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八ヶ岳歩こう会

会報

2021/04/30

■事務局から
◎6 月は別紙案内のように定期総会を開催致します。コロナの状況にもよりますが、距離を空
けて座れる広い会場を借りましたので、今のところ開催可能と考えております。予定を空け
ておいて下さるようお願いいたします。万一中止となった場合は HP 又はハガキにてお知ら
せ致します。中止になる場合としては山梨県下に緊急事態宣言が発令された場合等が挙げら
れると思いますが、その他何が起こるか分からないので予断を許しません。直前の中止判断
となる場合もあるかもしれませんのであらかじめご了承下さい。
-----------------------------------------------------------------------------------【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
※参加資格：八ヶ岳歩こう会会員及び会員同伴者

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)

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
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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。
・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
※参加資格：八ヶ岳歩こう会会員及び会員同伴者
第 3 回目は距離も約９km と短く、全く起伏のない平坦な道です。下見時に雲光寺さんの氏
子総代の方とお会いし、ちょっと謎だった木魚を見せていただき、叩かせてももらいました。
また素晴らしい天井画も見せていただきました。本番でも見せていただけるようお願いして
あります。知足院では住職さんとお話しし、今回の霊場巡りで初めて霊場をご存じの住職さ
んにお会いしました。本番でもお話をしていただけるようお願いしてあります。という事で
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とても有意義なウオークになると確信しています、ぜひ多くの方のご参加をお待ちしていま
す。
・コース：東山梨駅(トイレ) → 寶積寺(1 番) → 雲光寺(33 番) → 慈念庵(29 番) → 知足院
（30 番、昼食、トイレ）→ 円通寺(22 番) → (清白寺) → 山梨市駅(トイレ)
・距 離：約９Km
・集 合：東山梨駅 9 時 50 分
上り 小淵沢発８：２１ 甲府乗換 東山梨着９：４１
下り 大月発 ９：０９ 東山梨着 ９：４２
・解 散：東山梨駅 １４：３０頃
・参加費：会員 300 円 非会員 500 円
・持ち物：昼食、飲み物、雨具、ウオーキングダイアリ（会員のみ）、保管証、マスクなど
・担当者：大嶋俊壽 小塚敏夫 進藤律子 ※体調不良につきリーダーが変更になりました。
・その他：清白寺は三十四霊場には入っていませんが、時間に余裕があれば訪れたいと思って
います。
■5 月 19 日(水) 鏝絵巡りシリーズ第 9 回：原村菖蒲沢・払沢地区の鏝絵巡り
※参加資格：八ヶ岳歩こう会会員及び会員同伴者限定
八ヶ岳連峰から西になだらかに傾斜する原村は、標高 1,000ｍを中心として森林と農用地が
広がる自然豊かな村です。東には八ヶ岳、北に霧ヶ峰高原、北西はるか向こうは北アルプス、
南には甲斐駒ヶ岳を望み、村のどこにいても四季折々の素晴らしい景観を体感できます。
人々は昔から高冷地での農業に苦労し、漆喰壁の米倉を建て、各家の願いを込めて「鏝絵」
を施していました。個性豊かな鏝絵の点在する風景が原村の魅力のひとつでもあります。
今回は中央線青柳駅から広大に広がる農用地をはさんで原村の玄関口：菖蒲沢地区、役場・
学校・図書館・スーパーなどが集まる原村中心部の払沢地区の鏝絵を巡ります。数々の鏝
絵に加え、きれいに刈り込んだ蔵をすっぽりと覆う防風生け垣もまた蔵の街に彩りをそえ、
蔵を大切に守ってきたこの地の人の心をうかがうことができます。
緑と光あふれる田園風景をたのしみながら、宝さがしの気分で原村の鏝絵を巡ってみません
※新型コロナの感染状況によっては中止します。また天気予報で降水確率 50％以上のときは
中止します。中止の場合はホームページにて連絡しますので、前日午後５時以降にホームペ
ージをご確認ください。
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・コース：青柳駅（トイレ）－菖蒲沢（鏝絵 4 件）－室内公民館－図書館前公園（昼食・トイ
レ）－払沢（鏝絵 11 件）―原村役場（トイレ）－判ノ木－青柳駅（トイレ）
・距 離：約１５ｋｍ
・集 合：青柳駅 ９時３０分
（甲府 8:16→韮崎 8:29→穴山 8:36→長坂 8:55→小淵沢 9:02→青柳 9:17）
・解 散：青柳駅 １５時（予定）
（青柳 15:10→小淵沢 15:38→長坂 15:45→穴山 15:56→韮崎 16:04→甲府 16:18）
・参加費：会員 300 円 一般 500 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：小澤 久
村松光比古
・その他：標高差約 150ｍで、スタート地点から昼食場所に向かっては上り、帰りは下りとな
ります。青柳駅から原村の台地に上がるまでのしばらくは急な上り坂、帰りには一部
未舗装の林道も歩きます。
■5 月 26 日(水)

すずらんの里巡りウォーク(笛吹市芦川町)

すずらんの群生地にて

すずらんの花です

※参加資格：八ヶ岳歩こう会会員及び会員同伴者
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
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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。
・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。)
■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：18 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：先日の下見の結果を報告します。昼食場所ですが、やはり大勢が入る蕎麦屋等が適
当なコース上にありませんでした。予定通り道の駅での自由昼食となりますが、到着時間
が 13：30 頃になるかと思います。お腹がすくと思いますので、途中の休憩時に「ちょっと
したモノをお腹にいれる時間」をとります。各自「ちょとしたモノ」をご持参ください(途
中のコンビニで調達も可能です)。お昼までの距離が 12ｋｍ、お昼からの距離が 6ｋｍで
す。バスはお昼の場所で待機しています。道は本当に平坦又は緩やかな下りが基本ですの
でご安心を。水の美しい木曽川沿いの街道を歩きます。木曽義仲と巴御前の活躍したエリ
アでもあり、ロマンたっぷりの風景が続きます。お楽しみください。
・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。
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・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。
・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 小淵沢生涯学習センター 10：00
■6 月 11 日(金) 美し森・山野草ウォーク(雨天の場合は滑りやすいので中止します。)
参加資格：八ヶ岳歩こう会会員及び会員同伴者
八ヶ岳中信高原国定公園 美し森展望台(標高 1542 メートル)からの眺めは素晴らしいです。こ
の時期に咲く花々が皆さんを出迎えてくれることでしょう。自然遊歩道をユックリ歩きます。
天然記念物のオオヤマツツジは枯れてしまいましたが、八ヶ岳のすそ野に咲く山野草やツツジ
は楽しめると思います。今回、下見で見つけた滝に感動、川俣渓谷を何度か歩いていた私も知
りませんでした。その滝もご案内します。林道から川俣川を渡り、新緑の中を進みます。県営
牧場散策路からの眺めも素敵ですよ、今の時期なら放牧されている牛達にも会えるかもしれま
せん。お天気に恵まれるといいですね。
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・コース：美し森駐車場(トイレ) → 美し森展望台 → 羽衣の池 → 川俣川(昼食) → 県営牧
場内散策路 → 林道 → 美し森駐車場(トイレ)
・距 離：約 9.5kｍ
・集 合：美し森駐車場 10:00 〒409-1501 山梨県北杜市大泉町西井出 8240-1
・解 散：美し森駐車場 15：30 頃
・参加費：会員 300 円 一般 500 円
・持ち物：お弁当 飲み物 雨具 ダイアリー 保険証
山道を歩くのでトレッキングシューズを履いて来て下さい。ストックをお持ちの方
はご持参ください。
・担当者：小林光修(090-4676-2067) 市川富美子
■6 月 14 日(月) 甲斐のむかし道・小尾街道巡りウォーク(４) (明野総合支所〜根古屋神社)
※参加資格：八ヶ岳歩こう会会員及び会員同伴者

大嶽山神霊の碑と百番観音

根古屋の大ケヤキ

第４回は、コースの前半においては、視界が大きく広がった明野町の上手より浅尾新田及び
浅尾にかけて、茅ヶ岳西麓の丘陵地帯のウォーキングになります。
正面に見える八ヶ岳は、裾野まで広げた優雅な姿をみせてくれます。左手には、甲斐駒ヶ岳
はじめ南アルプスの名高い山々は、個性のある素晴らしい姿をみせてくれます。
特に、真冬の晴れた日には雪を深くかぶった山々の姿は、富山湾の沖合より眺める北アルプ
スの劔岳・立山連峰に劣らない美しい姿を見せてくれます。後半にかけては、山間に囲まれ
た須玉町、小池平に仁田平を抜けてゴールの根古屋集落に入ります。小池平と仁田平の集落
は、山間部にありながら地名は平の字になっています。不思議です。
足元に目をやると江戸時代に造ったと言われている、二つの代表的な堰と呼ばれる用水路が
見ることができます。隣の江草八巻から引いた朝穂堰、もう一つは塩川から引いている両村
堰になります。明野より穂坂に至る広い地域の人達に恩恵を与えています。先人たちが、水
不足に常に悩まされて大変な苦労して堰が造られた歴史に思いを馳せながらのウォーキング
になります。
途中、県道２３号(穂坂路)の一部を通リます。道幅が狭く歩道が少なく、車の往来が多いコ
ースになります。お互いに注意して楽しいウォーキングに努めていきます。
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・コース：明野総合支所(トイレ)→大獄山神霊の碑と百番観音→浄居寺(トイレ)→大福寺(昼
食・トイレ)→浅尾池の下の供養塔群・道標(左江草・右やま道)→三嶋神社(お筒粥
の神事)→浅尾発電所→根古屋神社・大ケヤキ(トイレ)
・距 離：12KM 位。
・集 合：10：00 明野総合支所、北杜市明野町上手 5219-1 TEL0551-42-1112
車で乗り合わせて参加される方、韮崎駅前 9：30→明野総合支所
解散後、根古屋神社→韮崎駅 送迎になります。
予約制、12 名、6 月 11 日まで、(往復、一人/1000 円)担当、田中迄に連絡ください。
車で参加される方は、明野総合支所に駐車します。極力、隅の方に駐車します。解散後、根
古屋神社にて 3 台〜4 台の車に乗り合わせて、明野総合支所に送ります。担当：小林光修
・解 散：根古屋神社 15：00 頃
・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)
・その他：根古屋の大ケヤキについて、二本の大ケヤキの巨樹が、ゴール地点の根古屋神社境
内にあります。それは見事です。芽吹きの遅速によってその年の田畑の豊凶を占うそうです。
国指定の天然記念物になっています。
-----------------------------------------------------------------------------------【2021 年 7 月の行事詳細】
■7 月 7 日(水) 月例会
■7 月 16 日(金) ぶらり中山道
-----------------------------------------------------------------------------------【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
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