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■事務局から

◎若かりし頃、いつも転職を考えていた4月となりました(^_^)。人事異動などない小さな会社

でしたので、友人が社内で異動した話などを聞く度に羨ましく思ったり、大変だなあと思っ

ていたものです。自分はとっくに人事異動など無関係な立場や年齢になってしまっています

が、代わりに子ども達の人事異動の話を聞いて一喜一憂しています。春はつい何かざわざわ

しちゃいますね。

さて、今年は我が歩こう会の（人事異動ではありませんが）役員改選の年です。事務局一同

は「現在のまま来期もお願いしたい」という思いで一致しております。先月の月例会では多

くの役員の方々もそのように考えておられているようでした。が、家庭の事情等で役員を降

りたいと考えていらっしゃる方もおられるかと考えます。或いは、「今度は自分がやってみた

」と立候補したいというお考えをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。どちらにしま

しても、6月の総会の前には役員人事を決めておきたいと考えております。役員（会長、副

会長、会計、事務局、理事）について何かお考えの方（辞めたいでもやりたいでも）は、事

務局の多賀か会長の進藤さんまで連絡を下さい。当会は趣味の会ですので、何も強制する事

柄はありません。極力会員お一人お一人の意思を尊重した会の運営を心がけていきたいと思

っています。

◎退会員：金澤喜久子さん(北杜市)

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

【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

参加資格：八ヶ岳歩こう会会員及び会員同伴者

秩夫横道三十四観音霊場巡りの第2回です、合計で 5回のウオークを予定していますが、進

捗状況により増減の可能性があります。桃の花に時期に合わせたつもりですが、山梨市周辺

はすでに開花が始まっていて、3月 24日に予定している第1回が桃と桜の見頃になりそうで

す。コースは短めに設定しました、周りの風景を楽しみながらゆっくりと歩きましょう。

コース：春日居町駅(トイレ) → 大徳院(26番) → 善養寺(11番) → 常性寺(6番) → 

長源寺(19番) → 聖徳寺(23番) → 慶雲寺(7番) → 万力公園(昼食、トイレ) → 

霊岩寺(18番) → 円福寺(9番) → 山梨市駅(トイレ)

距 離：約１２Km 

集 合：春日居町駅 9時 30分

上り 小淵沢発 8：21 甲府乗換 春日居町駅着 9：27
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下り 大月発 8：24 春日居町駅着 9：10

解 散：山梨市駅 15時ころ

参加費：会員300円 一般 500円

持ち物：昼食、飲み物、雨具、ウオーキングダイアリ、保険証、マスクなど

担当者：大嶋 俊壽  進藤 律子

■4月 7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

■4月 8日(木) フットパス台ヶ原～水の山と宿場町を訪ねて～

当会では何度も歩いている「甲州街道台ヶ原宿」ですが、今回はあまり訪問していない所、

歩いていない道を含むコースを探しました。なかでも街道沿いにある「台原家」は多分今回

が初めてではないかと思います。台原家は室町時代このあたりを開拓した山高信重の末裔で、

台ヶ原の鎮守「田中神社」の神職も代々勤められた由緒ある家柄です。現在の建物は元禄13

（1700）年に建てられたものです。一般住宅として「台原」さんがお住まいですが、今回特

別に中を見せていただき、そこでお弁当も食べさせて頂きます。お楽しみに。なお参加者に

写真の小冊子を差し上げます。

台原家の縁側でランチ          白州ガイドブック

・コース：道の駅はくしゅう(トイレ) ～ 白須若宮神社 ～ シャルマンワイン(トイレ) ～ 自

元寺 ～ 白州小学校 ～ ほたる親水公園 ～ 釜無川沿いの道 ～古道(川路) ～ 台

ヶ原宿本陣跡 ～ 台原家(昼食・トイレ) ～ 田中神社 ～ 道の駅はくしゅう

・距 離：6キロ

・集 合：道の駅はくしゅう 9：30

・解 散：道の駅はくしゅう 14：00頃

・持ち物：弁当、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：多賀純夫(090-8857-2864）進藤律子
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■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

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
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・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・馬場の里と旧篠尾村の鏝絵

小淵沢町が誕生する前、町の西側である上笹尾・下笹尾・松向の三地区はあわせて篠尾村と

いいました。馬場の里といわれる下笹尾地区はゆるやかな起伏の中に田園が広がり、南は城

山公園から釜無川を眼下に眺めることもできます。金比羅神社は七里が岩台地の最高地点で、

今は周辺の林が皆伐されここからの眺望も楽しめます。

この地域の鏝絵は1１件確認していますが、今回はそのうち6件を巡ります。暖かい春の陽

光の下、馬場の里と鏝絵巡りのウォークをおたのしみ下さい。
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・コース：平田家住宅前駐車場 → 滝の前(鏝絵 3件) → 大滝湧水(トイレ) → 八反歩堰 →

三峰の丘 → 原村(鏝絵１件) → 本村(石壁アート) → 中島(鏝絵２件) → 大下

(鏝絵１件) → 城山公園(昼食・トイレ) → 金比羅神社 → 尾田輪(鏝絵１件)

→ 諏訪神社 → 大糸桜の子桜並木 → 平田家住宅前駐車場

・距 離：約１３ｋｍ

・高低差：１１０ｍ

・集 合：9：30 小淵沢駐在所裏平田家住宅前駐車場

     （甲府 8:16－韮崎 8:29－穴山 8:36－日野春8:49－長坂8:55－小淵沢9:02着）

・解 散：15：00 小淵沢駐在所裏平田家住宅前駐車場

・参加費：会員 300円

・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：進藤律子 小澤 久

・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不安な場合は担当

者に問い合わせください。

電車時刻はダイヤ改正で若干変わるかもしれません。

・参 考：馬場の里は城山公園(笹尾塁跡)とも呼ばれ、武田信虎が甲斐の国を統一するため

に使用した笹尾砦の跡のことです。

コース中、中島地区は小淵沢町（旧篠尾村）ではなく長坂町（旧清春村）になり

ます。

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

【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) 韮崎駅〜明野総合支所

第３回は、小尾街道のシンボルと勝手に呼んでいる茅ヶ岳を仰ぎながらのウォーキングにな

ります。コースにおいては、初めは塩川の清流より爽やかな風を肌に感じながら土手沿いの

道を通ります。

暫くして、塩川に架かる鷹ノ巣橋を車に注意しながら渡り終えると、日之城集落辺りに広が

るブドウ畑に着きます。これより先は、北杜市明野町に入り風景が変わります。三之蔵集落

より原・小笠原・上手に至る広々とした茅ヶ岳西麓の丘陵地帯になります。美しい水田の風

景が広がっています。夏には青々とした田んぼが、秋には黄金色に輝く稲穂の波を見ること

ができます。

路傍には、馬頭観音などの祠が多く見ることになります。因みに、馬頭観音は小尾街道沿い

には３４基あったそうです。当時は物資の運搬に、農耕に馬の力を借りないと生活は送れな

かったと言われています。馬も家族の一員として同様に家の中で飼育されて可愛がられてい

ました。

馬が死ねば冥福を祈り、供養塔や馬を守る仏として、馬頭観音が建立されました。今は、苔

むした石仏が静かに佇んでいます。旅人の安全を優しく見守ってくれていたと思います。尚、

この時期は田植えを終えた緑色した美しい水田の傍を通ります。素晴らし季節の中でのウォ

ーキングになります。今から楽しみです。
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小尾街道沿いで、一番古い馬頭観音       紀貫之の歌碑(明野町三之蔵)

・コース：韮崎駅(トイレ) → 鷹ノ巣橋(塩川) → 日之出城跡 → 紀貫之の歌碑 → 穴塚古

墳・三之蔵石造物群 → 道標(旧小笠原小学校) → 福性院(昼食・トイレ) → 小

笠原長清の五輪塔 → 八代家住宅 → 三嶋神社 → 宇波刀神社 → 明野総合支所

(トイレ)

・距 離：１４ＫＭ位です。

・集 合：ＪＲ韮崎駅 9時 40分

上り 小淵沢駅8：58→長坂駅9：05→日野春駅 9：11→穴山駅 9：15→韮崎駅9：23

下り 塩山駅8：39→山梨市駅8：46→石和温泉駅 8：52→甲府駅 9：16→竜王駅9：21→

韮崎駅9：30

・解 散：明野総合支所 15：30予定です。

※帰りは、山交バス利用します。

山交バス 明野総合支所発16：18→韮崎駅16：40 （運賃４４０円／一人）

    万一、定員オーバーで乗車できなかった方には、韮崎駅まで担当者が車で送ります。

・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・その他

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

・その他：（御牧）を詠んだ紀貫之（きのつらゆき）の歌詞について

     みやこまでなつけてひくは小笠原 辺見の御牧の駒にや有らん

    地方から都へ運ばれてくる数多くの馬の中で、ひときは見立つ、たくましい馬を

みて、歌人・紀貫之が、（あの馬は茅ヶ岳の麓の辺見の御牧で育った馬ではない

か・・・）と感動して詠んだ和歌です。

     

■5月 12日(水) 月例会 韮崎市民交流センター(ニコリ) 1階第 5会議室 10：00

■5月 17日(月) 秩夫横道三十四観音霊場めぐり・第 3回
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■5月 19日(水) 鏝絵巡りシリーズ第9回

■5月 26日(水) すずらんの里巡りウォーク(笛吹市芦川町）

まだ肌寒い 3月の初めに、冬景色のすずらんの里の下見にいってきました。誰ひとりとして

逢わない静かなウォーキングになりました。御坂山系に囲まれた、すずらん群生地に辿り着

くと白樺の白い肌の木々が辺りの景色に溶け込んだ静寂な高原の風景に出会うことができま

した。すずらんの群生地は、ちなみに標高１３００メートルあります。

帰りには、ぶらりと坂道を下りながら昔懐かしい兜造りの家並みと、きれいに積んだ見事な

石垣を見ながら終着地の直売所に着きました。お店の人懐っこいおばさんは、すずらんの花

の見頃を迎えるのは、5月の末頃と親切に教えてくれました。今から楽しみにしています。

すずらんの群生地にて すずらんの花です

・コース：芦川直売所(トイレ) → すずらん群生地(昼食・トイレ) → 兜造りの街並み散策・

上芦川諏訪神社・大ケヤキ→芦川直売所（トイレ）

・集 合：芦川直売所（〒409-3701・笛吹市芦川町上芦川679-1）駐車場あります。10：30

・解 散：15：00頃になります。

・距 離：12Km位です。

・参加費：会員300円、 一般 500円

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

・担当者：田中哲夫(090-4927-5044) 伊藤 清(090-5331-3173）

※集合場所迄は、距離があります。十分に運転に注意して来てください。

※北杜市の方面の方で、直接集合場所に行けない方は、穴山駅前、9：00 集合して下さい。分

乗していきます。お一人1000円になります。

分乗は申し込みになります。田中に申込願います。（5月 25迄、受け付けしています。

定員 12名になりましたら、締め切らせてもらいます。）
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■5月 28日(金) ぶらり中山道・薮原宿から木曽福島宿

お待たせ致しました。ぶらり中山道バスウオークの旅、再開です。ただし今後のコロナ

の状況によっては延期になる可能性がありますので、ご承知置き下さい。状況はなるべ

くこまめにＨＰにてお知らせいたしますが、ＨＰを見られない方は必ず出発前に担当の

多賀まで確認の連絡を入れて下さい。

バスウオークですので事前予約が必要です。詳細は今のところ以下の内容までしか決ま

っておりませんが、申し込みは受け付けていますのでどうそお早めに。

・距 離：17キロ 少し長めですが、風路和子さんと下見をしてきました。和子さんがハ

ナ歌を歌いながら楽に歩けたので、どなたも大丈夫だと思います(^^;) 基本緩やかなく

だり坂が続く平坦な道です。

・概 要：コース詳細は来月号までお待ちください。もう一度下見をしてご報告を致します。

・昼 食：道の駅日義木曽駒高原のレストランにて各自自由に。お弁当持参でも無料休憩所が

ありますので、そこで食べられます。

・歩くコース：きそむら道の駅（薮原宿）～ＪＲ木曽福島駅（木曽福島宿）

・バスコース：穴山駅（7：50）⇒長坂ローソン前（8：10）⇒小淵沢駅（8：30）⇒中央自動車

道⇒伊那ＩＣ下車⇒権兵衛トンネル⇒きそむら道の駅（10：30頃）

（復路 木曽福島駅より同コース 穴山着予定 19：00頃）

※申込時に乗車希望地（穴山駅・長坂ローソン前・小淵沢駅）を明記して下さい。

・距 離：約17km

・自家用車で参加の方の集合 きそむら道の駅 10：15頃集合

帰路は木曽福島駅からきそむら道の駅までバス乗車一人￥1.000で可能です（人数制限あり）

・参加費：会員 300円 一般 500円

・バス代金：会員4.000円 一般￥4.500

・持ち物：軽食 飲み物 ウオーキングダイアリー 保険証 雨具

・担当者：多賀純夫（090-8857-2864） 進藤律子（090-8948-2017）

・申込み：「バス乗車地」と「携帯番号」をお知らせ下さい。メールでもFAXでも構いませ

     ん

・現地集合の方は帰りのバス（約17ｋｍ￥1.000）希望か否かを明記してください

（人数制限あり）

メール taga-ya@pairhat.jp （多賀）

FAX  0551-32-6877 （多賀）

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

【2021年 6月の行事詳細】

■6月 7日(月) 秩夫横道三十四観音霊場めぐり・第 4回

■6月 9日(水) 定期総会

■6月 14日(月) 甲斐のむかし道・小尾街道巡りウォーク(4)

■6月 18日(金) 美し森・山野草ウォーク


