訪ねる「富士講」
清水渓谷 滝めぐりウォーク（三富） 担当：進藤
甲州街道ウォーク：５与瀬宿～上野原宿 担当：風路
500選の道 棒道ウォーク 参加者：44名

6月 わが町ウォーク武川
フォトウォーク
清里妖精の道 キープ
甲州街道ウォーク：６ 上野原宿～鳥沢宿 担当：村尾

7月 八ケ岳登山１横岳 担当：岩田
せっかくウォーク：棒道
第七回ブルーベリーとオオムラサキ大会
八ケ岳登山２硫黄岳 担当：俵
わが町発見シリーズ 大泉のまき
御師と尋ねる富士講・第２回

8月 守屋山＆ラーメンウォーク
山梨百名山 白鳥山

9月 八ケ岳登山3 天狗岳 担当：小川
500選の道 清里開拓の道
甲州街道ウォーク：７ 鳥沢宿～ 笹子宿 内海/伊藤順二 参加者：114名
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2008年 9月 仙人小屋蕎麦ウォーク 担当：田中文子 参加者：19名
八ケ岳登山4 赤岳 担当：岩田
マラソンウォーク 参加者：23名

10月 八ケ岳登山5 蓼科山 担当：小川
甲州街道ウォーク：８ 黒野田宿～駒飼宿 担当：内海/風路 参加者：113名
八ケ岳登山6 編笠山 担当：小川
八ケ岳登山7 権現岳 担当：俵
紅葉の西沢渓谷

11月 信玄堤イヤーラウンド＆500選の道
甲州街道ウォーク：９ 鶴瀬宿～石和宿 担当：内海/伊藤順二
秋の中山道 福島宿～寝覚めの床
新コース発掘？？？ウォーク

12月 甲州街道ウォーク：10 500選の道 茶道峠 担当：伊藤順二
納会ウォーク 9：00

2009年 1月 初詣ウォーク武田神社 担当：山西 参加者：30名
スノーシューウォーク北横岳 参加者：24名
甲州街道ウォーク：11 甲府宿～韮崎宿 担当：進藤
品川七福神ウォーク 担当：山西
大門沢～サンメドウズスノーシュー 参加者：22名

2月 入笠山ウォーク
甲州街道ウォーク：12 韮崎宿～台ケ原宿 担当：進藤
赤岳鉱泉スノーシュー
冬の棒道ウォーク 担当：岩田

3月 敷島梅の里ウォーク
秘湯本沢温泉スノーシュー 担当：多賀
甲州街道ウォーク：13 台ケ原宿～蔦木宿 担当：山西
500選ウォーク富沢六地蔵 担当：伊藤順二

4月 武田発祥の地と鰐塚の桜ウォーク 担当：田中憲一
徳島堰・桜並木と治水ウォーク 担当：恵星
新府桃の里ウォーク 担当：山西
釜無川の流れと甲斐の山々展望ウォーク
春の中山道 ５里１８丁街道最大の難所和田峠 担当：多賀
大糸桜と蕪桜並木の里ウォーク 担当：小川
フォトウォーク花の寺・龍岸寺 担当：前田
甲州街道ウォーク：14 蔦木宿～金沢宿 担当：市川富美子
霧訪山 担当：伊藤米蔵

5月 500選＆イヤーラウンドの道「信玄堤」 担当：進藤
甲州街道ウォーク：ゴール編 金沢宿～下諏訪宿 担当：山西
甲州街道せっかくウォーク

6月 八ヶ岳南麓大泉高原ウォーク
500選の道ウォーク：棒道 担当：多賀 参加者：25名
新緑の身延山ウォーク 担当：伊藤順二

7月 せっかくウォーク
八ヶ岳里山ウォーク 参加者：500名
御師と行く富士・第三回 担当：長沼 参加者：16名
高原ロッジウォーク 担当：中川弘一
高山植物観察ウォーク飯盛山 担当：岩田

8月 涼風を求め徳和渓谷へ 担当：伊藤順二
山梨百名山シリーズ思親山ハイキング 担当：伊藤順二

9月 500選の道ウォーク：秩父往還 担当：進藤
東京ウォーク 担当：伊藤米蔵
甲府五山ウォーク 担当：古屋
わが町発見ウォーク：大泉 担当：奥津
塩の道シリーズウォーク：第１回 担当：福井
マラソンウォーク 担当：奥津

10月 500選の道ウォーク：信玄堤 担当：恵星
500選の道ウォーク：棒道 担当：市川富美子 参加者：21名
500選の道ウォーク：徳島堰 担当：内海
ミサワワイナリーウォーク 担当：風路
塩の道シリーズウォーク：第二回 担当：福井 参加者：39名
ゆっくり歩く紅葉の羅漢寺山 担当：村尾 参加者：26名
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2009年 10月 西沢渓谷 担当：伊藤順二
11月 八ヶ岳の日記念ウォーク四季の道 担当：多賀

塩の道シリーズウォーク：第三回 担当：福井
枯露柿の里ウォーク 担当：古屋
晩秋の湯村山ウォーク 担当：進藤

12月 大泉棒道の石仏を訪ねてウォーク 担当：田中文子 参加者：28名
小淵沢の湧水めぐりウォーク 担当：市川富美子 参加者：21名
納会ウォーク武田神社 担当：風路 参加者：31名

2010年 1月 川越七福神ウォーク 担当：村尾 参加者：33名
隅田川七福神ウォーク 担当：伊藤
入笠山スノーシューウォーク 担当：市川富美子 参加者：29名

2月 北横岳スノーシューウォーク
飯盛山スノーシューウォーク 担当：市川富美子
梅の里ウォーク 担当：村尾 参加者：39名
赤岳鉱泉スノーシュー

3月 わが町探訪シリーズ高根町 参加者：29名
本沢温泉スノーシューウォーク
春の甲州道中めぐりウォーク 担当：田中哲夫
釜山港に帰れウォーク 担当：風路 参加者：22名
高尾山ウォーク 担当：和田 参加者：26名

4月 500選の道ウォーク：清里開拓の道 担当：多賀
500選の道ウォーク：徳島堰 担当：田中憲一
原路・もう一つの甲州街道ウォーク：その１ 担当：梶山 参加者：22名
塩山・桃源郷ウォーク（樋口一葉の里） 担当：古屋
花尽くしウォーク（竜岸時・清光寺他）担当：奥津
500選の道ウォーク：六地蔵（たけのこ祭り） 担当：伊藤順二
新緑の茅ケ岳山麓めぐりウォーク 担当：田中哲夫

5月 塩の道ウォーク その４ 担当：福井
湧水ウォーク 担当：市川 参加者：20名
500選の道 信玄堤
原路（もう一つの甲州街道）その2 担当：梶山 参加者：13名

6月 馬場の里ウォーク 18キロ 担当：奥津
あじさい＆南部氏ゆかりの地ウォーク 担当：伊藤順二
塩の道ウォーク その5 担当：福井

7月 せっかくウォーク（500選/清里開拓の道＆棒道）
八ヶ岳里山ウォーク
塩の道ウォーク その6、7
夏の夜 茅が岳山麓ウォーキング 担当：田中哲夫

8月 大蔵経寺山ハイキング（山梨百名山） 担当：伊藤順二
海岸寺・おいしい学校ウォーク 担当：奥津 参加者：17名

9月 棚田の景観と椿城遺跡ウォーク 担当：田中哲夫
小泉から若神子を結ぶ棒道ウォーク 担当：奥津
吐竜の滝ウォーク 担当：和田 参加者：28名
八ヶ岳周遊ウォーク：パート１ 参加者：42名
マラソンウォーク 担当：奥津 参加者：15名

10月 武川・実りのウォーク 担当：田中文子
ゆっくり・しっかり：コースを選べる白駒池 担当：村尾 参加者：25名
500選の道ウォーク：清里開拓の道
八ヶ岳周遊ウォーク：パート2
湧水シリーズ：パート３ 担当：市川富美子
紅葉の徳和渓谷 担当：伊藤順二

11月 原みち（もう一つの甲州街道）その３ 担当：岩田 参加者：11名
500選の道ウォーク：信玄堤 担当：恵星
晩秋のシルクの里ウォーク 担当：田中哲夫
八ヶ岳周遊ウォーク パート３ 参加者：48名
紅葉の湯村山ウォーク 担当：進藤 参加者：23名
原みち（もう一つの甲州街道）その４ 担当：岩田 参加者：30名
500選の道信玄堤：秩父往還 担当：進藤 参加者：25名

12月 北山野道史蹟めぐりウォーク 担当：田中哲夫 参加者：13名
淺川兄弟ウォーク 担当：風路 参加者：25名
池めぐりゆっくりウォーク 担当：奥津 参加者：24名
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2011年 12月 八ヶ岳周遊ウォーク：パート４ 参加者：43名
納会ウォーク 担当：風路

1月 ゆっくりウォーク：身曾伎神社で初詣 担当：奥津 参加者：31名
シティウォークウォーク：浅草七福神と神谷バー 担当：伊藤 参加者：28名
わが町シリーズウォーク：須玉～クラインガルテン 担当：田中文子 参加者：33名
清里スノーシューウォーク：初心者歓迎 担当：中川 参加者：30名

2月 御泉水スノーシューウォーク 担当：奥津 参加者：12名
七賢蔵開きウォークウォーク 担当：風路 参加者：26名
入笠山スノーシューウォーク 担当：風路 参加者：23名
北横岳スノーシューウォーク 担当：小川 参加者：15名
梅の里ウォーク 担当：村尾 参加者：10名

3月 わが町ウォーク：高根町 担当：奥津
皇居と千鳥が淵ウォーク 担当：和田

4月 真原の桜並木ウォーク 担当：西家
花尽くしウォーク（龍岸寺・・・） 担当：奥津 参加者：23名
観音様と古木櫻ウォーク 担当：市川富美子 参加者：25名
馬籠峠と十曲峠ウォーク バス申込制 担当：福井 参加者：36名
かぶき公園の牡丹と市川七福神ウォーク 担当：古屋
新緑の茅ヶ岳山麓りんごの花見ウォーク 担当：田中哲夫

5月 八ヶ岳周遊ウォーク：その５ 佐久平～笠取峠 参加者：30名
満足屋・信玄堤ウォーク
500選の道ウォーク・徳島堰パート１ 担当：内海
原村ウォーク 担当：村尾 参加者：19名
馬場の里ウォーク 担当：奥津

6月 500選の道・徳島堰パート２ 担当：田中憲一 参加者：25名
八ヶ岳周遊その６ 笠取峠～和田峠バス申込制 参加者：27名
穴山の里巡りにホタル鑑賞ウォーク 担当：田中哲夫 参加者：25名
井戸尻ウォーク 担当：市川富美子 参加者：25名

7月 せっかくウォーク 参加者：38名
里山ウォーク大会
ゴールはＲＯＣKだ！ 担当：風路 参加者：21名
５００選ウォーク・徳島堰シリーズ パートⅢ 担当：恵星 参加者：17名
八ヶ岳周遊その７ 東餅屋～上諏訪 担当：福井

8月 佐久広瀬駅と千曲川の源流をたずねて 担当：奥津
9月 八ヶ岳周遊その８ 上諏訪～すずらんの里 担当：福井

東沢渓谷ウォーク 担当：和田
実りの武川ウォーク 担当：西家
マラソンウォーク 担当：奥津 参加者：18名

10月 八ヶ岳周遊その９(最終回)すずらんの里～小淵沢 参加者：27名
甲州～駿州 てくてく歩こう富士川街道 前夜祭ウォーク 参加者：16名
信濃自然歩道を歩く 参加者：19名

11月 中山道のハイライト 紅葉の碓氷峠と旧軽散歩 担当：福井 参加者：15名
荒倉山自然観察ウォーク 担当：田中哲夫 参加者：19名
八ヶ岳棒道大会 せっかくウォーク
八ヶ岳棒道大会（シルクロード美術館と・・）
甲州～駿州てくてく歩こう富士川街道ウォーク 第１回 参加者：39名
500選の道ウォーク・満足屋晩秋の信玄堤 担当：進藤
塩の山と秩父往還 500選の道 担当：進藤 参加者：30名

12月 初冬の勝沼ブドウ郷ウォーク 担当：田中哲夫 参加者：13名
甲州～駿州てくてく歩こう富士川街道 第２回 参加者：33名
湯村山から健康の森ウォーク 担当：進藤 参加者：19名
納会ウォーク 担当：立幅

2012年 1月 山手七福神ウォーク 担当：村尾 参加者：21名
初詣ウォーク 担当：奥津 参加者：28名
新春の甲府五山史跡めぐりウォーク 担当：田中哲夫 参加者：7名
北八スノーシュー(ソフトスノーシュー) 参加者：18名

2月 広重の御嶽道ウォーク 担当：篠原 参加者：12名
冬の諏訪湖一周ウォーク 担当：福井 参加者：27名
蔵開きウォーク 担当：風路 参加者：23名
入笠山スノーシュー 担当：最上 参加者：12名
梅の里ウォーク 担当：進藤
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2012年 3月 我が町ウォーク須玉～クラインガルテン 担当：田中文子 参加者：18名
甲州～駿州 てくてく歩こう富士川街道 第３回 参加者：29名
フットパスシリーズ第１回 旧平田家住宅周辺 担当：進藤 参加者：16名
浅川兄弟ゆかりの地を訪ねてウォーク 担当：風路 参加者：19名

4月 皇居東御苑と千鳥が淵の桜ウォーク 担当：和田 参加者：30名
大法師公園お花見ウォーク 担当：田中憲一 参加者：16名
桃の花ウォーク(山梨市) 担当：小塚 参加者：12名
第３弾／フォトウォーク 担当：前田
甲州～駿州 てくてく歩こう富士川街道第４回 参加者：26名
宿場風情満点、奈良井の佇まいと鳥居峠越えウォーク 担当：福井 参加者：26名
こいのぼりの里と花の森公園ウォーク 担当：穂阪 参加者：21名
観音様と古木櫻ウォーク 担当：市川富美子 参加者：24名

5月 新緑の里山を歩こう ～武川の中山から柳澤集落を巡る～ 担当：小林
２つの駒ヶ岳神社を巡る新緑と名水の里 担当：西家 参加者：21名
新緑の大泉フットパスを歩く 担当：奥津 参加者：18名
箱根八里を行く(短縮版)(１泊２日) 担当：福井 参加者：17名
甲州～駿州 てくてく歩こう富士川街道第５回 参加者：34名
原村散策ウォーク 担当：岩田 参加者：26名

6月 与川道～根ノ上峠越えウォーク 担当：福井 参加者：20名
途中はパブだ！ウォーク 担当：風路 参加者：13名
舞鶴城及び城下町巡りウォーク 担当：田中哲夫
甲州～駿州 てくてく歩こう富士川街道第６回 参加者：39名
霧訪山リバイバルハイキング 担当：田中憲一

7月 甲州～駿州 てくてく歩こう富士川街道・第７回 参加者：31名
箱根八里をゆく 日帰りの32km 担当：福井 参加者：10名

8月 大菩薩尾根道ハイキング 担当：小塚 参加者：24名
我が町ウォーク小淵沢 担当：進藤
初秋の山中湖一周ウォーク(バスウォーク・申し込み制) 担当：田中憲一
もう一つの棒道 ゆっくりウォーク 担当：進藤 参加者：20名

9月 秋の籠坂越えウォーク 担当：田中哲夫
甲州～駿州 てくてく歩こう富士川街道・第８回
秋の長澤と旭山砦ウォーク 担当：大嶋
秋の御坂峠越えウォーク 担当：田中哲夫
歩きたくなる道500選ウォーク「富沢六地蔵」 担当：伊藤順二

10月 収穫の秋・徳島堰ウォーク 担当：田中憲一
マラソンウォーク
甲州～駿州 てくてく歩こう富士川街道 第９回・第10回(1泊)
晩秋の赤沢宿巡りウォーク 担当：田中哲夫

11月 第2回八ヶ岳棒道ウォーク せっかくウォーク
第2回八ヶ岳棒道ウォーク
晩秋の諏訪湖3/4周ウォーク 担当：田中憲一
西沢渓谷トレッキング 担当：小塚 参加者：27名
八ヶ岳クリ―ンウォーク 担当：田中哲夫

12月 鎌倉七福神de鮨食いねぇ！ウォーク 担当：最上 参加者：38名
フットパスを歩こう(オオイト桜と馬場の里)
冬の峠越え（八木沢峠・石神峠・桜峠）ウォーク 担当：田中哲夫
納会ウォーク・新府の冬の花を訪ねて 担当：田中憲一 参加者：31名

2013年 1月 初春武蔵野吉祥七福神巡りと井の頭公園 担当：村尾 参加者：32名
第1回 信玄・川中島への道(甲府駅～塩崎駅） 参加者：28名

3月 敷島梅の里ウォーク 担当：進藤 参加者：26名
第２回 信玄・川中島への道(JR塩崎駅～JR韮崎駅) 参加者：36名
諏訪湖湖畔・七福神巡りウォーク 担当：田中憲一 参加者：20名
猿橋から桜はまだかいなぁ～トレッキング 担当：小塚 参加者：20名

4月 桃の花ウォーク（山梨市） 担当：小塚 参加者：12名
第３回 信玄・川中島への道(JR韮崎駅～JR日野春駅) 参加者：32名
我が町シリーズ・長坂編 担当：市川 参加者：16名
高尾の桜、さくら、サクラウォーク 12キロ 担当：最上 参加者：12名
大深山遺跡ウォーク 担当：穂阪 参加者：18名
御嶽道(観音様と饅頭峠)ウォーク 担当：最上 参加者：28名

5月 諏訪湖七福神ウォーク NO.2 担当：田中憲一 参加者：14名
第４回 信玄・川中島への道(JR日野春駅～JR甲斐小泉) 参加者：28名
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2013年 5月 やまなしの木ウォーク 担当：中川弘一 参加者：16名
6月 途中はパブだ！ ～詩「六月」を味わおう～ 担当：風路 参加者：19名

第５回 信玄・川中島への道(JR甲斐小泉～八ヶ岳美術館) 参加者：35名
小海線大カーブ稲絵アート見学ウォーク(春の巻) 担当：進藤

7月 第６回 信玄・川中島への道(八ヶ岳美術館～湯川) 参加者：33名
千曲川の源流を訪ねて 担当：穂阪 参加者：18名

8月 大菩薩トレッキング 担当：小塚
第７回 信玄・川中島への道(湯川～大門峠) 参加者：40名

9月 フォトウォーク・小海線に乗って稲絵アートを撮ろう！ 担当：前田 参加者：19名
第8回 信玄・川中島への道(大門峠～入大門) 参加者：32名
飯盛山ハイキング 担当：穂阪 参加者：24名
小海線大カーブ稲絵アート見学ウォーク (秋の巻) 担当：進藤 参加者：23名

10月 千曲川の源流を訪ねてウォーク 担当：穂阪 参加者：16名
信濃への道(長坂駅～信濃境駅) 担当：田中文子 参加者：18名
第9回 信玄・川中島への道(入大門～武石温泉) 参加者：27名
森林公園「金川の森」巡りウォーク 担当：小塚
我が町シリーズウォーク「高根の里」 担当：大嶋 参加者：16名
西沢渓谷トレッキング 担当：小塚

11月 竜門峡ウォーク 担当：田中憲一 参加者：19名
第3回八ヶ岳・棒道ウォーキング大会/せっかくウォーク 参加者：19名
第3回八ヶ岳・棒道ウォーキング大会/本番
小淵沢もみじ回廊ウォーク 担当：進藤 参加者：28名
第10回 信玄・川中島への道(真田氏館跡～新地蔵峠) １泊
第11回 信玄・川中島への道(地蔵峠～川中島)最終回

12月 浅川兄弟ゆかりの道を歩く 参加者：13名 担当：風路
初冬の勝沼郷巡り（甲州市勝沼町） 担当：田中(哲)
「武田の里」納会ウォーク 担当：田中(憲)

2014年 1月 恒例新春七福神(八王子七福神)ウォーク 担当：村尾 参加者：24名
インターネット勉強会 担当：市川健一

2月 「七賢」蔵開きウォーク 担当：風路 参加者：17名
3月 敷島梅の里ウォーク 担当：進藤 参加者：16名

早春の赤沢宿巡りウォーク（山梨県・早川町） 担当：田中哲夫
第１回・お茶壺道中(甲州街道) 下諏訪～青柳駅 参加者：34名
レインボーブリッジ・お台場ウォーク 担当：和田 参加者：20名

4月 500選の道「徳島堰」と「わに塚の桜」ウォーク 担当：田中憲一 参加者：28名
桃の郷ウォーキング 担当：小塚 参加者：24名
鯉のぼりウォーキング 担当：穂阪 参加者：19名
三つの桜の物語ウォーク 担当：最上 参加者：25名
第2回・お茶壺道中(甲州街道) 青柳駅～信濃境駅 参加者：24名
村山六ケ村堰を訪ねるウォーク 担当：大嶋 参加者：22名

5月 我が町シリーズ・日野春(長坂)編 担当：田中文子 参加者：25名
第3回・お茶壺道中(甲州街道) 信濃境駅～日野春駅 参加者：23名
高尾山から相模湖駅・青春トレッキング 担当：田中憲一 参加者：17名
すずらんの里巡りウォーク（笛吹市芦川町） 担当：田中哲夫 参加者：13名

6月 途中はパブだ！ウォーク 担当：風路 参加者：10名
第4回・お茶壺道中(甲州街道) 日野春駅～韮崎駅 参加者：24名
森林セラピストが案内する武田の杜 担当：大嶋 参加者：12名
清里妖精の森ウォーク 担当：進藤 参加者：17名
我が町シリーズ・清流と緑のふるさと白州ウォーク 担当：市川富美子 参加者：21名

7月 オオムラサキ里山ウォーク(12・20kmコース) 参加者：13名
第5回・お茶壺道中(甲州街道) 韮崎駅～酒折駅 参加者：28名

8月 納涼女子会ウォーク 担当：進藤 参加者：10名
初秋の伊奈ヶ湖巡りウォーク 担当：田中哲夫 参加者：12名

9月 アウトレットウォーク 担当：多賀
我が町シリーズ「童謡の里穴山」 担当：大嶋 参加者：31名
500選の道ウォーク「初秋の徳島堰」 担当：田中憲一 参加者：26名
第6回・お茶壺道中(甲州街道) 酒折駅～甲斐大和駅 参加者：33名

10月 ～花子の丘を訪ねてゴールはロックへ～ 担当：風路 参加者：20名
第7回・お茶壺道中(甲州街道) 甲斐大和駅～初狩駅 参加者：27名
日向山トレッキング 担当：小林光修 参加者：21名
せっかくのせっかくの為のウォーク 参加者：21名
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2014年 11月 我が町シリーズウォーク・白州横手 担当：田中文子 参加者：22名
棒道大会せっかくウォーク
八ヶ岳棒道ウォーク本番
第8回・お茶壺道中(甲州街道) 初狩駅～大月駅 参加者：27名
晩秋の御勅使川巡りウォーク 担当：田中哲夫 参加者：19名
秩父往還・塩の山と枯露柿の里ウォーク 担当：進藤 参加者：17名
満足屋：500選の道「信玄堤ウォーク」 担当：進藤 参加者：11名

12月 諏訪湖七福神ウォーク(健脚コース) 担当：田中憲一 参加者：17名
我が町シリーズ・大泉｢年越しそばウォーク｣ 担当：市川富美子 参加者：26名
500選の道ウォーク「初冬の徳島堰」 担当：田中哲夫
納会ウォーク（中央道側道ウォーク＆食事会） 担当：田中憲一 参加者：25名
第9回・お茶壺道中(甲州街道) 笹子駅～鳥沢駅 参加者：26名

2015年 1月 善光寺七福神めぐりウォーク(バスウォーク) 担当：田中哲夫 参加者：20名
いさわ七福神めぐりウォーク 担当：小塚 参加者：22名

2月 サンメドウズでスノーシュー 担当：大嶋 参加者：26名
インターネット相談会 担当：市川健一
早春の西郡路(にしごうりみち)巡りウォーク 担当：田中哲夫 参加者：25名

3月 スノーシュー in 入笠山 担当：大嶋 参加者：3名
敷島梅の里ウォーク 担当：上岡 参加者：21名
早春の赤沢宿巡りウォーク 担当：田中哲夫 参加者：17名
第10回・お茶壺道中 鳥沢駅～上野原駅 参加者：23名
七賢・蔵開きウォーク 担当：風路 参加者：19名
東京ウォーク 築地・佃島 担当：和田 参加者：28名
５００撰の道ウォーキング：とみざわ六地蔵を巡る 担当：伊藤順二 参加者：21名

4月 市川三郷・七福神巡り＆大法師公園お花見ウォーク 担当：村松 参加者：21名
５００撰の道ウォーキング「茶道峠を巡る」 担当：伊藤順二 参加者：13名

4月 我が町シリーズウォーク・日野春(桜) 担当：田中文子 参加者：27名
我が町シリーズウォーク・白州(白須) 担当：市川富美子 参加者：11名
第11回・お茶壺道中上野原駅～相模湖駅 参加者：24名
我が町シリーズ・白州(横手) 担当：田中文子 参加者：27名

5月 古都の古道をコトコト歩く（Ⅰ） 担当：最上 参加者：17名
第12回・お茶壺道中(甲州街道) 相模湖駅～高尾駅 参加者：30名
我が町シリーズウォーク・大泉 担当：大嶋 参加者：17名
ポピーを愛で＆ワインを楽しむウォーク 担当：田中憲一 参加者：14名
古道・高尾道巡りウォーク 担当：田中哲夫 参加者：15名

6月 途中はパブだ！ウォーク 担当：風路 参加者：11名
第13回・お茶壺道中(甲州街道) 高尾駅～矢川駅 参加者：29名
清里妖精の森ウォーク 担当：進藤 参加者：22名
甲府城跡に城下町巡りウォーク 担当：田中哲夫 参加者：23名
海岸寺ウォーク 担当：穂阪

7月 我が町シリーズウォーク・小淵沢 担当：市川富美子 参加者：13名
第14回・お茶壺道中(甲州街道) 矢川駅～千歳烏山駅 参加者：31名
オオムラサキ里山ウォーク 12キロ・20キロ
となり町シリーズ 富士見(古代ハスを見に行こう！) 担当：風路 参加者：23名

8月 涼を求めてトレッキング 「精進ヶ滝」 担当：市川富美子 参加者：17名
9月 我が町シリーズウォーク・武川 担当：小林光修 参加者：17名

我が町シリーズウォーク・高根 担当：大嶋 参加者：16名
第15回お茶壺道中(甲州街道) 南烏山～江戸城 参加者：36名
我が町シリーズ・韮崎(徳島堰) 担当：田中憲一 参加者：15名

10月 飯盛山ウォーク 担当：穂阪 参加者：19名
フォトウォーク 担当：前田 参加者：19名
竜門峡ウォーク 担当：田中憲一 参加者：14名
我が町シリーズ・もみじ回廊ウォーク 担当：進藤 参加者：19名

11月 西沢渓谷トレッキング 担当：小塚 参加者：18名
第5回八ヶ岳棒道ウォーク・せっかくウォーク
第5回八ヶ岳棒道ウォーク
我が町シリーズ・須玉 担当：大嶋 参加者：17名
戦国時代の砦を訪ねる中山トレッキング 担当：重田 参加者：20名
晩秋、古道・苗敷道ウォーク 担当：田中哲夫 参加者：13名
諏訪大社4宮巡りウォーク 担当：田中憲一 参加者：21名

12月 年越しそばウォーク 担当：市川富美子 参加者：19名
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2015年 12月 初冬の甲府五山巡りウォーク 担当：田中哲夫 参加者：21名
納会ウォーク 担当：市川富美子 参加者：25名

2016年 1月 冬の古道・戸田街道巡りウォーク(１) 担当：田中哲夫 参加者：23名
冬の古道・戸田街道巡りウォーク(２) 担当：田中哲夫 参加者：23名

3月 応急処置勉強会
七賢蔵開きウォーク 担当：風路 参加者：23名
早春の赤沢宿巡りウォーク(早川町) 担当：田中哲夫 参加者：21名
東京ウォーク・寛永寺上野公園アメ横 担当：和田 参加者：35名
わが町シリーズウォーク・須玉(若神子) 担当：穂阪 参加者：17名

4月 わが町シリーズウォーク・韮崎 担当：田中憲一 参加者：13名
シリーズウォーク：中道往還(煮貝の道) 担当：多賀 参加者：23名
わが町シリーズウォーク小淵沢：コブシの里 担当：進藤 参加者：21名
わが町シリーズウォーク白州(白須) 担当：市川富美子 参加者：23名
新・新府桃の里ウォーク 担当：田中文子 参加者：29名
信濃境古木しだれ桜めぐりウォーク 担当：田中憲一 参加者：24名

5月 シリーズウォーク「中道往還（煮貝の道）」 担当：多賀 参加者：16名
古道・西郡路巡りウォーク（1）（富士川町） 担当：田中哲夫 参加者：23名
真田の郷巡りウォーク 担当：田中憲一 参加者：41名

6月 途中はパブだ！ ～詩・六月を味わおう2016～ 担当：風路 参加者：12名
駒嶽表参道と横手駒嶽神社を楽しむフットパス 担当：重田 参加者：17名
シリーズウォーク：中道往還(煮貝の道) 担当：多賀 参加者：20名

7月 オオムラサキ里山ウォーク 参加者：21名
シリーズウォーク：中道往還(煮貝の道) 担当：多賀 参加者：23名

7月 納涼ウォーク 担当：市川 参加者：25名
8月 八ヶ岳フォトウォーク 担当：前田 参加者：19名

涼を求めてトレッキング精進ヶ滝 担当：小林光修 参加者：22名
初秋の市之瀬台地巡りウォーク 担当：田中哲夫 参加者：18名
東沢渓谷吐竜の滝ウォーク 担当：和田 参加者：31名

9月 初秋、明野の里山ウォーク 担当：田中哲夫 参加者：27名
シリーズウォーク：中道往還（煮貝の道） 担当：多賀 参加者：19名
ロック応援ウォーク 担当：風路 参加者：18名
古道・西郡路巡りウォーク(２) 担当：田中哲夫 参加者：20名

10月 収穫の秋・姨捨棚田バスウォーク 担当：田中憲一 参加者：25名
古道・西郡路巡りウォーク(３) 担当：田中哲夫 参加者：16名
秋の夜叉神峠ウォーク 担当：田中哲夫 参加者：25名
日向山トレッキング 担当：小林光修 参加者：20名
フットパス in 日野春 担当：田中文子 参加者：16名
わがまちシリーズ：仲秋の南清里古里ウォーク 担当：穂阪 参加者：21名

11月 鹿鳴狭の紅葉を楽しむウォーク 担当：大嶋 参加者：17名
500選の道 八ヶ岳棒道ウォーク 12Km・23Km 参加者：38名
シリーズウォーク：中道往還（煮貝の道）最終回 担当：多賀 参加者：12名
フォトウォーク大柳川渓谷 担当：前田 参加者：19名
武田の杜遊歩道ウォーク 担当：篠原 参加者：14名
500選の道 秩父往還ところ柿の里ウォーク 担当：進藤 参加者：30名
諏訪湖七福神巡りウォーク 担当：田中憲一 参加者：17名

12月 500選の道 信玄堤ウォーク 担当：進藤 参加者：27名
古道・西郡路巡りウォーク(４) 担当：田中哲夫 参加者：19名
古都の古道をコトコト歩く(２) 担当：最上 参加者：26名
納会ウォーク(兼食事会) 担当：田中憲一 参加者：29名

2017年 1月 御幸路ウォーク(１) 担当：田中哲夫 参加者：28名
美し森スノーシュー(八ヶ岳南麓) 担当：小林光修 参加者：16名
市川三郷七福神ウォーク 担当：村松 参加者：34名

2月 日本の銀座シリーズ甲府編 担当：多賀 参加者：14名
サンメドウズでスノーシュー 担当：大嶋 参加者：10名
小江戸訪問シリーズ川越編 担当：多賀 参加者：30名
御幸路ウォーク(2) 担当：田中哲夫 参加者：24名
早春の赤沢宿巡りウォーク 担当：田中哲夫 参加者：25名

3月 インターネット相談会 担当：市川健一
敷島梅の里ウォーク 担当：上岡 参加者：16名
七賢蔵開きウォーク 担当：風路 参加者：21名
御幸路ウォーク(3) 担当：田中哲夫 参加者：32名
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2017年 3月 江戸たてもの園と玉川上水の桜ウォーク 担当：和田 参加者：43名
4月 「花より団子シリーズＮＯ1」大法師公園お花見ウォーク 参加者：9名

武川衆フットパス第１回武川衆：山高氏と神代桜 参加者：23名
「花より団子シリーズＮＯ２」わが町新府桃源郷ウォーク 参加者：21名
小淵沢コブシの里ウォーク 参加者：19名
わが町シリーズ・白州(白須)ウォーク 参加者：17名
春の上野原 旧甲州街道 花ももウォーク 参加者：22名
わが町シリーズ・白州(白須) Part2 担当：小林光修 参加者：22名
御幸路ウォーク(４) 担当：田中哲夫 参加者：23名

5月 ぴんころ地蔵尊＆スイーツ店巡りウォーク 担当：田中憲一 参加者：26名
武川衆フットパス第２回 柳澤氏と横手氏 担当：重田 参加者：16名
谷戸城址周辺ウォーク 担当：進藤 参加者：26名
小江戸訪問シリーズ栃木編 担当：多賀 参加者：16名
御幸路ウォーク(５) 担当：田中哲夫 参加者：17名
フットパス旧日野原地域田園風景を往く 担当：田中文子 参加者：21名

6月 途中はパブだ！ウォーク 担当：風路 参加者：8名
武川衆フットパス第3回 中山峠と展望台 担当：重田 参加者：13名
御幸路ウォーク(６) 担当：田中哲夫 参加者：19名
清里妖精の森ウォーク 担当：進藤 参加者：24名
日本の銀座シリーズ番外編・富士吉田 担当：多賀

7月 オオムラサキウォーク 参加者：13名
500選の道ウォーク・徳島堰 担当：田中憲一 参加者：24名
納涼ウォーク小淵沢 担当：進藤 参加者：24名

8月 涼を求めてトレッキング・観音平～雲海 担当：和田 参加者：24名
500選の道：清里開拓の道～祝ロック再開ウォーク～ 担当：風路 参加者：26名

9月 ノルディックウオーキングで訪ねる村山六ケ村堰 担当：大嶋
高尾山トレッキンク 担当：田中憲一 参加者：22名
フォトウォーク 担当：前田 参加者：23名
小江戸訪問シリーズ佐原 担当：多賀 参加者：15名

10月 白駒池トレッキング 担当：和田 参加者：28名
500選の道ウォーク・茶道峠 担当：進藤 参加者：30名
夜叉神峠トレッキング 担当：木地 参加者：11名

11月 500選の道・八ヶ岳棒道ウォーク 参加者：40名
晩秋の西沢渓谷トレッキング 担当：小塚 参加者：18名
南きよさと大門ダムウォーク 担当：穂阪 参加者：16名
諏訪湖七福神巡りウォーク(前半) 担当：田中憲一 参加者：29名

12月 諏訪湖七福神巡りウォーク(後半) 担当：田中憲一 参加者：30名
納会ウォーク＆食事会 担当：市川富美子 参加者：25名

2018年 1月 城跡及び館跡巡りウォークシリーズ：第１回 参加者：11名 担当：田中哲夫
早春・昭和町の街巡りウォーク 参加者：22名 担当：田中哲夫
城跡及び館跡巡りウォークシリーズ：第２回 参加者：21名 担当：田中哲夫
早春の赤沢宿ウォーク 参加者：18名 担当：木地

2月 サンメドウズでスノーシュー 担当：大嶋 参加者：10名
3月 蔵開きウォーク 担当：風路 参加者：14名

敷島梅の里ウォーク 担当：上岡 参加者：8名
甲州街道ウォーク第1回 日本橋～下高井戸宿 参加者：133名

4月 木喰の里を訪ねてウォーク 担当：村松 参加者：30名
山梨市の桃の里ウォーク 担当：小塚 参加者：31名
神宮川の桜ウォーク 担当：小林光修 参加者：19名
日野春・見法寺への桜ウォーク 担当：田中文子 参加者：24名
城跡及び館跡巡りウォークシリーズ：第４回 参加者：8名 担当：田中哲夫
甲州街道ウォーク第2回 下高井戸宿～府中宿 参加者：92名

5月 城跡及び館跡巡りウォークシリーズ：第５回 担当：田中哲夫
我が町シリーズ小淵沢・鏝絵の里 担当：進藤
甲州街道ウォーク第3回 府中宿～八王子宿 担当：大嶋
美空ひばりオンステージウォーク 担当：小林光修
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【歴代会長名】

初代 板山武人 第2代 平井珊吉 第3代 内海文夫

第4代 伊藤米蔵 第5代 伊藤順二 第6代 和田宏

第7代 田中哲夫 第8代 田中憲一

【2017年度役員名簿】

会 長 田中憲一

副会長 進藤律子 田中文子 大嶋俊壽 重田友五郎

理 事 田中哲夫 小塚敏夫 市川富美子 穂阪ゆき子 中川弘一

和田宏 前田和也 村松光比古 木地勝男

書 記 風路周平 風路和子 市川富美子

事務局 多賀純夫(局長) 風路周平(兼任) 風路和子(兼任) 市川健一

会 計 大嶋俊壽(名簿管理兼任) 多賀純夫(保険担当兼任)

監 事 村尾千恵

名誉会長 伊藤順二

※会則（第２章第８条）により、書記・事務局・会計は理事を兼任する

【会員名簿】2018年5月1日現在：87名

秋山真須美 網野利彦 有井ゑがほ 飯野健彦 和泉良彦 市川健一

市川富美子 井出仁美 伊藤清 伊藤順二 伊藤智恵子 岩田健

岩田いせ子 植木陽一 植松富子 臼田まさみ 恵星富子 大嶋俊壽

小澤久 小澤成子 小野寿美枝 笠井和久 梶山久子 上岡登喜夫

神守千恵子 川上孝子 木地勝男 木地早智子 沓川文子 小塚敏夫

小谷肇 小林光修 小林清子 小林幸一 小林英明 小林宏子

酒井敏子 佐々木栄子 佐藤兼一郎 重田友五郎 重田弘子 篠原厚

篠原ふさえ 進藤律子 鈴木博 多賀純夫 滝口すみ子 武井靖弘

立幅文武 田中憲一 田中健 田中哲夫 田中文子 田丸千春

中川正 中川由美子 中川弘一 馬場悠 早川美知子 廣瀬幸子

風路周平 風路和子 藤原正明 藤本陽子 古屋孝子 穂阪ゆき子

前田和也 マカティ菊枝 峰岸裕子 峰岸透 村尾千恵 村上江梨子

村島秀和 村松光比古 最上丈夫 最上恭 望月澄子 森博

山口俊江 山口民雄 油井和美 吉田三男 若本勝儀 若本知子

和田宏 渡辺秀子 和智里子

【20周年記念誌編集委員】

市川健一 大嶋俊壽 進藤律子 多賀純夫 風路和子 風路周平
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八ヶ岳歩こう会会則

第１章 総則

第１条(名称)

本会は、八ケ岳歩こう会(以下「ＹＷＡ」という)と称する。

第２条(目的)

本会は、社団法人日本ウオ－キング協会(以下「日歩協」という)の加盟団体とし

て、原則として八ケ岳地域に歩け歩け運動を普及推進するとともに、自然を愛護

し、自然に親しみ、健康と心身の滋養を図り、明るい社会の発展に寄与すること

を目的とする。

第３条(所在地)

本会の事務局は山梨県北杜市長坂町小荒間６８６－１ 多賀純夫宅に置く。

第４条(事業)

本会は、第２条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(１)歩け歩け運動の実践及び育成に関する事業。

(２)歩け歩け運動実践団体間の交流と親睦を図る事業。

(３)その他歩け歩け運動の普及推進に必要な事業。

第５条(会員)

(１)本会は、次の各号で定める会員をもって構成する。

(２)家族会員 個人会員の家族

第６条(入会手続)

本会に入会しようとする者は、入会申込書に会費を添えて本会事務局に提出する

ものとする。なを、日歩協の個人維持会員登録を希望する会員は、本会の会費の

他に、日歩協の個人維持会員年会費二千円を同時に納入して、日歩協の個人維持

会員になることが出来る。

第７条(会員の特典)

(１)会員には、本会より必要な情報等が与えられる。

(２)会員は、全国の各種行事に参加することができるとともに、日歩協からリ－

ダ－派遣による研修会・講習会の開催及び日歩協からの全国表彰の機会が与

えられる。

(３)会員は、本会会則及び社会の法律条例等を遵守する義務を有する。義務違反

がなされた場合は理事会の協議を経て決議された退会を含む処遇に従う。

第２章 役員

第８条 役員

本会に、次の役員を置く。

(１)会長 １名

(２)副会長 若干名

(３)理事 若干名(会長及び副会長を含む)

(４)書記長 １名(理事を兼任する)

(５)事務局長 １名(理事を兼任する)

(６)会計 １名(理事を兼任する)

102



(７)監事 ３名以内

第９条(役員の任務)

役員の任務は、次のとおりとする。

(１)会長 本会を代表し、会務を総理する。

(２)副会長 会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代行する。

(３)理事 理事会を構成し、総会で委任された事項及び、本会の運営に必要な事

項を審議するとともに事業を遂行する。

(４)書記 会長の意を受けて、本会の各議事の記録を行う。

(５)事務局 会長の意を受けて、本会の事務を処理し事業を行う。

(６)会計 会長の意を受けて、本会の会計を処理し事業を行う。

(７)監事 毎事業年度の会計を監査し、総会に報告する。

第１０条(役員の選任)

役員は、会員の中から理事会で推挙し、総会の承認を得るものとする。

第１１条(役員の任期)

役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

第１２条(役員の報酬)

役員の報酬は支給しない。

第１３条(名誉役員等)

本会に、名誉会長 相談役 顧問及び会長代行等を置くことが出来る。

第３章 会議

第１４条(会議)

会議は、総会及び理事会等とする。

第１５条(総会)

(１)総会は、年１回開催し、事業報告・決算報告・事業計画・予算計画及び役員の

承認その他本会の大綱を審議し、決定等を行う。尚、特別の事由があるときは

臨時総会を開くことができる。

(２)総会は、個人会員、家族会員で組織し、会長がこれを召集する。

(３)議長は当日出席会員の中から選任する。

(４)総会は、総会日の３０日以前に全会員に通知を行った後、総会当日の出席者に

よって成立する。

(５)議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決するものとす

る。

第１６条(理事会)

(１)理事会は、本会の運営に必要な事項を審議し決定等を行う。

(２)理会は、会長が適宜これを召集する。

(３)理事会は通称「月例会」と呼ばれ、顧問名誉会長相談役及び一般会員の全ての

参加が認められる。

(４)議事は出席理事の過半数を決し、可否同数の場合は議長が決する。

第４章 会 計

第１７条(会計)
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本会運営に必要な経費は会費・補助金・寄付金・事業に伴う収入等によって支弁

する。

第１８条(会費)

会費の額は別に定める。

第１９条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年６月１日に始まり、翌年の５月３１日に終わる。

第２０条(監査)

会長は、監事による会計の監査を受けなければならない。

第５章 雑 則

第２１条(施行細則)

この会則の施行について必要な事項は、理事会において別に定める。

第２２条(会則の改正)

この会則の改正は、理事会の議を経て総会出席者の過半数の賛成をもって改正す

ることができる。

第２３条(責任)

本会及び本会の役員はこの会則に従って実施される全ての事業中に発生した怪我、

事故などの責任を負わないものとする。

付 則

この会則は、１９９９年６月６日から施行する。

この会則は、２００４年６月８日より改正する。

この会則は、２００５年６月７日より改正する。

この会則は、２００６年６月６日より改正する。

この会則は、２００７年６月１１日より改正する。

この会則は、２０１２年６月６日より改正する。

この会則は、２０１６年６月８日より改正する。
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編集後記

「今回は発行するぞ！」（幻となった10周年記念誌の轍は踏まじ）

を合言葉に、何度も編集会議を重ねました。途中から編集が偏酒に

なったこともあったとかなかったとか・・・？

しかし、お互いに道を踏み外しそうになると、ちゃんと軌道に戻

してくれる人が、その時々で現れ？無事発行の運びとなりました。・・・

なるはず。

始めはいったい何人の人が原稿を書いてくれるのだろう・・・、

70余名の会員のうち20名位かな？

せめてそのくらいは書いてほしい・・・と思っていました。

しかし、最初の締め切り2017年12月31日までに集まった原稿は数

人分！その方々に感謝しつつもこれでは寂しい。

それでも、そのうちぽつぽつと原稿を書いてくれる方が増え、締

め切りも2月、3月、4月第1週と伸ばし、最終的には会員が30名近く、

旧会員や他協会の方からも寄稿があり、ほっとしました。

おひとりおひとりの原稿を読ませて頂くたびに、そこに書かれて

いる例会がいきいきとよみがえりました。

また今までの記録をたどって、ああこんな例会もあった、このと

きはこんなこともあった・・・と思い出すのも楽しい時間でした。

しかし、あまりにも例会が多く、そのときどきの記録や写真も膨

大で、その中から選ぶのは本当に至難の業。20年の歴史のすごさを

感じました。

年表や、シリーズ物、各会員の思い出等々・・・、読みながら改

めて我がフィールドのすばらしさを実感しました。この地を歩ける

幸せをかみしめながら、21年目からも楽しい例会を重ねていきたい

と思います。

創立２０周年記念誌
２０１８年６月発行

編集 八ヶ岳歩こう会

創立２０周年記念誌・編集委員

発行 八ヶ岳歩こう会

〒408-0031 北杜市長坂町小荒間６８６-１

TEL.0551-32-5888 FAX.0551-32-6877

Eメール office82@ywa.jp




