--- 第４期 3 号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報

平成 1４(2002)年 10 月吉日

横浜ウォ－キング協会並びに湘南藤沢ウォ－キング協会の皆様と歩いたウォ－キングも、おか
げさまで楽しく終了することが出来ました。参加された方々からお礼の言葉や喜びの言葉を沢
山頂いております。ご協力頂いた会員の方々には 御礼申し上げます。年々ウォ－キングの輪が
広がっていき、とても素晴らしいことだと感じています。
NHKＢＳ２の生放送出演も好評だったようです。出演者一同「もう一度こういうのないかしら」
と張り切っております(^̲^;)。
そろそろ来年のスケジュ－ルを組む時期です。皆様からのご提案をお待ちしております。今号は
その話題を巻頭記事と致しました。まずは勝手な 事務局の「案」を表にしてみましたのでご覧
下さい。
■２００３年 八ヶ岳歩こう会・年間スケジュ－ル(案)
1 月 14 日(火) スノ－シュ-：まきば公園(雪の状況によっては大泉スキ－場へ) 渡邊
1 月 19 日(日) スノ－シュ－：滝沢牧場(雪の状況によっては大泉スキ－場へ) 平井
1 月 26 日(日) 初詣ウォ－ク/酒折の宮～甲斐善光寺～甲府駅⇒要害温泉
新年会(バス送迎) 河野・田中
2 月 5 日(水) スノ－シュ－：飯盛山 多賀
2 月 13 日(木) わが町ウォ－ク/「早春の地蔵道Ⅱ」(小淵沢)下見 市川
2 月 16 日(日) 七賢蔵開き 田島
2 月 19 日(水) わが町ウォ－ク/「梅の里」(敷島)下見 進藤(律)
2 月 23 日(日) スノ－シュ－：大泉清里スキ－場 多賀
3 月 1 日(土) わが町ウォ－ク/「梅の里」(敷島)本番 進藤(律)
3 月 6 日(木) スノ－シュ－：入笠山 多賀
3 月 11 日(火) わが町ウォ－ク/「早春の地蔵道Ⅱ」(小淵沢)本番 市川
3 月 16 日(日) スノ－シュ－：美ヶ原 池田
3 月 20 日(木) わが町ウォ－ク/「信玄堤」(竜王) 進藤(律)
4 月 9 日(水) オオムラサキ遊歩道(湘南ふじさわＷ) 合同ウォ－ク 多賀
4 月 10 日(木) 新府桃の里(※朝日カルチャ－センタ－・湘南ふじさわＷ)合同ウォ－ク 平井
4 月 13 日(日) 花見ウォ－ク/宮沢邸または堀内柳南邸の桜 小宴付き 宮沢
4 月 22 日(火) わが町ウォ－ク/徳島堰と将棋頭(白根) 内海
4 月平日 彩の国ウォ－ク/蓮田市歩こう会の例会に参加 宿泊付き 多賀
5 月 7 日(水) 蓼科棒道と八子ケ峯 多賀
5 月 15 日(木) 野辺山高原とやまなしの木 平井
5 月 18 日(日) 歴史をたずねて(武田軍と山本勘助) 多賀
5 月 27 日(火) わが町ウォ－ク/大泉 はかば亭小宴 藤本
6 月 1 日(日) 信玄棒道と湧水の里ウォ－ク大会 ＪＷＡ公認大会 多賀
6 月 2 月(日) 大会クリ－ンウォ－ク・反省会・総会 懇親会付き 渡邊
6 月 10 日(火) 花見ウォ－ク/つつじとズミの花咲くこみち(別名妖精の道) 平井
6 月 16 日(月) 小海線沿線シリ－ズ/日本一の白樺林(八千穂高原) 三枝
7 月 3 日(木) 美し森～天女山(※朝日カルチャ－センタ－)合同ウォ－ク 多賀
7 月 8 日(火) 番外/夏山に挑戦(飯盛山) 三枝
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7 月 27 日(日) 第二回ブル－ベリ－とオオムラサキの里ウォ－ク大会 ＪＷＡ公認大会 田島
8 月平日 番外/夏山に挑戦Ⅱ(日向山) 平井、内海、宮沢、他
9 月平日 ふるさとの川シリ－ズ/釜無川(山口素堂を訪ねて) 田島
9 月土日 三社まいりウォ－ク 多賀
9 月平日 八ヶ岳歩こう会初挑戦ロングウォ－ク４０km 渡邊
10 月 4～5 日 清里ツ－デ－ ＪＷＡ公認大会 多賀
10 月 8～9 日 八ヶ岳高原ウォ－ク(※湘南ふじさわＷ) 合同ウォ－ク 平井
10 月 19 日(日) 河口湖ツ－デ－参加 バスで参加
田中(文)
10 月平日 里山の秋を満喫 市川
10 月平日 北八のトロッコ軌道 多賀
11 月 8 土「八ヶ岳の日」クリ－ンウォ－ク・えほん村周遊棒道５キロ多賀
11 日曜 三郎社２０キロウォ－ク(樫山) 大柴
11 平日 小海線沿線シリ－ズ 三枝
11 平日 みかん狩りウォ－ク(湘南ふじさわＷ例会に参加) バス・宿泊付き 平井
12 土曜 サンタウォ－ク 多賀
12 平日 街道シリ－ズ/北国街道「海野宿」 多賀
12 日曜 スノ－シュ－ 多賀
12 平日 納会ウォ－ク/写経と１０８つの鐘(高福寺) 納会付き 宮沢
◎以上のたたき台をもとにご検討下さい。１１月中には少なくとも上半期(６月まで)のスケジュ
－ルを確定したいと思います。
◎勝手に「担当」とされてしまった方、すみません。又、担当に指名されなかった方、すみません。
あくまで「たたき台」ですので、どなたもどうぞご意見・ご提案をお願いいたします。
◎なを、前回の総会で例会は「例会作成委員会」の責任となっております。三枝さん、堀内さん、
市川さん、宮沢さん、内海さん、渡邊さん、田中(志)さん、多賀です。が、他の方のご提案も積
極的にお願い致します。ご提案は多賀までお寄せ下さい。
◎提案はタイトル名、実施日時、集合場所、集合時間、解散場所時間、大体のキロ数などをお知ら
せ下さい。コ－スの詳細は後回しでかまいません。
◎又、「他協会との交流ウォ－ク」及び「宿泊を伴うウォ－ク」は「特別例会」と位置づけられ、
その立案と交渉は「特別例会委員会」の平井さん、市川さん、田中(文)さん、藤本さんの４名の
方々が中心となってまとめることとなっております。 が、勿論他の方々のご提案も大歓迎です。
そちらの提案やご意見は平井さんにご連絡下さい。
◎歩け新聞や町の広報等への記事投稿は広報宣伝委員会の仕事となっております。田島さん、中山
さん、藤本さん、田中(健)さん、多賀が委員です。記事は少なくとも２ケ月前には投稿しなけれ
ばならないので、コ－スを担当されたかたは、実施の２ケ月前までには実施要綱をまとめ、田島
さん又は中山さんまで送って下さい。
■河口湖もみじマ－チ １０月１９日(土)
・集合場所/長坂町オオムラサキセンタ－ ７：３０集合
・長坂レンタカ－バスを利用します。 １０キロコ－スに参加します
・スタ－ト＆ゴ－ルは大池公園です。受付開始９：００ スタ－ト１０：００です。
■八ヶ岳歓迎ウォ－ク １０月１９～２０日
・東京、埼玉他から歩く仲間が八ヶ岳を歩きに来られます。
・渡邊さんの講習会同期生の皆さん方が中心です。
・河口湖ツ－デ－と重なりますが、もし一緒に歩ける方、渡邊さんに連絡して下さい
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■野口健講演会とクリ－ンウォ－ク １０月２２日(火) 別紙参照
・棒道イヤ－ラウンドコ－スの下見と重なりますが、クリ－ンウォ－クと致します。
・20 キロはちょっと・・、という方に５キロのクリ－ンコ－スも用意しました。
・野口健さんはどちらにも同行しません。
・是非夜の講演会にご参加下さい。無料です。
■棚田と古民家の山里をたずねて １０月２４日(木)
・「八ヶ岳南麓景観を考える会」の主催です。ガイド付きです
・集合場所 ＪＲ小淵沢駅 １１：００(解散同１６：００)
・距離 １２キロ
・参加費 ５００円
・ガイド 中村光次(建築家)
■八ヶ岳の日クリ－ンウォ－ク １１月８日(金)
１１月８日は「いいやつ八ヶ岳・八ヶ岳の日」です。当会では毎年クリ－ンウォ－クを行ってい
ますが、今年は「ブル－ベリ－とオオムラサキの里」イヤ－ラウンドウォ－クの５キロコ－ス
を歩きます。
・集合 オオムラサキセンタ－ １０：００ 解散同１２：００
・持ち物 軍手、ゴミ袋、弁当、水筒
■狐火ウォ－ク １１月９日(土)
今年４月に行って好評だった「旧堀内柳南邸の桜鑑賞ウォ－ク」。歩くコ－スは同じですが、今
回は堀内邸にて、長坂に伝わる伝説「おちょんぼり山のきつねっぴ」の「語り」を 聞きます。
えほん村の松村さんが演じてくれます。お楽しみに。
・集合 長坂駅１０：００ 解散同１４：００
・距離 ６キロ
・参加費 ５００円(柳南邸使用料)
■湯河原みかん狩りウォ－ク(１泊ウォ－ク) １１月１４(木)～１５(金)
・湘南ふじさわウォ－キング協会主催の例会に参加します。
・詳細は別紙をご覧下さい。
・申し込み制ですので、参加希望者は事務局まで連絡をお願い致します
・予算概算 宿泊代１万２千円 バス代金一人１万 ウォ－ク参加費８００円(みかん狩り込み ・
特別料金です)
■がんまるさんウォ－ク １１月２４日(日)
・小淵沢の民話「がんまくさん」から拾ったおもしろいエピソ－ド。高福寺の方丈さんにもお話を
伺います。
・集合 小淵沢駅 １０：００ 解散 同１２：３０
・距離 ６キロ
■海から一番遠い地点へ １２月５日(木)
・日本国内の陸地で「海から一番遠い地点」はどこでしょうか、北海道旭川？帯広あたり？いえい
え、思いがけないところにあったのです。その地点までＧＯ！
・このウォ－クは６月に一度企画されましたが豪雨のため中止されました。今回みなさんからの
熱いリクエストに応え、
「小海線沿線ウォ－ク担当部長(^̲^;)」の三枝さんが、動いてくれまし
た。感謝です。
・野辺山駅９：００集合 同１９時ごろ解散。
・帰路「海から一番遠いすし屋」に寄って小宴を開きましょう。
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・距離 5 キロ
■クリスマスウォ－ク サンタが町にやってきた １２月１４日(土)
・今年の冬清里はノルウェ－大使館と提携し、１２月の１ヶ月間「ノルウェ－クリスマス」を展開
します。その一環として１４日(土)に、キ－プ協会「自然学校」(清泉寮通り清里駅寄り)にて「ノ
ルウェ－大使館の皆さんとの交流パ－ティ－」を行います。このウォ－クはサンタの格好をして
歩き、清里を練り歩いて、パ－ティ－会場に突入して会場を盛り上げようというものです。
・お遊びの要素の強いウォ－キングですが、国際親善に一役かうつもりで、お子様や友人も誘って
ご参加下さい
・サンタの衣装は出来れば自分で調達してください。なるべくユニ－クなサンタが登場してくだ
さることを期待しています。
・１０００円程度でユニクロかおもちゃ屋で調達出来る安いモノでよければサンタ衣装は事務局
でも用意します。あらかじめ電話下さい(有料です)。
・集合 清里キ－プ自然学校 １１：３０ 解散同１４：００
・なを、１４：００から始まるパ－ティ－参加費は未定ですが２５００円程度。参加不参加自由で
すが、こちらはあらかじめ申し込んでください。
■早くも１０月の半ばとなりました。会報も次号が「納会ウォ－クのお知らせ」と「初詣ウォ－ク」
のお知らせの号となるでしょう。１年があっというまに過ぎていきます。なかなか思うように会
の運営が出来ませんが、ウォ－クの会は「普段の楽しい例会」が基本です。是非皆様方のアイデ
アで、面白いテ－マ、素敵な道、楽しい例会、を演出して下さい。来年こそそういう例会で一杯
になるよう期待しております。
■理事会のお知らせ
１１月１１日(月) １０時ペアハット
１２月２日(月)
１０時ペアハット
・理事会はどなたも出席できます。
■事務局よりお知らせ 「風の又三郎その後」
・当会では高根町樫山の「風の三郎社」の発見から、繰り返し三郎社ウォ－クを行ってまいりまし
た。宮沢賢治と八ヶ岳をつなぐ細い糸をたどって、色々な検証を試みております。その間、地元
の方々が堰沿いの道の舗装化計画を撤回してくださったり、組合長がウォ－クの先頭に立って
地域のお話をしてくださったり、 又、日吉神社の「筒粥神事」に招かれたりと、多くの交流が
ありました。又、萌木の村のホテルハットウォ－ルデンでは「風の又三郎」の人形劇を毎年行う
よになりました(今年は「銀河鉄道の夜」だそうですが)。そして４ケ町村で行われる「八ヶ岳高
原ことばの学校」で高根町は毎年「風の又三郎」をテ－マにして講師を呼ぶようになりました。
・あちこちに反響が広がっておりますが、この動きがついに「宮沢賢治学会」の重鎮松田司郎さん
に伝わりました。今年事務局とえほん村が１１月に行うささやかなイベントに来てくださいま
す。 このことは「宮沢賢治学会」が近い将来八ヶ岳で開かれるだろうということを意味します。
松田司郎さんもそのつもりで来てくださいます。
「賢治学会」がどこで開かれようとあまり関心
がない、という方には申し訳ありませんが、事務局はかなり興奮しております(^̲^;)
・民話や伝説、歴史や文学などを親しく感じながら歩くことも一つの私たちの会の目的です。ひょ
んなことから始まった「宮沢賢治と八ヶ岳の関係の追及」が、
「賢治学会の開催」という形で実
を結べばこんな嬉しいことはありません。私は八ヶ岳を「賢治の第二の故郷」と呼びたいくらい
です。
・最後の一押し、という感じで、この１１月行う「宮沢賢治の朗読会」には是非皆様の参加をお願
い致します。松田司郎さんに熱気を伝えたいと思います。
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・朗読は去年から力を貸してくださっている「おつきゆきえ」さんです。
・第一回目 １１月１６日(土) 小渕沢えほん村
１４：３０～ 席料５００円
ファミリ－向きの賢治の面白いお話ばかりを集めました。
・第二回目 １１月２３日(土)
１４：３０～おつきゆきえ「風の又三郎」 席料５００円
１９：３０～松田司郎「賢治の世界 イ－ハト－ブより」
受講料５００円
松田司郎さんの十八番「風の又三郎の映写とお話」も飛び出す予定です。
----------------------------------------------------------------------------------------------計画一覧
10/19(土) 河口湖ワンデ－参加 7：30 オオムラサキセンタ－集合 バス利用(予約制)
10/22(火) 棒道通年ウォ－ク (兼・クリ－ンウォ－ク) 平井
同上 高根歴史の道 (参考) (兼・クリ－ンウォ－ク)
同上 登山家「野口健・講演会」 18：00～19：30 清里 多賀
10/24(木) 棚田と古民家の山里を訪ねて 11：００ＪＲ小淵沢駅 同 16：00 桑田
11/8(金) 八ヶ岳の日クリ－ンＷ オオムラサキセンタ－10：00
11/9(土) 狐火ウォ－ク(朗読付き) 10：00 ＪＲ長坂駅 同 13：00 多賀
11/11(月) 理事会 10：00 ペアハット
11/14～15 湯河原みかん狩り 1 泊Ｗ 湘南ふじさわＷ協会の例会に参加 平井
11/16(土) 番外 宮沢賢治朗読会 えほん村 14：30
11/23(土) 番外 同上と松田司郎講演会 えほん村 14：30、19：30
11/24(日) がんまるさんウォ－ク 10：00 小淵沢駅 同 12：30 多賀
12/2(月) 理事会 10：00 ペアハット
12/5(木) 海から一番遠い地点へ 9：00 野辺山駅集合 三枝
12/14(土) クリスマスウォ－ク・サンタが街にやってきた。
サンタの衣装を着て歩いてください。(Ｘマスパ－ティ－付き)
-------ＦＡＸ 0551-32-6877 事務局 多賀------１)湯河原みかん狩り １１月１４～１５
参加

不参加

２)クリスマスウォ－ク パ－ティ－(１４：００から)
参加

不参加

サンタ衣装用意
事務局に依頼

自分で調達

３)来年度年間スケジュ－ルに関して なんでもどうぞ
お名前
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