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--- 第５期 ４号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報           平成 1５(2003)年１０月１日

◆すっかり秋めいてまいりました。好天が続いています。思わず歩きたくなるいい季節になり
ましたね。今月もスケジュ－ルは盛り沢山です。当会主催でない行事も目白押しです。あわ
せて紹介致しますので、時間のある限り参加してみては如何でしょう。食欲の秋、読書の秋、
そしてウォ－キングの秋到来です。

-----------------------------------------------------------------------------------------------
【例会のお知らせ】

～※の付いているものは当会主催ではありません。募集要項等にご注意下さい～
～日付順に紹介いたします～

■※八ケ岳南麓・景観ウォ－ク(１２キロ)
概要/山並みと家並み、稲穂と蕎麦の花が美しい棚田など、南麓の景観をたっぷり楽しむ景観
ウォ－クです。今回は大泉の谷戸周辺を歩きます。
期日/１０月５日(日) 10：00～15：00
集合・解散場所/泉温泉健康センタ－駐車場(大泉中学校前)
参加費/500 円(当日参加可・当日徴収)
問合わせ/八ケ岳南麓景観を考える会

■※ふるさとウォ－ク 白州(１２キロ)
概要/YBS 主催のふるさとウォ－クシリ－ズです。雨天中止の場合があります。当日朝 YBS
ラジオのニュ－スでお知らせいたします(6：30、7：50 の２回)
期日/１０月５日(日) 8：00 受付。9：00 出発～16：00
集合・解散場所/尾白の森名水公園べるが
参加費/無料 当日参加可
問合わせ/白州町教育委員会

■八ケ岳高原ウォ－ク(湘南ふじさわウォ－キング協会歓迎ウォ－ク)
概要/毎年恒例の合同ウォ－クです。今年は清里の高原を歩きます。大型バス２台で１００名
くらいの参加があるということです。こちらも多勢でご案内いたしましょう。紅葉が見られ
るといいですね。
一日目/１０月８日(水) (８キロ)
集合/まきば公園 9：30→乗り合わせて美し森へ 10：00(合流)
コ－ス/美し森出発→羽衣池→展望台→天女山→まきば公園 14：30 着予定
二日目/１０月９日(木) (８キロ)
集合/丘の公園 9：30→乗り合わせて八ケ岳自然ふれあいセンタ－へ 10：00(合流)
コ－ス/ふれセン出発→川俣川渓谷遊歩道→吐龍の滝→清里現代美術館→丘の公園14：00 着
予定
二日目(10/9)雨の場合/10：00 オオムラサキセンタ－集合→オオムラサキ遊歩道を歩きま
す
担当/平井

■※甲州夢街道ウォ－ク(１２キロ・２０キロ)
期日/１０月１１日(土) 8：00 受付。9：00 出発
集合・解散場所/JR 勝沼ぶどう郷駅前 甚六公園集合出発→甲府商工会議所到着
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参加費/無料・当日参加可
問合わせ/夢街道事務局

■※ふるさとウォ－ク 甲府
期日/１０月１２日(日) 8：30～13：00(小雨決行)
集合場所/舞鶴城公園芝生広場
募集人員/500 名 定員となり次第締め切り 参加無料
問合わせ/甲府市役所観光課
お願い/もし参加される方はがいらっしゃれば、当日のコ－ス図を手に入れて下さい。当会で
甲府近辺を歩く時の参考にさせて頂きましょう(^̲^;)

■※八ケ岳・紅葉ウォ－ク IN サンメドウズ(６キロ １３キロ)
概要/従来清里ツ－デ－マ－チとして行ってきたコ－スです。経営母体が変わったため名前
を変えて行われることとなりました。ワンデイとなりましたが、コ－スの素晴らしさは変わ
りありません。八ケ岳歩こう会としても積極的に参加して、盛り上げたい会の一つです。皆
様ふるってご参加を！
期日/１０月１２日(日) 8：00 受付 9：30 出発～16：00 終了
集合・解散場所/サンメドウズ(清里大泉スキ－場)
参加費/大人 1000 円 高校生以下 600 円 リフト代含む・当日受付可
問合わせ/サンメドウズ

■※甲州夢街道ウォ－ク(９キロ・２６キロ)
期日/１０月１８日(土)
９キロコ－ス
集合・出発時間等/京王電鉄高尾山口駅前 10：00 受付→八王子着
２６キロコ－ス
集合・出発時間等/JR 藤野駅・藤野中学校 8：00 受付→八王子着
参加費/各コ－ス２００円
問合わせ/夢街道事務局

■※富士河口湖もみじマ－チ(５キロ・１０キロ・２０キロ・４０キロ)
概要/毎年ブル－ベリ－とオオムラサキの里ウォ－クに大人数で参加して下さる河口湖ウォ
－キング協会のメイン行事です。本来なら当会としてもバスを仕立てて参加したいところで
すが、なかなかそうも行かず残念に思っています。今年は自由参加と致しますが、一人でも
多くの参加がありますよう願っています。又、参加される方には当会の旗を持って行って頂
きたいと思いますので、事務局まで連絡を下さい。
期日/１０月１８日(土)～１９日(日)
参加費/１日でも２日でも２０００円
集合/河口湖町船津大池公園(ハ－ブ館前) 時間は参加キロによって異なります。
問合わせ/河口湖町中央公民館

■小海線沿線シリ－ズ ～大泉・紅葉の滝めぐり～(８キロ)
概要/リクエストウォ－クとでも申しましょうか。一度歩いて「紅葉の時期も良いんじゃな
い」という声があがり、三枝さんが若干手を加え「紅葉の滝めぐり」と題した素晴らしいコ
－スを作ってくれました。川俣渓谷の遊歩道～まきば公園～八ケ岳倶楽部～中止の滝などを
巡ります。足場が悪いので、靴はトレッキングシュ－ズでお願いいたします。
時間があれば八ケ岳倶楽部でお茶タイムなど(^̲^;)？
期日/１０月２１日(火) 9：45～15：00
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集合・解散場所/小海線大泉駅 9：45 集合→吐龍の滝駐車場まで移動～同駐車場 着 15：00
担当/三枝

■八ケ岳の民話シリ－ズ ～小淵沢・がんまるさん～(５キロ)
概要/小淵沢えほん村の松村さんが世界的に有名なレミ－シャ－リップさんと組んで、この
話しを絵本にすべく製作に取り組んでいます。来春には本 になって発売される予定です。八
ケ岳には素晴らしい民話が沢山埋もれています。八ケ岳歩こう会ではえほん村と共同で八ケ
岳の民話を掘り起こし ています。民話を通じて「ウォ－キング」と「絵本」の世界が合体す
れば楽しいですね。商工会も応援してくれています。 今回「がんまる弁当」というものを用
意しました。高福寺では方丈さんのお話があります。特別ウォ－クと位置づけ、参加費(弁当
付 1000 円 ・弁当不要 500 円)を会員の方からも頂きますのでご了承下さい。
期日/１０月２５日(土) 10：00～13：30

■八ケ岳の民話シリ－ズ ～長坂・きつね火～(６キロ)
概要/がんまるさん同様、レミ－シャ－リップさんと松村さんが絵本化に取り組みます。再来
年には本となって売り出されます。長坂に新しくできた「おいでや」という多目的スペ－ス
を利用して、松村さんがウォ－ク後きつね火の朗読を致します。又、狐のお面を４０面用意
いたしました。皆でかぶって歩きましょう。皆でかぶれば怖くない(^̲^;) このウォ－ク
も商工会の応援があります(「おいでや」使用料を無料にして頂きました)。これも特別ウォ
－クと位置づけ、朗読と、狐の面代金で、すみませんが会員の方 からも参加費５００円を頂
きますのでご了承下さい m(̲̲)m
期日/１０月２６日(日) 10：00～13：30

■※ふるさとウォ－ク 長坂(９キロ)
概要/おなじみＹＢＳ主催のウォ－キングです。今回は長坂町の三分一に出来た「湧水館」の
落成記念として行われます。地元のウォ－ク ですので当会にも協力依頼が来ております。一
緒に歩きましょう。
期日/１１月１日(土) 7：30(役員集合)～13：00
集合・解散場所/長坂町三分一湧水館 8：15 受付開始～9：00 スタ－ト～13：00 同ゴ－ル
定員/５００名 参加費/無料 その他、10/18 日付けの山日新聞、10/19 のＹＢＳラジオ
16：30 から 15 分番組での放送等でお知らせいたします。山梨放送(ＴＶ)でも随時流れます
ので、詳細はそちらで。
ふるさとウォ－ク(下見)/１０月３０日(木) 10：00～13：00
三分一湧水館に 10：00 にお集まり下さい。この日は歩こう会だけのウォ－キングとなりま
す。

■里山の紅葉を満喫 ～大柳川渓谷～
期日/１１月７日(金)
集合場所/オオムラサキセンタ－ 9：30→乗り合わせて現地へ。
昼食/郷土料理 「つくたべ館」の「みみ御前」を食べましょう(持参弁当でも可・当日朝予
約を入れます)
担当/市川

-----------------------------------------------------------------------------------------------
【臨時総会のお知らせ】

１０月６日(月) １０：００～１２：００ ペアハットにて
毎月第一月曜日を理事会開催日としておりますが、１０月は臨時総会と致します。
例会参加費、大会運営費等のことなどについて皆様方よりご意見を伺いたいと思います。
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【理事会のお知らせ】
１１月１０日(月) １０：００～１２：００ ペアハットにて
理事会はどなたも参加できる話し合いです。今後の例会や運営のことなどについて話し合い
ます。 お茶と茶菓子など食べながら楽しい茶話会といった趣です。どなたもどうぞご参加下
さい。

-----------------------------------------------------------------------------------------------
【編集後記】

・今号は 10/5～11/7 まで、１３回のウォ－ク行事をお知らせする号となりました。11/13
～14 のみかん狩りウォ－クの募集まで書きたかったですが、時間切れとなりました。すみ
ません。
・それにしてもウォ－クの行事が多くなってきましたね、今回お知らせした１３回の行事う
ち８回は他会主催です。いくらスポ－ツの秋とはいえ、なかなか壮観です。当会を発足させ
た当時の世間の情勢から考えればまるで隔世の感があります。
・ようやく「ウォ－キング」というものに市民権が与えられた、ということなのでしょうか。
・歩いていても怪しまれ、「ウォ－キング」と言っても顧みられなかったつい数年前を思出だ

しつつ、実に感慨深く、今号を制作したのでした・・。
・なを、予定にありました 11/4「北八つのトロッコ軌道」は担当の都合がつかなかったた

め、今号には載せておりません。次号に間に合えば、ということでお許し下さい m(̲̲)m
・又、引き続き来年度ウォ－クプランを募集しています。おかげさまでだいぶプランを提案

頂きましたが、まだまだ少ない状況です。よろしくお願いいたします。

5 5 日 ※景観ウォ－ク「山並みと家並み」

5 日 ※ふるさとウォ－ク 白州

８ 水 八ヶ岳高原ウォ－ク(湘南ふじさわＷ) 合同ウォ－ク 平井

９ 木 八ヶ岳高原ウォ－ク(湘南ふじさわＷ) まきば公
園～川俣渓谷～丘の公園

合同ウォ－ク 平井

11 土 ※甲州夢街道ウォ－ク

12 日 ※ふるさとウォ－ク甲府

12 日 ※清里ハイランドウォ－ク

18 土 ※甲州夢街道

18/19 ※河口湖ツ－デ－参加 個人参加 田中(文)

21 火 小海線沿線シリ－ズ/大泉・紅葉の滝めぐり 三枝

25 土 がんまるウォ－ク (小淵沢の民話を歩く) 多賀
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26 日 キツネ火ウォ－ク (長坂の民話を歩く) 多賀

30 木 ふるさとウォ－ク長坂(下見) 三分一湧水館見学付き 多賀

11 １ 土 ※ふるさとウォ－ク 長坂三分一湧水館竣工記念ウォ－ク  

４ 火 北八のトロッコ軌道 多賀

７ 金 大柳川渓谷 (里山の秋を満喫) 市川


