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■事務局からのお知らせ

〇「ウイルスによって引き起こされる感染症。感染すると、約10-12日間の潜伏期を経て、発

熱、せき、鼻汁などの風邪のような症状、39℃以上の高熱と全身に発しんが広がる」と書く

と新型コロナのことかと思うでしょうが、これは麻疹（はしか）の症状です。麻疹はワクチ

ンのおかげで、今では「はしかのようなもの」という言葉があるくらい、「誰でもかかるが、

かかって一人前」というような扱いになっています。

麻疹は「免疫を得ると二度とかからない」ということが江戸時代には既に知られていました。

「麻疹で知られる傾城の年」という川柳があります。1803 年に麻疹の大流行がありました。

遊郭にも蔓延したそうですが自分の馴染みの遊女がかからないので、さては先の大流行の時

に免疫を得たなと若旦那が遊女の年齢を数えてみた、という川柳です。ちなみに1803年のは

しかの流行時には、雷電為右衛門という人気絶頂の力士がいたにも関わらず、江戸春相撲の

興行を行わなかったそうです。今と同じ知恵は持っていたのですね。

毎度コロナ関連話ですみません。今「第三波」で政府は再び外出制限を考え初めています。

木枯らしの吹く季節になって、予想通り感染は拡大していくのでしょうか？

木枯らしは西高東低の冬型気圧配置によるものですから、日本海から中央山脈を吹き下ろし

て太平洋側に届きます。福島、茨城、群馬から関東、東海、大阪を経て、三重、岡山あたり

までの太平洋側地域に「大さむ 小さむ 山から小僧が飛んできた」というわらべ唄が歌い

継がれているそうですが、なんとなく新型コロナの流行地と合致するような気がしません

か・・・？

はやくワクチンが出来て「はしかのようなもの」ならぬ「新型コロナのようなもの」と笑っ

て言える時が来ますようにと祈らずにはいられません。

〇多賀担当の「ぶらり中山道」と「縄文の33番土偶札所めぐり」は、東京から参加者が来て下

さっています。第三波による政府の動きと世間の動きなどの様子を見て、東京からも安心し

てご参加いただけるようになるまで少し間を空けようと思います。

（が、状況に応じ参加者制限などを設けて、再開するかもしれません。その折りは遠方の方々

には申訳ございません。ご容赦下さい）

〇1月 2月の例会が少ないのも、担当者の同じような考えによるものだと思います。来年の事

は第三波の影響等を見てから考えることに致しましょう。

------------------------------------------------------------------------------------

【2020年 12月の行事詳細】

■12月 2日(水) 月例会 韮崎市民交流センター(ニコリ) 2階第 9会議室 10：00

No.6
2020/11/30

---第 22 期---

八 ヶ 岳 歩 こ う 会 会 報



2 / 6

■12月 9日(水) 甲斐のむかし道・小尾街道巡りウォーク(１) 甲府駅～塩崎駅

小尾街道シリーズは、のんびりと往時の面影を偲びながらのウォーキングにしていきたいと

思います。道中においては、甲府市塩部を起点にして茅ヶ岳山麓を横断しながら信州峠に至

る、甲斐と信州を結ぶ古道の一つになります。予定では、７回にわけて実施していきます。

いにしえの(穂坂牧)を街道が通っていたことから、穂坂路という呼称となったそうです。

尚、地元の人は(おびけえどう)と呼んでいます。シリーズ期間中においては、小尾街道と呼

んでいきます。

道々には、狼煙台跡及び砦跡に口留番所跡等の史蹟を見ることができます。比志集落を過ぎ

ると、みずがみ湖の底には塩川と本谷川が合流して御巣鷹の里(おすかたのさと)と呼ばれて

た地域の一部が静かに眠っています。

第１回は、甲府市塩部、関谷地蔵尊前をスタートになります。甲府盆地の北部辺りのコース

を辿りながら、冬景色した湯村山を右手に見ながら荒川の千松橋を渡ります。甲斐市島上条

の八幡神社前を通って、旧双葉町の竜地台地を経て下今井に至るコースになります。

旧街道が、道路拡張工事等で整備されて残念ながら昔の面影が少なくなっています。

コースにおいては、車に注意しながらの楽しいウォーキングにしていきたいと思います。

・コース：甲府駅北口、信虎公銅像前(トイレ) → 関谷地蔵尊堂 → 万寿森古墳 → 塩澤寺 →

加牟那古墳・千塚公園(食事・トイレ) → 八幡神社 → 泣き石 → 塩崎駅(トイレ)

・距 離：１１ＫＭ位です。

・集 合：甲府駅北口、信虎公銅像前 11：00

上り 小淵沢駅 10：02→長坂駅 10：10→穴山駅 10：20→甲府駅 10：41

下り 塩山駅 10：36→山梨市駅 10：42→甲府駅 10：55

・解 散：塩崎駅 15：30頃です。

・参加費：会員 300円 一般 500円

・持ち物：弁当・飲み物・雨具・ウォーキングダイアリー(会員のみ)・保険証・マスク・その

     他

・担当者：田中哲夫(090-4927-5044)／小林光修
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■12月 15日(火) 古道・青梅街道巡りウォーク(５)

第５回は、初冬の大菩薩嶺の麓にある雲峰寺巡りのウォーキングになります。１９８段の石

段を登りつめたところにある雲峰寺は、主だった歴史的な建築物は国の重要文化財に指定さ

れているそうです。かっては、大河ドラマ(武田信玄)出演・中井貴一、黒澤明監督の映画(影

武者) のロケ地としても有名なお寺さんです。

今回は、アップダウンのあるコースになります。負担にならないように、歩行距離を通常よ

り短くしました。又、日陰の所は凍結していると思います。スリップしない様に、お互いに

注意しながら楽しいウォーキングにしていきたいと思います。

・コース：大菩薩の湯・駐車場(付近にトイレあります)→萩原の口留番所跡→雲峰寺黒門・雲

峰寺(トイレ)→裂石公園(食事・トイレ)→大菩薩の湯・駐車場

※標高差３８０ｍ位になります。

・距 離：６KM位です。

・集 合：大菩薩の湯・駐車場(火曜日は、休館のため駐車できます) 10：00

(住所 甲州市塩山上小田原７３０－１)

※山交バス利用の方は、塩山駅南口(２番乗り場)9：30→大菩薩の湯 9：54(料金

/300円)

上り・小淵沢駅 8:01→甲府駅 8:40・甲府駅 8:53→塩山駅 9:14

下り・大月駅 8:46→塩山駅 9:21

・解 散：大菩薩の湯・駐車場 14:30

※山交バス 大菩薩の湯・駐車場 15:03→塩山駅 15:27

上り・塩山駅 15:53→大月駅 16:20

下り・塩山駅 15:57→小淵沢駅 17:07

・参加費：会員 300円 一般 500円

・持ち物：お弁当・飲み物・雨具・ウォーキングダイアリー(会員のみ)・保険証・マスク・そ

の他(寒さ対策に注意して下さい)

・担当者：田中哲夫(090-4927-5044) 伊藤 清(090-5331-3175)
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■12月 18日(金) 納会ウォーク(年忘れウォーク)

新型コロナウイルスに明け暮れそうな2020年を振り返り、年忘れウォークを行います。

今年は感染症対策で皆様の安全を考慮して食事会は行いません。昼食は、解散場所の韮崎駅

前のライフガーデン周辺等で各自お取りください。

なお、集合場所の韮崎駅まではマスクの着用をお願いします。

・コース：韮崎駅(トイレ)～若宮神社～七里ヶ岩トンネル～青坂～韮崎中央公園(トイレ)～平

和観音～韮崎駅

・距 離：約6ｋｍ

・集 合：韮崎駅 午前10時 40分

    上り 小淵沢10：02 長坂 10：10 穴山 10：20 韮崎着 10：27

    下り 山梨市09：36 甲府 10：05 塩崎 10：15 韮崎着 10：18

・解 散：韮崎駅 午後0時 30分頃

・参加費：会員300円 一般 500円

・持ち物：飲み物 雨具 ウォーキングダイアリー(会員のみ)保険証等 マスク

・担当者：田中憲一(090 8592 1379) ／ 田中哲夫

■12月 21日(月) 勝頼エレジーの道・第4回(最終回)

勝頼エレジーの道の最終回です、天正１０年３月３日早朝、新府城に火をかけた勝頼一行は

勝沼大善寺に一泊し、４日駒飼宿で小山田信茂の迎えを待ちます。しかし迎えは来ず３月１

０日に小山田信茂の裏切りが明らかになり、止むを得ず勝頼、一行は天目山栖雲寺をめざし

ます。

しかし先回りした敵軍が前方に、後方からは滝川一益の軍が迫っています。田野まで引き返

した勝頼軍は鳥居畑で滝川軍と最後の一線を交えそして．．．

最終回は大善寺から駒飼宿を経て景徳院までを歩きます、この間には様々な記録や、言い伝

えを基にした史跡が残っています。しかしその内容は一貫したものではなく、明らかに作り

話と思われるもの、他の記録と整合しないものなどが多数あります。これらの史跡を本当の

ところはどうなんだろうなんて考えながら巡ってみましょう。

コース：勝沼ぶどう郷駅(トイレ) → 鳥居焼き下 → 大善寺(トイレ) → 駒飼宿 → 勝頼公像

前(昼食、トイレ) → 景徳院(トイレ) → 甲斐大和駅(トイレ)

距 離：約 14Km

集 合：勝沼ぶどう郷駅 9時 30分(小渕沢8：01甲府乗換8：53 勝沼ぶどう郷9：18）

解 散：甲斐大和駅 15時頃

参加費：会員 300円 一般 500円

持ち物：雨具、弁当、飲み物、ダイアリー(会員のみ)、保険証など

担当者：大嶋俊壽 田中憲一

その他：昼食場所は甲斐大和駅の近くなので、昼食前または昼食後に短縮リタイアが可能です。

例会としては景徳院までですが、希望があればオプションツアーで大蔵原思案石まで

行きます。

ここは勝頼一行が天目山栖雲寺をめざしたが辿り着けず引き返した場所とされていま

す。（歩行距離が約２０Km となります）

当日発熱、体調不良などのある方は参加を見合わせてください。
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集合、スタートまではマスクを着用してください。歩行中のマスクの着用は参加者の

判断に任せますが、話をするときは口元を覆う、大声を出さない、大声で歌わないな

どの配慮を御願いします。

------------------------------------------------------------------------------------

【2021年 1月の行事詳細】

■1月 7日(木) 八王子七福神めぐりウォーク 中止しました。

■1月 7日(木) 初春の甲府五山巡りウォーク

この時季は、甲府盆地は厳しい寒さを迎えています。そんな状況下で、寒さ対策をしっかり

とって滑り易くなった足元に注意しての楽しいウォーキングにしていきます。

法泉寺     円光院

・コース：甲府駅北口、信虎公像前(トイレ) → 緑ヶ丘スポーツ公園体育館(トイレ付近の駐

車場) → 法泉寺 → 山本勘助屋敷跡 → 武田神社(トイレ) → 武田氏館跡歴史館

信玄ミュージアム → 円光院 → 少年自然の家・劇場広場(昼食・トイレ) → 東光

寺 → 能成寺 → 長禅寺 → 甲府駅北口(トイレ)

※歩行距離16㎞と通常より長く、アップダウンあります。

・距 離：約16km

・集 合：ＪＲ甲府駅北口、信虎公像前 9：20

上り、小淵沢駅 8：21→甲府駅 9：00

下り、塩山駅 8：39→甲府駅 9：16

※緑ヶ丘スポーツ公園より参加の方は、集合場所は緑ヶ丘スポーツ公園トイレ付近の駐車場。

10：00

・解 散：甲府駅北口 15：00頃

※解散後、緑ヶ丘スポーツ公園に戻る方は、山交バスを利用できます。甲府駅15：30→塩部

15：40頃

・参加費：会員 300円  一般 500円

・持ち物：お弁当、飲み物、雨具、ウォーキングダイアリー（会員のみ）、保険証・マスク・そ
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の他

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、中止します。八ヶ岳歩こう会・ホームページに

て連絡します。ホームページをみれない方、担当者に問い合わせ願います。

・担当者：田中哲夫(090-4927-5044) 田中憲一(090-8592-1379)

■1月 13日(水) 月例会 韮崎市民交流センター(ニコリ) 2階第 9会議室 10：00

------------------------------------------------------------------------------------

【2021年 2月の行事詳細】

------------------------------------------------------------------------------------

【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。

・会員は会員証とウォ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


