--- 第 17 期 １号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報

平成 2７年６月３０日

■事務局よりお知らせ
◎好評続行中の「お茶壺道中」もいよいよ後 2 回を残すのみとなりました。最終回は貸切バス
往復の予定ですので、あらかじめ予約が必要です。また、希望者のみ「石和宿泊」を予定してい
ます。こちらも予約が必要です。まだ予約をされていない方は、7 月 13 日の「第十四回お茶壺
道中」の折に（その日参加できない方はその日までにメールか電話で）参加の意思表示をして
ください。
◎年会費納入のお願い ※納入済みの方はご容赦下さい。
当会は 6 月が新年度です。会費は個人会員 3.000 円(家族会員 5.000 円)です。継続加入の方で
会費が未納の方は、郵便局で払込みをお願いします。
郵便振替口座番号 00260-4-131954
加入者名 八ヶ岳歩こう会
◎入会者：和智里子さん(甲府市)
◎退会者：尾庭孝子さん、小池ときえさん、恵星五朗さん、秋山君子さん
--------------------------------------------------------------------------------------------------【2015 年 7 月の行事詳細】
■7 月 1 日(水) わが町シリーズ・小淵沢
小淵沢には、いわれのあるお地蔵さんが数体あります。お地蔵さんは、
「一体」または「一尊」
と数えるそうです。今回はお地蔵さんを 3～４体、湧水は 3 か所入れてご案内します。
・コース 小淵沢駅～「権代地蔵」～「鉦打地蔵」～高福寺 ～「子安地蔵」～「岩舟地蔵」～
熊野権現湧水～勘左衛門湧水～ 八ケ岳アウトレット(昼食・トイレ) ～井詰湧水～
小淵沢駅
・距 離 約 12 キロ
・集 合 小淵沢駅 9：15
・解 散 小淵沢駅 15：30 頃
・参加費 会員 300 円 一般 500 円
・持ち物 弁当 飲み物 雨具 ウオーキングダイアリー 保険証等
・担 当 市川富美子 進藤律子
・その他 昼食場所の八ヶ岳アウトレット「サンクゼールマルシェ」で昼食をとる事が出来ま
す。勿論、お弁当持参も可能。
サンクゼールマルシェは、リゾートアウトレット八ヶ岳提携店です。
「八ヶ岳歩こう会」のメンバーは「会員証」を見せれば「10％割引」となります。
http://www.yatsugatake-outlet.com/shop.php?id=378
■7 月 6 日(月) 月例会 三分一湧水館 10：00
■7 月 13 日(月) 第 14 回・お茶壺道中(甲州街道) 矢川駅～千歳烏山駅
・コース 南武線矢川駅(トイレ) → はけの道 → 城山 → 谷保天満宮(トイレ) → 高安寺の
奪衣婆 → 大国魂神社(昼食・トイレ) → 調布駅北口商店街ゲゲゲの鬼太郎 → 千歳
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烏山駅(トイレ)
・距 離 18 キロ
・集 合 南武線矢川駅 10 時 10 分（
・解 散 京王線千歳烏山駅 16 時 00 分頃
・参加費 会員 500 円 一般 1.000 円
・持ち物 弁当 飲み物 雨具 ウオーキングダイアリー 保険証等
・担 当 多賀純夫
和田宏
■7 月 18 日(土) ※そろんそろんフットパス
「国蝶オオムラサキに出会う道」 ～信玄公旗掛松と開拓神社～
・集合場所 北杜市オオムラサキセンター ・距離 5ｋｍ ・駐車場は公民館です。
・集合 9：00 出発 9：30 ・終了 12：30 ・参加費 ￥1.000 ・募集人員 30 名
・道守「進藤律子さん」のガイドで、7/20 の里山ウオークとはまた違った味わいの半日となり
ます。
・主催/問合せ そろんそろんフットパス推進委員会
・申込み つなぐイベント係
・注意 / そろんそろんフットパスは八ヶ岳歩こう会主催事業ではありません。一般の方は事前
予約が必要ですが、八ヶ岳歩こう会会員は予約不要で参加費￥300 です。
参加費が一般の方と異なりますので資料、冊子、茶菓子等が配られない場合がありますのであ
らかじめご了承ください。 但し配布される冊子については別途販売も可能です。なを、ウオー
ク手帳押印対象となっていますのでふるってご参加下さい。
■7 月 20 日(月) オオムラサキ里山ウォーク 12 キロ・20 キロ
恒例のオオムラサキ里山ウォークです 。今年も沢山のオオムラサキに会えたら嬉しいですね。
20 日は海の日ですが歩こう会は里山の日です、日本の元風景のような緑豊かな自然の中 八ヶ
岳や甲斐駒ヶ岳の展望を楽しむ２0 キロと 12 キロの２コースです。お好きなコースで爽やかな
里山を楽しく歩きましょう。
・開催日 1015 年 7 月 20 日(月・祭日)
・距 離 12 キロ・20 キロ
・集 合 オオムラサキセンター 午前 9 時
・解 散 12 キロ １4 時頃 20 キロ 15 時半頃
・参加費 会員３００円 一般５００円
・持ち物 雨具 昼食飲み物（給水等有りませんので水分は多めに）保険証 ダイアリー
・担 当 20 キロ：進藤律子 田中憲一 大嶋俊壽 12 キロ：和田宏 田中哲夫
・その他 駐車場のお願い
当日は連休の為、オオムラサキセンターは混雑すると思います。
富岡公民館の駐車場をお借りしました 、会員は富岡公民館に駐車して下さい（日野
春駅前ファミマの東隣です）
。ご協力宜しくお願いします。
■7 月 23 日(木) となり町シリーズ 富士見（古代ハスを見に行こう！）
となり町シリーズ・富士見(古代ハスを見に行こう！)
山梨県北杜市のとなり、長野県富士見町の井戸尻遺跡公園には、 古代ハスとして有名な大賀ハ
スと埼玉（さきたま）ハスがあり、例年 7 月上旬から 8 月上旬頃に、その見事な花が訪れる人
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の目を楽しませてくれます。
写真でも素晴らしさはわかりますが、ぜひ一度実際の古代ハスを見ていただきたいと企画しま
した。当日は前田さんのワンポイントフォト講座もお願いしています。カメラをお持ちの方は
ぜひご持参ください。
・開催日 015 年 7 月 23 日(木)
・コース 信濃境駅 ～ 井戸尻遺跡(古代ハス) ～ 境小学校前 ～ 出口湧水 ～ 馬の道 ～ ス
パティオ小淵沢(昼食) ～ 小淵沢駅
・距 離 約 12 キロ
・集 合 信濃境駅 9：10
・解 散 小淵沢駅 14：30 頃
・参加費 会員３００円 一般５００円
・持ち物 お弁当・飲み物・雨具・ウォーキング手帳・保険証等
・担 当 風路・市川富美子
--------------------------------------------------------------------------------------------------【2015 年 8 月の行事詳細】
■8 月 22 日(土) ※そろんそろんフットパス
「真夏の美し森を楽しむ」 ～森林浴と高原の草花たち～
・集合場所 八ケ岳美し森ロッジ・たかね荘 ・距離 5ｋｍ
・集合 9：00 出発 9：30 ・終了 12：30 ・参加費 ￥1.000 ・募集人員 30 名
・道守は八ケ岳自然クラブの竹内さん。自身が作成した「ガイドブック」を楽しみながら歩き
ます。
・主催/問合せ そろんそろんフットパス推進委員会
・申込み つなぐイベント係
・注意 / そろんそろんフットパスは八ヶ岳歩こう会主催事業ではありません。一般の方は事前
予約が必要ですが、八ヶ岳歩こう会会員は予約不要で参加費￥300 です。
参加費が一般の方と異なりますので資料、冊子、茶菓子等が配られない場合がありますのであ
らかじめご了承ください。 但し配布される冊子については別途販売も可能です。なを、ウォー
ク手帳押印対象となっていますのでふるってご参加下さい。
■8 月 23 日(日) ※樹海ウォーク
■8 月 26 日(水) 涼を求めてトレッキング 北杜市武川町の「精進ヶ滝」
・コース 道の駅はくしゅう～精進が滝駐車場～精進が滝～精進が滝駐車場～道の駅はくしゅ
う
・距 離 約 5ＫＭ
・集 合 道の駅・はくしゅう 駐車場 9：30
・解 散 道の駅・はくしゅう 駐車場 14：30 頃
・参加費 会員３００円 一般５００円 義援金任意
・持ち物 お弁当・飲み物・雨具・ウォーキング手帳・保険証など
トッレキングシューズ ストックがあればご持参ください。
・担 当 市川富美子・小林光修
・その他 足元が滑りやすいので雨天順延 8 月 27 日(木)も雨天の場合は中止
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道の駅・はくしゅう 駐車場より乗合せ(一人 500 円)
精進が滝への質問等は小林へ
--------------------------------------------------------------------------------------------------【2015 年 9 月の行事詳細】
■9 月 2 日(水) 天女山（大泉町）ウォーク 担当：和田 宏
■9 月 7 日(月) 月例会 三分一湧水館 10：00
■9 月 10 日(木) わが町シリーズ・武川 担当：小林光修・進藤律子・市川富美子
■9 月 14 日(月) 我が町シリーズ・高根 ～稲絵と村山六か村堰を訪ねる～ 担当：大嶋 俊壽
■9 月 16 日(水) 第 15 回・お茶壺道中(甲州街道) 下高井戸駅～江戸城(皇居)
■9 月 28 日(月) ※茅が岳トレッキング
--------------------------------------------------------------------------------------------------【月例会】
・月例会は毎月一度の話し合いの場です。どなたも歓迎ですのでご参加下さい。
【例会参加者へ】
・特に表記のない例会は、雨天決行です。
・特別の場合を除いて事前申し込み不要です。
・例会は、どなたも参加できます。
・(下見)とある例会も本番同様進行します。ご遠慮なく参加お願いいたします。
・会員は会員証とウオーキング手帳を御持参下さい。(貰っていない方は事務局へ)
・タイトルの前に※があるのは当会主催ではありません。
他会主催の場合の詳細はそれぞれの主催者にお問合わせ下さい
・例会についての質問は、担当者名が掲載されていればそこへ。
それ以外は事務局へ。
八ヶ岳歩こう会事務局 / 多賀純夫 電話 0551-32-5888 FAX 0551-32-6877
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