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■事務局から

◎大手の百貨店（という表現も古いか）では、「いらっしゃいませ」や「有り難うございました」

などの接客用語を新人に繰り返し教育し、お辞儀をする角度なども教えています。朝礼では

全員で接客五大用語等を斉唱します。中にはお客様が 3メートル以内に近づいた場合には必

ず声を掛けなさい、といった教育の百貨店もあるということです。

私が直に聞いたANAのキャビンアテンダントの話では「誰か側に立っていると気が付いたら、

たとえそれが電信柱だったとしても声を掛けなさい」と教育されたそうです。

サービス業に従事する方々の「最も嬉しいこと」は「お客様といい話が出来たとき」という

アンケート結果があるそうですが、それはかつてサービス業に従事していた私も納得です。

お互い話が弾み笑顔が生まれる、仕事上こんな楽しい場面はありません。ある演出家による

と「話しかけるということは、声で相手の体にふれること」だそうです。だからこそ細心の

注意を払って声をかけます。そこにお互いの心遣いが発生し、良い時間となります。

昨日たまたま読んだ本の中にそんなことを考えさせる文章があったので、書いてみました。

今の時代「相手の体にふれること」はもちろん「３メートル以内の相手に話しかけること」

さえもはばかられます。アクリル板やマスク越しでなければ会話も出来ない時代の百貨店の

風景とはどんなものだろう。と、最近全く賑やかなところに出かけないのでサービス業の現

場が心配になりました。「百貨店」自体も衰退し廃業していっているようですが・・・。

「話しかけたり話しかけられたり」のできない社会は殺伐としていますね。3月です、鳥た

ちが活発に囀る季節となってきました。例会も少しずつ増えてきています。

私達も外に出て賑やかにおしゃべりを楽しみながら歩きましょう（あ、言われなくともやっ

てますね、失礼しました）。(多賀)

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

【2021年 3月の行事詳細】

■3月 3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

■3月 11日(木) 鏝絵巡りシリーズ第７回

鏝絵の里：津金を歩く

※参加資格：八ヶ岳歩こう会会員限定

かつての田舎の面影を今も色濃く残す旧津金村の北杜

市須玉町津金。明治・大正・昭和の各時代に建てられ

た旧津金小中学校校舎は「三代校舎」としてお馴染み

ですが、ここは鏝絵を手がける有名な左官さんがいた
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山梨を代表する鏝絵どころでもあります。老朽化していく鏝絵の修復をこの地の名工：左官

さんが引き受け、そのおかげで今も多くの鏝絵があるのだとか。津金では限られた範囲に多

くの鏝絵が点在し短時間で多くの作品を見て歩くことができます。また、三代校舎津金学校

（明治校舎）には、鏝絵の保存展示もありますので、こちらにも立ち寄ります。

・コース：おいしい学校駐車場(トイレ)→御所（ごしょ）(鏝絵 3件)→下原（しもはら）道祖

神→下原(鏝絵３件)→七子の滝→和田(鏝絵２件)→明治校舎(展示見学：鏝絵２件・

下絵１件)→おいしい学校(昼食・トイレ)→御所(鏝絵 2件)→諏訪神社→大和（おお

わ）(鏝絵 2件)→おいしい学校駐車場(トイレ)

・距 離：約8ｋｍ

・集 合：１０：００ おいしい学校駐車場

・解 散：１４：３０ おいしい学校駐車場

・参加費：会員 300円（ほかに津金学校入場料 100円が必要です）

・持ち物：昼食 飲み物 雨具 ウォーキングダイアリー(会員のみ) 保険証等

・担当者：小澤 久(070-4219-7394) 村松光比古(090-6526-6737)

・その他：新型コロナの感染状況によっては中止にします。八ヶ岳歩こう会のホームページに

て連絡いたします。ホームページを見ることができない方は担当者に問い合わせ願

います。

■3月 15日(月) フットパス小淵沢・矢の堂観音堂と新しい観音さまの道

参加資格:八ヶ岳歩こう会会員限定

前から気になっていた小淵沢道の駅の前の道路沿いに並んでいる観音様・・・

皆さんも何となく気になっていたと思います、ちょっと調べて見ようと思っていたら観音様

を建立した矢の堂奉賛会の矢の堂の茅葺き屋根が葺き替え工事で綺麗になりました。

折角なので見学させて頂く事に・・。会の代表の方にお話しもお聴きします。
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観音様の？は果たして？？？。どうぞお楽しみに。

まだまだ寒い小淵沢ですが小さい春をさがして歩きましょう。

・コース：小淵沢駅(トイレ）駅中ひな祭り見学～矢の堂見学～観音様の道～すずらん池～小淵

沢道の駅(トイレ）～観音様の道～小淵沢駅

・距 離：6キロ

・集 合：小淵沢駅9:15

塩山 7:49 甲府 8:16 穴山 8:36小淵沢9:02

注)３月中旬に JR.の時刻が変更になる可能性がありますので電車の時刻について

は各自で確認をお願いします

・解 散：小淵沢駅12:30頃

・持ち物：飲み物 雨具 ダイアリー 保険証

マスク着用のこと

・参加費：会員300円

・担当者：進藤律子(090-8948-2017) ／ 市川富美子

■3月 17日(水) 500選の道・初春の茶道峠

※参加資格：八ヶ岳歩こう会会員限定

久しぶりの「茶道峠」です。武田信玄公が峠の脇に茶室を置いたことから、その名が付けら

れたと言われています。多くの参加お待ちしています。

・コース：甲府駅北口広場(トイレ) ～ 東光寺 ～ 甲斐善光寺(トイレ) ～ 茶道峠 ～ 山梨

県立科学館(昼食・トイレ) ～ みはらし台 ～ 甲府駅北口

・距 離：約10.5ｋｍ

・集 合：甲府駅北口広場 午前9時 30分

上り 小淵沢8：21 長坂 8：29 穴山 8：39韮崎 8：47 甲府着9：00

下り 塩山8：39 山梨市 8：46 石和温泉8：52  甲府着 9：13

・解 散：甲府駅北口 午後2時半頃

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

・参加費：会員300円

・担当者：田中憲一（090-8592-1379）／ 進藤律子
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■3月 24日(水) 秩夫横道三十四観音霊場巡り・第１回

参加資格：山梨県在住の八ヶ岳歩こう会会員限定

秩父三十四観音霊場を模した秩夫三十四霊場と言うのが甲府市、山梨市、笛吹市、甲州市の

またがって存在していた（現在は霊場として訪れる人はなく、廃寺であったり所在が不明で

あったりする寺もある）と言うことを知りました。このような西国、坂東秩父を模した霊場

は全国にも山梨県内にもたくさんありますが、その存在を殆ど知られていない、「秩夫」と言

う名称がユニークと言うのに惹かれこれらの寺を探しながら歩く事にしました。本物の秩父

にいつ行けるか見通しの立たないなか、一緒に探してみませんか。

・コース：酒折駅(トイレ) → 浄智院(善光寺) → 浄正院 → 東禅寺 → 壽徳院 → 石和温泉

     駅前公園(昼食、トイレ) → 大中院 → 法厳院 → 正覚寺 → 春日井町駅(トイレ)

・距 離：約14Km

・集 合：酒折駅 9時 30分

   上り 小淵沢8：21発甲府乗換 酒折 9：20着

   下り 山梨市駅9：06発 酒折 9：17着

・解 散：春日居町駅 15時 20分頃

・参加費：300円

・持ち物：昼食、飲み物、雨具、ウオーキングダイアリー、保険証等

・担当者：大嶋 俊壽  進藤 律子

・その他：新型コロナの感染状況によっては中止の場合があります、その場合は八ヶ岳歩こう

     会のホームページにて連絡します、ホームページを見ることができない方は不安の

場合担当者に問い合わせをしてください。

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

【2021年 4月の行事詳細】

■4月 5日(月) 秩夫横道三十四観音霊場めぐり・第 2回

■4月 7日(水) 月例会

■4月 8日(木) 白州台ヶ原フットパス

■4月 12日(月) 甲斐のむかし道・小尾街道巡りウォーク(2) 塩崎駅〜韮崎駅

第２回は、旧甲州街道に分かれて一橋陣屋跡地より旧小尾街道に入ります。宇津谷集落辺り

は、なまこ壁のお蔵に長屋門など昔の街道の面影を残しています。集落を過ぎると、圃場（ほ

じょう）整備された長閑な美しい水田地帯の傍を通ります。暫くして、茅ヶ岳南麓の広々と

した丘陵地帯に入ります。上ノ山より穂坂町に至り一帯は、日照時間の長さと水はけの良い

土壌で、果実栽培には最適地だと言われています。ブドウにリンゴ・サクランボ等盛んに栽

培されて、県下有数の果実郷と呼ばれています。遥か昔、有数の馬産地で馬を生産し放牧す

る穂坂牧と呼ばれていました。甲斐の国では、朝廷直営の牧場（御牧）を３牧が設けたと言

われています。特に、穂坂牧は貢馬が盛んであったと言われています。今は、その面影を見

つけるのは難しいです。僅かに、牧のお寺だと言われている慈眼寺にて、牧の歌碑を見るこ
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とになります。

途中にて、穂坂小学校は木を基調にした周囲の風景に溶け込んだ優しい校舎を見ることにな

ります。また、展望抜群の銀河鉄道展望公園で休憩します。宮沢賢治の世界に浸ることにな

ります。茅ヶ岳南麓は、変化に富んだ風景を見せてくれます。

コースにおいては、通常よりは歩行距離が長くなります。休憩時間を多くとり、ペース配分

に注意して楽しいウォーキングに努めていきます。

朝穂堰水配役人詰所文庫        六地蔵幢(お牧の寺・慈眼寺の境内にて)

・コース：塩崎駅(トイレ) → 松尾芭蕉の碑 → 妙善寺・一橋陣屋跡 → 法喜院 → 回看塚(み

かえりづか) → 小尾街道の碑・なみだの森 → 慈眼寺(昼食・トイレ) → 穂坂小・

朝穂堰水配役人詰所文庫 → 宮久保のクヌギ → 銀河鉄道展望公園(トイレ) → 穂

坂橋(塩川) → 韮崎駅(トイレ)

・距 離：約15ｋｍ

・集 合：塩崎駅南口 9時 30分

    （上り、小淵沢駅8：58→長坂駅9：05→穴山駅 9：15→韮崎駅 9：23→塩崎駅 9：27）

        （下り、塩山駅8：39→甲府駅9：16→塩崎駅9：24）

・解 散：韮崎駅 15：30予定です。

・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・その他

・担当者：田中哲夫(090-4927-5044 小林光修(090-4676-2067)

■4月 21日(水) 鏝絵シリーズ第８回・馬場の里と松向の鏝絵

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

【2021年 5月の行事詳細】

■5月 10日(月) 甲斐のむかし道・小尾街道巡りウォーク(3)
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■5月 12日(水) 月例会

■5月 17日(月) 秩夫横道三十四観音霊場めぐり・第 3回

■5月 19日(水) 鏝絵巡りシリーズ第9回

■5月 28日(金) ぶらり中山道バスウオーク

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

【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


