--- 第６期 ３号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報

平成 1６(2004)年１０月１９日

■会報が遅くなってすみません。会報作成の時間捻出に手間取り、いつの間にか１０月の終わ
りも近くなっていました。紅葉真っ盛りで、秋たけなわという頃でしょうか。
■年間計画でお知らせしている幾つかの例会についての詳細をお知らせする機会を逸してし
まいましたことをお詫びいたします。
（先月号もこんなお詫びをしたなぁ・・・^̲^;）
■特に 10 月 20 日の三枝さん担当の「おいしい学校・ゆっくりウォ－ク」はＤＭ会員にはお
知らせが間に合わず、失礼いたしました。
----------------------------------------------------------------------------------------------【例会のお知らせ】
■※八ケ岳高原紅葉ウォ－キング
・期日/ １０月２３日（土）
・集合/ サンメドウズ１Ｆロビ－ 午前 9：00～9：30
・歩行距離/ 約１２キロ（リフト頂上～羽衣池～八ケ岳牧場～まきば公園～川俣渓谷～吐
龍の滝で送迎バスに乗りサンメドウズへ戻る）
・担当/ サンメドウズ
・参加費/２０００円（記念バッッジ、記念写真、ドリンク、バイキングランチ付き）
・概要/ サンメドウズ自慢のナチュラルバイキングを食べていただく企画です。希望者に
はレタス狩りツァ－もあります。変化に富んだ気持ちの良いコ－スを歩きますが、登山道
を利用するので登山靴かトレッキングシュ－ズをご用意下さい。又、昼食が遅くなります
（13：30 頃） 雨具・水筒の他に軽いおやつ類を持参して下さい。
■紅葉の西沢渓谷ウォ－ク
・期日/ １０月２５日（月）
・集合１/ オオムラサキセンタ－ 午前８：００（車に乗り合わせて移動）
・集合２/ バス停「西沢渓谷入り口（終点）
」午前１０：００（近くに村営Ｐあり）
・集合２の方は事前にお知らせください 担当/三枝
・解散/ オオムラサキセンタ－ 午後５時頃
・概要/ 西沢渓谷と旧森林軌道を周遊する約４時間のコ－スです。アップダウンのある渓
谷や林道を歩きますのでトレッキングシュ－ズが安心です。雨具も必携です。
・雨天の場合はコ－スを短縮し、温泉でくつろぎましょう(^^♪
■※石和七福神その２（下見の下見）
・七福神めぐり/人生の諸厄を転じて福運を授けて 下さる七福神信仰は室町期から始まり、
江戸期には大変盛んになりました。心の平安を祈る手頃な巡礼・霊場めぐりとして現代人
にも人気があります。
「忙中安あり」(^̲^;)とでも申しましょうか。善男善女のご参加を
お待ちして います。という案内で本年１月「その１」を実施して好評でした。来年１月に
「その２」を行いますがこれはその下見の下見です。担当の進藤さんが個人的に行うもの
に同行し ちゃえ(^^♪という企画です。
・期日/ １０月２７日（水）
・集合/ ＪＲ長坂駅発 9：05→石和駅 9：45 着
・歩行距離/ １５キロ
・コ－ス/ 常徳寺～常在寺～蓮朝寺
・担当/進藤（律）
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■カラケパパのわくわくウォ－キング
・でました(*^̲^*) 当会初企画。風路さん担当のおもしろウォ－ク。いままで「ゆっくり
ウォ－ク」
「おいしいウォ－ク」
「ミステリ－ウォ－ク」等はありましたが「おもしろウォ
－ク」
（というかはっきり書けばカラオケウォ－ク^̲^;）は初の試みであります！！とい
っても歌いながら歩く訳ではありませんので、ご安心を。どういうことになりますかは当
日のお楽しみ。皆さん、来てね。
・期日/ １０月２８日（木）
・集合/ 三分一湧水館前 １０：３０
・歩行距離/ 約１０キロ（三分一～女取湧水～棒道～小深沢川遊歩道～ペンション風路着
12：30 昼食＆カ○オケタイム 14：30～三分一着 15：30）
・担当/ 風路
・風路さん手作りのケ－キや会員の方のクリご飯の差し入れ等があるそうですよ、楽しい昼
食会となりそうですね、歌う方も歌わないかたもどうぞご参加下さい。持ち寄り大歓迎で
す。
■登美の丘ワイナリ－新酒まつりウォ－ク
・期日/ １１月４日（木）
・集合/ 赤坂台ドラゴンパ－ク 10：00
・歩行距離/ １５キロ
・担当/ 進藤（律）
・ワイナリ－新酒まつりとは、しかし楽しい会が続きますなぁ～(^^♪。ほんとにウォ－キ
ングの会の会報なのでしょうか(∼̲∼;) 飲む人は車を乗り合わせてきて下さいね。
・登美の丘ワイナリ－では 10 月 30 日から 11 月 23 日まで新酒祭りを開催中です。このウ
ォ－クにこれない方も期間中一度は顔を出されては如何でしょう。
■八ケ岳の日クリ－ンウォ－ク
・期日/ １１月８日（月）
・集合/ まきば公園レストラン前駐車場 ９：３０（乗りあわせて美し森へ）
・コ－ス/ 美し森～羽衣の池～八ケ岳牧場～まきば公園
・１１月８日は「いいやつ・八ケ岳」と読んで八ケ岳の日です。当会ではこの日に毎年クリ
－ンウォ－クを行っております。歩く道に感謝して行いましょう。
・持物/ ゴミ袋 軍手 水筒 雨具
・昼頃終了します。お時間のある方は「ご苦労さん会」を行いましょう。
■恒例・みかん狩り１泊ウォ－ク
・湘南ふじさわＷ協会の例会に参加する恒例の出張ウォ－クです。申し込みが必要です。一
番下の申し込み用紙に記入して事務局までＦＡＸしてください
・期日/ １１月１８（木）～１９（金） １泊２日 雨天実施
・集合/ １８日朝 6：30 長坂駅前集合 車を乗り合わせて行きます
・会費/ ２万円 宿泊代、宿代、足代他
・概要/ 箱根湿性花園、仙石原自然探勝歩道などを歩いて、いつものホテルアカネに到着。
みかん狩りを行います。翌日は湘南ふじさわＷ協会の正田さん他数名の方が伊東の松川周
辺ウォ－クを案内してくださいます。
・申し込み締め切り/ １１月１日
・参加人員によって車の数、参加費等が若干違ってきます。 締め切り前に適当人数が集ま
ればいったん締め切るかもしれません。申し込みは早めにお願い致します。
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■展望の廻目平
・いつ訪れても素晴らしい廻目平は本年６月にもしゃくなげを見に行って、皆さまの大好評
を得ました。今回は晩秋の山となりますが、山眠る前の最後の輝きを皆で味わいに行こう
と思います。
・期日/ １１月２４日（水）
担当/三枝
・集合/ 野辺山駅 9：30
解散/同 16：00
・経費/ 入山料３００円 湯沼鉱泉入浴料５００円
野辺山から乗り合わせて行く場合ガソリン代５００円
・概要/ ウォ－キングというよりもトレッキングですからシュ－ズはそのつもりで。変化
に富んだ大変楽しいコ－スですが、あぶない箇所も何箇所かあります。
・雨天の場合とても危険なので、別のコ－スに変更しますが、集合時間、温泉入浴は変えま
せんので、ゆっくりくつろぎましょう。１軒宿の湯沼鉱泉はなかなか味わいのある宿です。
・防水の靴、スパッツ、着替え等お風呂グッズも持参してください
■石和七福神その２（下見）
・期日/ １２月１６日（木）
・集合/ ＪＲ長坂駅発 9：05→石和駅 9：45 着
・歩行距離/ １５キロ
・コ－ス/ 常徳寺～常在寺～蓮朝寺
・担当/進藤（律）
・10/27 の「下見の下見」は、本来会報に載せない予定でした。担当の進藤（律）さんにも
相談しないで載せてしまいました。本来この「下見」が正式「下見」です。歩く機会をな
るべく多く会員の皆さまに提供した方が良いかなと思って載せました。
■恒例・写経＆納会ウォ－ク
・１年の締めくくりです。小淵沢「高福寺」で心静かに写経をしましょう。昼を「納会」と
して皆で会食を致します。来年も又良い年に致しましょう。是非ご参加を。
・と言っても、毎年納会は人数が限られます（会場の関係で） ウォ－ク＆写経は申し込み
不要ですが「納会」は必ず申し込んで下さい。
・期日/ １２月１９日（日）
・集合/ ＪＲ小淵沢駅 10：00
・コ－ス/ 小淵沢駅～高福寺（写経）～小淵沢駅（近辺で納会）
・納会場所について/ 毎年大好評の「井筒屋」ですが、会場の大きさからどうしても２０名
が限度です。今回、もう少し大きな座敷を持つ会場を駅のそばに見つけました。
「雅」とい
う蕎麦やです。作りが井筒屋さんに似ていて、重厚な昔の庄屋屋敷のような雰囲気です。
ここですと座敷がもうちょっと広くて（と言っても最大２４名くらい）少しでも多くの方
の参加が可能です。
・参加費/ 写経１０００円 納会２６５０円（飲み物別）
【月例会等のお知らせ】
■月例会 議題 来年の計画他
・１１月１日（月） １０時～１２時 於ペアハット
先月の月例会で１日に北杜市誕生関連企画を実施するという話がでましたが中止となり
ました
・１２月６日（月） １０時～１２時 於ペアハット
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■ビデオ忘年会
・１２月１４日（火） １０時～１４時 於「我逢亭」
・例会でいつもビデオを撮ってくださる田中（建）さんのお宅で、忘年会を兼ねたビデオ鑑
賞会を開催いたします。撮影されたウォ－ク例会のハイライトなどを楽しみつつ、今年１
年を振り返りましょう。各自飲み物食べ物など、ご持参下さい。
・お弁当を「狐火ウォ－ク」で大好評だったマミ－ズキッチンにお願いしました。１０００
円のお弁当代をご用意下さい。中身は乞ご期待です
・なを、我逢亭とは田中（建）さんご自宅のビデオ編集スタジオのことです。場所が分から
ない方は長坂町のスポ－ツセンタ－に９時５０分にお集まり下さい。
----------------------------------------------------------------------------------------------【編集後記】
・冨士河口湖もみじマ－チへ参加して下さる皆様、ありがとう御座います。気をつけて行っ
てきて下さい。本来なら当会全員で乗り込まなければいけないのですが、なかなかそうは
行きません。行かれる方々は当会代表のつもりで歩いてきて下さい。よろしくお願いいた
します。
・先月の月例会の席上議題にあがりました「北杜市誕生関連企画」は、諸般の事情で取りや
めとさせて頂きました。ご期待くださった皆様、申しわけありません。ユニ－クな企画で
すので、機会を見て或いは形を変えてでも、実施したいと考えています。
例えば７か町村の役場から「おらが地域の自慢の道」を推薦してもらい、７回かけて「ふ
るさと自慢の道ウォ－ク～編」といったタイトルで歩く。その際広報で事前情報を全市民
にお知らせし、新市民のみなさんとともに歩く。そんなスタイルもありかな、なんて事務
局は考えています。
この件につき何か良いアイデアがありましたらお知らせください
・土日実施の例会が最近少なくなったという会員の方の声をうけて、ＨＰ上では急遽１１月
１３日（土）に「おいしいウォ－ク 新蕎麦とリンゴ狩り」というのを入れましたが、担
当の私の都合がつかなくなってしまい、取り消しとさせて頂きました。すみません。
近頃はウォ－キングブ－ムで、土日は※（他会主催）の会が大変多くなってきました。当
会としては、積極的にそちらをご利用して頂きたいのですが、やはり、当会主催の例会に
参加したいという声も多く、大変ありがたく思っております。
できるだけご希望に沿うよう計画を立てていきます。皆様のご協力もよろしくお願い致し
ます。
・さて、スノ－シュ－の季節も近いです。皆さん心待ちにしていらっしゃると思います。事
務局はやっと今号の編集が終ったばかりですが、これからスノ－シュ－の予定表の作成に
入ります。間もなく皆さまにお知らせできると思いますので、お楽しみに。 又、昨年同様
スノ－シュ－が安く手に入ります。希望者は事務局まで。
----------------------------------------------------------------------------------------------【例会一覧表】
10
23
土
※八ケ岳紅葉ウォ－キング
サンメドウズ ９：３０
淺川
10
23
土
※２３、２４日 富士河口湖もみじマ－チ
10
25
月
西沢渓谷の紅葉オオムラサキセンタ－ 8：00 三枝
10
27
水
※石和七福神めぐりパ－ト２ 下見の下見
長坂駅 9：05→石和駅
10
28
木
カラオケパパのわくわくウォ－キング 三分一湧水館 10：30風路
11
4
木
登美の丘ワイナリ－新酒まつり ドラゴンパ－ク10：00進藤（律）
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11
11
11
11
12
12
12
12

8
18
19
24
6
14
16
19

月
木
金
水
月
火
木
日

八ヶ岳の日クリ－ンウォ－ク まきば公園
９：３０
多賀
※みかん狩りＷ １泊ウォ－ク 湘南ふじさわＷ
平井
※みかん狩り２日め 伊東松川沿いウォ－ク 平井
展望の廻目平 野辺山駅前
９：３０
三枝
月例会 ペアハット
10：00多賀
ビデオ忘年会 （弁当付き） 我逢亭
10：00
田中（志）
石和七福神めぐりパ－ト２ 下見
長坂駅 9：05→石和駅 9：45
納会Ｗ 写経・ＩＮ高福寺 納会限定２０名 ＪＲ小淵沢駅

2004 年度
月
日
１
23
１
29
２
８
２
９
２
16
２
24

曜
日
水
火
水
水
木

名称
内容
担当
初詣ウォ－ク・湯村
新年会 田中（志）
石和七福神めぐりパ－ト２
進藤（律）
鎌倉 牡丹観賞ウォ－ク （１泊）（湘南ふじさわＷ協会）
平井
鎌倉 牡丹観賞ウォ－ク （１泊）（湘南ふじさわＷ協会）
平井
信玄堤 温泉付き のんびりウォ－ク
進藤（律）
信玄堤 ワイナリ－見学付き（ワイン＆チ－ズ）
進藤（律）

-------------------申込書 ＦＡＸ番号 0551-32-6877（多賀）---------------１） みかん狩り（11 月 18 日～19 日 １泊ウォ－ク）
参加します

参加しません

２） 納会（12 月 19 日 小淵沢にて昼食会）
参加します

参加しません

■お名前
■電話
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