--- 第 3 期 ９号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報

平成１４(2002)年５月１日

G/W に突入し会報がやや遅れ気味となりました、すみません。
先月は日程変更や、蓮田市歩こう会の歓迎ウォ－クとそれに重なってしまった YBS の「ふるさ
とウォ－ク IN 長坂」などいろいろご迷惑をおかけいたしました。おかげさまでどれも大勢の皆様
の参加によって楽しく盛会のうちに終わらせることが出来ました。ありがとうございます。
今月も一つ予定から消えたものがあります。野辺山の「やまなしの木」を訪ねるウォ－クです。
桜や桃が異常に早く咲いた今年の気象ですが、野辺山の「やまなしの木」にも異変があらわれまし
た。例年なら５月中旬～下旬頃に見頃になる花が今年はどうやら G/W 頃になるだろうというので
す。ちょうどこのお知らせが届くころでしょうか・・。ちょっと忙しいので例会から外しました。
野辺山の山桜や八重桜はこれからだと思われますので、カラマツの芽吹きと合わせてちょうど景
色の良い頃でしょう、皆さんで訪ねてみては如何でしょうか。
--------------------------------------------------------------------------------------------------■第一回八ヶ岳高原わんわんウォ－ク（再掲）
・先月号でもお知らせ致しましたが、ワンちゃん連れでなくとも参加出来ます。イヌが嫌いな方
以外はどうぞご参加下さい。
・日時 ５月１２日（日） ９：３０～１２：００
・場所 泉郷ワンワンパラダイス
・ワンちゃん連れの場合はあらかじめ申し込んで下さい。
■新緑の三味線滝
・久々の三味線滝です。県による「八ヶ岳の森」つくりが進んでいますが、進行状況を見に行き
ましょう。観音平～三味線滝～天女山～美し森を結ぶハイキング道は現在貫通しており、歩行
可能です。ただ、整備は終わっていませんので、所々足場も悪く、案内看板も不十分ですから
一人で歩くのは危険です。ちなみに三味線滝～天女山間は約４時間かかり、非常にハ－ドなコ
－スです。将来的にトイレや展望台等が出来ない限りとてもウォ－キングコ－スとしては使
えません。今日は三味線滝へ行くまでの水辺コ－スと、天女山への分岐の確認しながら歩きま
しょう。
・日時 ５月１４日（水） １０：００～１４：００
・場所 小淵沢駅集合 車で三味線滝の登山口まで移動します。車で来る方は町の駐車場等に
いれず、駅前の道路（駅を背にして右側の道路）に止めておいて下さい。三味線滝の登山口を
ご存じの方は直接そこへ集合してもかまいません。公園道路の「三ツ頭・権現岳登山口」を上
がっていったところです。１０：２０頃全員集合予定です。
・距離 ７キロ
・なを、ウォ－ク終了後「第一回ブル－ベリ－とオオムラサキの里ウォ－ク」についてミ－ティ
ングを行います。
■ブル－ベリ－とオオムラサキの里通年コ－ス
・先月 JWA の公認イヤ－ランドコ－スとなったコ－スを皆で歩きます。７月にはこのコ－スを
使って「第一回ブル－ベリ－とオオムラサキの里ウォ－ク」（JVA 公認）の大会を行います。
是非コ－スの詳細を把握しておいて下さい。２０キロ、１０キロ、５キロと３コ－スあります
が、５月は１０キロと５キロのテストウォ－クを行います。いずれもオオムラサキセンタ－出
発、同到着の周遊コ－スです。
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〔１０キロコ－スウォ－ク〕
・日時 ５月２０日（月） １０時オオムラサキセンタ－集合
・解散 同１４時 ・解散後大会の打ち合わせ会を行います（１５時まで）
〔５キロコ－スウォ－ク〕
・日時 ５月２９日（水） １０時オオムラサキセンタ－集合
・解散 同１２時 ・解散後大会の打ち合わせ会を行います（１４時まで）
■総会ウォ－ク（信玄の棒道と湧水の里通年コ－ス）
・マ－ブコブチサワ撤退以来懸案となっていました上記コ－スの通年コ－ス化と新基地の設定
ですが、ようやく先が見えてきました。基地はスパティオ小淵沢、それにともなうコ－スの変
更は平井さんが調査してくれています。今年の総会はこれを使って行います。ブル－ベリ－と
オオムラサキの里コ－ス同様２０、１０、５キロの３コ－スを設定します。総会ウォ－クは５
キロコ－スを使用します。ウォ－ク後総会と懇親会を行います。
・日時 ６月４日（火） スパティオ小淵沢９：３０
・距離 ５キロ 同到着１１：００（昼食・解散・入浴）
・総会 １２：３０～１４：００
・懇親会 １４：００～１６：００（要申し込み）
・総会ウォ－ク参加の方は、簡単な昼食をご持参下さい。懇親会が１４時からですので何も食べ
ないとお腹がすきます。ゴ－ル後自由に昼食＆入浴をして下さい。１２：３０に総会会場に集
合です。なを、懇親会参加の方は必ず事前にお申し込み下さい。
・申込先 歩こう会事務局 多賀０５５１－３２－５８８８
・総会議題 １）年次報告 ２）通年公認コ－スの件 ３）ブル－ベリ－とオオムラサキの里ウ
ォ－ク大会の件 ４）県ウォ－キング協会の件 ５）その他
・懇親会費 ３０００円（入浴代金３００円、飲み物代別）
・締め切り ５月２８日（火）
・なを、このコ－スの公認申請を年内には行います。来年には清里開拓の道と合わせて JVA 公
認通年コ－スが３つとなります。IVV パスポ－トをお持ちの方は手軽に距離や回数を増やせま
すので、ご利用下さい。
■ふるさと再発見ウォ－ク 白根編
・「さくらんぼウォ－ク」と名付けたいくらいの道を内海さんが計画してくれました。果樹王国
白根の一面の果樹園の中を歩きます。梅、スモモ、ぶどう、桃、そしてサクランボ。コ－ス後
半でサクランボ狩りも行います（希望者のみ）
。 この実り多い畑地になったのは先人の水の
苦労のおかげです。徳島堰など「水の歴史」も学びながら歩きます。
・日時 ６月１１日（火） ９：３０集合
・場所 御勅使南公園（別紙） 解散同１６：００
・距離 １６キロ
・サクランボ狩り希望者 ２０００円
■小海線シリ－ズ 臼田町編 （海から一番遠い地点）
・皆さんは「海から一番遠い地点」というとどこを想像しますか？北海道の旭川か帯広あたり？
或いは大雪山の山中のどこか？実は我が小海線沿線の町にあったのです。
・平成８年、国土地理院のコンピュ－タ－がはじき出した答えは、新潟県糸魚川から１１４．８
キロ、静岡県富士市田子の浦からも１１４．８キロの臼田町町営保養センタ－「湖月荘」から
南東約１９００米の地点でした。ここには現在「海から一番遠い地点」の標識が立てられてい
ます。
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・北海道内では石狩山地に海岸線から１０８．２米の地点がありますが、僅か６．６米の差で最
遠の地を内地に譲りました。
・今回はこの地点まで（かなり荒れた道を）歩きます。コ－ディネ－タ－は「八ヶ岳歩こう会小
海線シリ－ズ部会長(^̲^;)の三枝さんです
・日時 ６月１８日（火） ９：３０～１６：３０
・集合 野辺山駅９：３０・数台の車に乗り合わせて「湖月荘」へ出発。
・距離 ５キロ
・湖月荘から往復するので歩く距離は短いですが、かなりハ－ドです。山道、急登、岩石だらけ
の道、沢づたいの道等、整備されていない道を歩きます。雨の場合は道が川になるかもしれま
せん。
・湖月荘の入浴料３００円
・帰路時間があれば「海から一番遠い寿司や・と均」によってきましょう。
■高根町樫山・三社まいりの道
・「風野又三郎ウォ－ク」ですっかりおなじみになったコ－スを歩きます。
・日時 ６月２３日（日） １０：００
・場所 北甲斐亭
・距離 ６キロ
・なを、前日（２２日）に小淵沢えほん村で「宮沢賢治の朗読会」が開かれます。出演は「おつ
きゆきえ」さんです。昨年の「賢治トレイン－銀河鉄道２００１」にご参加くださった方には
おなじみです。走る小海線の中という悪条件のなか見事な「朗読」をして下さいました。子供
達が口をポカンとあけて、真剣な眼差しでおつきさんのお話にジッと聞き入っていた姿が忘
れられません。午後１４：００からの開演です。是非聞きに来て下さい。演目は未定ですが、
季節にふさわしい「カイロ団長」あたりにしてもらおうかと思っています。これは笑えます
よ。
・２３日は「おつきゆきえ」さんと一緒に歩きます。賢治専門に語りを始めてン十年のおつきさ
んに、果たして「風野又三郎の道」はどう映るでしょうか。楽しみです。
■第一回ブル－ベリ－とオオオムラサキの里大会
・大会日時 ７月１４日（日）
・詳細 別紙
・当会独自イベントとして初めての大会です。長坂町内の方々にはオオムラサキ祭りの準備等
でなにかとお忙しい時期だとは思いますが、極力多くの方のご参加をお願いいたします。今回
予算が無いなかで行いますので、皆様方の宣伝力、口コミ等に頼らざるを得ない状況です。身
近な方に是非お知らせ下さい。事務局としても機会をとらえて色々なお願いをさせていただ
きます。突然のミ－ティングなども行うこともありますがよろしくご協力を。
■JR 主催 駅からハイキング
・日時 ７月２０日（土）
・コ－ス オオムラサキ遊歩道
・詳細未定 近日中に JR 各駅にチラシが配布されます。
■夏休み特別企画--千曲川源流を訪ねて例年夏休みを頂いている八ヶ岳歩こう会ですが、それでは寂しいと会員の三枝さんが自ら計画
を練って下さいました。涼しいところを歩く企画ですので、甲府盆地で暑い思いをされている方
(^^;)如何ですか？ちょっと遠ければペンションで１泊どうぞ(^̲-)
・日時 ７月３０日（火） ９：３０～１６：３０
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・場所 小海線 信濃川上駅集合 車に乗り合わせて登山道入り口まで。
・距離 １１キロ（約５時間２０分）
・問い合わせ 三枝さん
--------------------------------------------------------------------------------------------------《他会主催・番外編 各種》
・歩くイベントも、そうでないイベントもあります。自由参加です。
※１ 須玉ツ－デ－ウォ－ク
日時 ５月１８（土）～１９（日）
問い合わせ先 ０５５１－４２－２１１１
※２ 第三回山中湖ぐるりんウォ－ク
日時 ６月１～２
問い合わせ先 ０５５５－６２－９９７７
※３ 清里～軽井沢間サイクリング
日時 ６月２日（日）
詳細 別紙
昨年実施した「清里～小諸間サイクリング」の拡大版です。今年はアメリカ大使館、カナダ大
使館の後援を得、実行委員長に元外務大臣の柿沢弘治を迎えました。軽井沢からは「しなの鉄
道」
「小海線」をそれぞれ団体専用列車をしたてて帰ってきます。このイベントは単に自転車
で走るだけでなく、将来的に軽井沢と清里が手を結び、様々な面で共同事業をを行って、日本
でも有数の観光ル－トにしようという目的を持っています。今回の自転車のイベントはその
きっかけにすぎません。
清里はポ－ル・ラッシュ博士の「清泉寮」、軽井沢はクロフト・ショ－博士の「記念館」がそ
れぞれの観光地の象徴です。牧師さんによって育てられた両町の気風は似たような顔を持っ
ています。２つの点を線で結べば何か楽しいことが出来そうです。
今年のクリスマスにはこの道（サイクリングで走る道）を「クリスマスロ－ド」と名付けて、
沿線の市町村を巻き込んだイベントを開催しようと計画が練られています。
そのうち「クリスマスロ－ド・ウォ－キング」も開催しないといけなくなるかもしれません
ネ。１００キロですけど皆さん歩きますか(^^;)
-------------------------------------------------------------------------------------------------《理事会のお知らせ》
※５月７日（火）・理事会 １０時ペアハット
※６月４日（火）・総会及び懇親会 １３：３０スパティオ小淵沢
・総会は当初６月３日（月）に予定していましたが、スパティオの清掃日にあたり、４日とな
ってしまいました。予定をあけておいて下さった方々、大変申し訳ありません。大勢のご参加
をお待ちしております。
※７月１日（月）・理事会 １０時ペアハット
--------------------------------------------------------------------------------------------------《追加のウォ－ク(^^;)》
・「甲府シティウォ－ク」
日時 ５月２１日（火） １０：３０～１２：００
場所 甲府駅前信玄像集合 １０：３０
距離 ５キロ
コ－ス 駅前信玄像～舞鶴城公園～長禅寺～かすがも－る他周遊
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コ－ディネ－タ－は甲府市在住の佐藤さんです。
甲府市内の空洞化が話題になっています。商店街は閑散としています。市はあの手この手で活
性化対策を練っています。空き家になった「かすがも～る」内の一軒を NPO が借りて、様々
な町おこしプランを模索していることは新聞等のニュ－スでご存じの方も多いかと思います。
当歩こう会の中山さんも NPO の一員としてがんばっておられます。先日中山さんに呼ばれて
私もその NPO の会議に出て参りました。この企画はその場で話が出たものです。
ヒトが歩いてない街を「歩いて楽しい街」にしたいという NPO の代表の声に応えて、とにか
く一回やってみましょうということで、協力を約束しました。
甲府の佐藤さん（非会員ですがよく例会に参加して下さいます）に趣旨を話し、コ－ス作成を
依頼したところ、昨日（４月３０日）出来ましたと連絡が入りました。さっそく NPO に伝え
本日（５月１日）実施日が２１日と決定されました。発行日にまにあってホッとしています。
地元八ヶ岳の活性化もままならない中、甲府の活性化のお手伝いになるかどうか怪しいもの
ですが、熱心な NPO の方々とコ－ス作成に協力して下さった佐藤さんの熱意に敬意を表して
歩きましょう。
--------------------------------------------------------------------------------------------------締め切り ５月２８日（火）
総会・懇親会（６月４日・火 13：30～16：00）

出欠表

◯で囲んで送って下さい

欠席します。

参加します。

氏名：
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