--- 第６期 ４号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報

平成 1６(2004)年１１月２５日

■今年最後の会報となりました。今年も随分歩きましたね。今年度年間計画表に紹介されたプ
ログラムは「１２２回」を数えました。この中には他会主催のものや、クラブツ－りズムの
ガイドウォ－ク等、会員の皆様にはあまり縁の無いプログラムも含まれておりますが、それ
にしてもほぼ３日に１回の割りで何らかのプロムラグがあったことになります。
■１２月もまだまだプログラムてんこもりでお送りいたします。忘年会や納会、スノ－シュ－
も始まって、ますます多忙かつ多様になる年末です。皆様も何かと気ぜわしくなる頃だと思
いますが、時間を見つけて積極的に歩いて下さい。
■歩かない人生が歩けない人生を招きます。忘年会に出かけることも立派なウォ－キングです。
コタツにあたってばかりではいけません。ウォ－キングで１年を終え、良い年を迎えましょ
う。
----------------------------------------------------------------------------------------------【例会のお知らせ】
■魔子山（下見）
伝説に満ちた神秘の山「魔子」は標高 1700 米・所要時間２時間の行程。手軽ですが急登が
続きあなどれません。展望台から望む瑞牆山の威容は圧巻です。
・日時/12 月 1 日（水）
・集合/オオムラサキセンタ－ 9：00→乗り合わせて瑞牆山荘駐車場へ。
・行程/山荘 10：00→登山道入り口 10：10→魔子山頂 11：00→展望台 11：15→魔子の人
穴 11：20→山荘帰着 12：20→有井館の手打ち蕎麦で昼食→増富ラジウム温泉で入浴→
オオムラサキセンタ－着 15：30
・担当/三枝
・昼食についてのご注意/メニュ－はもりそばの単品（700 円）です。足りないと思われる方
はオニギリ等ご持参下さい。有井館の許可を得て、 お蕎麦を注文してくれた人は持参のも
のを食べても良いことになりました。
・蕎麦は予約が必要です/締め切り 11 月２７日（土午前中）※会報がギリギリですみません
■旧甲州街道と原の茶屋めぐり（下見）
・日時/１２月１３日（月）
・集合/車の方 西友富士見店Ｐ９：４５ 電車の方 富士見駅出口１０：００
・行程/西友 富士見店～富士見駅～秋葉神社(ストレッチ体操)～富士見峠信号～聖ベネディ
クト会三位一体修道院～透関馬頭観音像～塚平の一里塚～とちの木風除林～とちの木集
落～横吹方面～山林～とちの木集落～富士見公園(休憩・昼食)～御膳水～原の茶屋跡 JA
西山店～溜め池～白林荘～富士見峠信号～秋葉神社～富士見駅～西友富士見店
・キロ数/約１２キロ
・担当/市川
・コ－スについてのご注意/本番は来年１０月です。コ－ス中で予定していたトイレが１２
月は冬季閉鎖になっているため、上記の行程に大幅な変更もあることをあらかじめお断り
致します。
■石和七福神その２（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
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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本番」を行います
・期日/ １２月１６日（木）
本番/ １月１９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）
■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（納会）
・納会場所/ 「雅」駅から３分 住所：小淵沢 2045
・参加費/ 写経１０００円 納会２５００円（飲み物別）
・納会申し込み/締め切り１２/１１です。２２名で締め切ります お早めにどうぞ
■※スノ－シュ－・サンメドウズＡコ－ス
・八ケ岳スノ－シュ－イング倶楽部主催宿泊パック
・原則として宿泊者優先ですが、八ケ岳歩こう会会員は日帰りでも受け付けます
●日時/１２月２６日（日） 10：00～12：30
●コ－ス概略/リフトに乗って標高 1900 米からスタ－ト。赤岳登山道を下山します。途中
でカモシカに出会うことも。
●装備と持物/暖かい飲み物、おやつ等 スノーブーツ（登山靴・硬い長靴可） 手袋、サン
グラス、耳あて 服装は雪で濡れても OK なもの（スキ－ウェア等）
●昼食/昼食前に解散します。
●参加費/２０００円
歩こう会会員５００円 （+リフト代金各自支払い）
●集合場所/サンメドウズ SKI 場１F 階段前
●レンタルスノ－シュ－/１台 2000 円（必・事前予約・下記へ）
●申込み・問合せ/八ケ岳スノ－シュ－イング倶楽部
■スノ－シュ－・サンメドウズＢコ－ス
●日時/１２月２９日（水） 10：00～12：30
●集合場所/サンメドウズ SKI 場１F 階段前
●参加費/一般 1000 円 歩こう会会員 500 円 （＋リフト代金各自支払い）
●定員/ナシ。 申し込み不要です。 現地に１５分前集合してください。
●コ－ス概略/リフトに乗って標高 1900 米からスタ－ト。 道なき藪の中をひたすら下山し
ます。スリル満点の尻すべりから、最後はおだやかな遊歩道へと入っていきます。
●装備と持物/暖かい飲み物、おやつ等 スノーブーツ（登山靴・硬い長靴可） 手袋、サン
グラス、耳あて 服装は雪で濡れても OK なもの（スキ－ウェア等）
●昼食/昼食前に解散します。
●レンタル/スノ－シュ－レンタル１台 2000 円（必・事前予約・下記へ）
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●申込み・問合せ/八ケ岳歩こう会事務局
■※スノ－シュ－・入笠山
・八ケ岳スノ－シュ－イング倶楽部主催宿泊パック
・原則として宿泊者優先ですが、八ケ岳歩こう会会員は日帰りでも受け付けます
●日時/１月１０日（月） 10：00～14：30
●コ－ス概略/ゴンドラに乗って標高 1730 米からスタ－ト。 カラフルなウエアで賑わうパ
ノラマＳＫＩ場を後に、山頂を目指します。頂上に近づくにしたがって急登になります。
苦しいのは約 40 分。爽快な大展望が待っています。
●装備と持物/暖かい飲み物、おやつ等 スノーブーツ（登山靴・硬い長靴可） 手袋、サン
グラス、耳あて 服装は雪で濡れても OK なもの（スキ－ウェア等）
●昼食/ご持参下さい
●参加費/２０００円 歩こう会会員/５００円（+ゴンドラ代金各自支払い）
●集合場所/富士見パノラマＳＫＩ場リフト券販売所前 10：00
●レンタルスノ－シュ－/１台 2000 円 （必・事前予約・下記へ）
●申込み・問合せ/八ケ岳スノ－シュ－イング倶楽部
■※スノ－シュ－・サンメドウズ大会
・サンメドウズ主催大会
・昼食＆記念品付き 参加費３０００円
・日時/１月１６日（日） 9：00～14：00
・申込み・問合せ/サンメドウズ
■初詣ウォ－ク
・日時/１月２３日（日）
・すっかり恒例となりましたホテル要害での新年会。下記の案内は昨年と同じですが、昨年
は雨にたたられてコ－スを変更しました。今年はリベンジです。晴れるといいですね。
・集合解散場所・時間/ＪＲ長坂駅８：５０
・甲府で合流する人は南口バスタ－ミナル９：４５集合
・３番乗り場「湯村温泉入り口」を通るバスに乗車（約１５分 210 円）
・ル－ト/湯村温泉入り口～志麻の里（湯谷神社～松元寺～塩沢寺～遊歩道～法泉寺）
・歩行キロ/約４キロ ４キロですが神社仏閣を見学するため時間がかかります。
・担当/田中（志）
・会費 飲み代別４０００円
・申し込み/電話或いは下記のＦＡＸ用紙でお願いいたします。（締め切り１/１１）
■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、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。欲しい方
はご予約下さい。１０００円 です。１２時に届きます。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。
■志賀高原１泊スノ－シュ－
・スノ－シュ－ファンのために市川さんが個人的にセットしてくれました。当会会員限定で
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す。参加したい方は直接市川さんにお問合わせ下さい
・日時/１月２５（火）～２６日（水） 志賀高原＆戸隠スノ－シュ－ツァ－
・参加費用/約１万円
■鎌倉 牡丹観賞１泊ウォ－キング
・湘南ふじさわＷ協会の例会に参加します。ミカン狩りで好評だった日産の保養所に宿泊し
ます。定員１２名ですので、お早めにお申し込み下さい
・日時/２月７（月）～８日（火）
・参加費用/約２万円
----------------------------------------------------------------------------------------------【編集後記】
・いよいよスノ－シュ－が始まります。さて、今年は当会主催のスノ－シュ－は平日に実施、
八ケ岳スノ－シュ－イング倶楽部主催のスノ－シュ－は土日実施と、棲み分けしました。
・これは昨年の反省からです。昨年のスノ－シュ－は土日に一般の参加者が殺到し、40 人以
上を引き連れて歩くことも少なくありませんでした。通常のウォ－クと違い、少なからず
が伴う冬山です。器具の取り扱いや慣れない方のフォロ－等、担当者のご苦労は大変なも
のでした。一般参加者の中には旅行業者の主催する募集ツァ－と勘違いして随分勝手な行
動や振る舞いをした者もおりました。
・そこで私たちがより安全により快適に楽しむには平日に行うのがよいだろうという結論に
なりました。一般参加者の多くなることが予想される土日はスノ－シュ－イング倶楽部が
主催します。
・スノ－シュ－イング倶楽部というのはペンションのオ－ナ－達の作る会ですから、土日に
宿泊パックを設定してお客様を募集します。宿泊客は日帰りの一般参加者とちがって（身
分が明らかになっていますので）リ－ダ－の言うことを聞いてくれると期待できます。又、
パックとはいうものの当会会員は 宿泊無しで参加できることとしました。
・この作戦が功を奏するかどうかはやってみなければ分かりませんが、少なくとも当会会員
が大勢の一般参加者を引き連れてご苦労するということは少なくなります。
実はこうすると、当会の収入は減ります(∼̲∼;) スノ－シュ－の人気はすごいもので、
昨年の冬季の一般参加者から頂いた参加費はなかなかバカになりませんでした（皆様、あ
りがとうございました）。しかし、会としては収入を取るよりも安全と快適さを取らなけれ
ばなりません。
・レンタルスノ－シュ代金も世間並みにさせて頂きました。レンタルはやはり乱暴に扱われ
ます。昨年まではボランティア価格で提供していましたが修理費が追いつきません。会員
の方は既に購入されている方も多いですが、まだの方は購入をお薦めします。事務局で安
く入ります。
・まだまだ試行錯誤が続くスノ－シュ－普及作戦です。皆様からのご意見を頂きながら安全
に楽しく八ケ岳中にスノ－シュ－遊びを広めていきたいと願っています。ご協力お願い致
します。
-------------------申込書 ＦＡＸ番号 0551-32-6877（多賀）---------------１） 摩子山（１２月１日 昼食） 蕎麦を注文しない場合は館外で持参のお弁当となります
申し込みます

申し込みません
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２） ビデオ忘年会（１２月１４日 マミ－ズキッチンの美味しい弁当）
申し込みます

申し込みません

３） 納会(１２月１９日 小淵沢「雅」にて昼食会） 写経ウォ－クのみの方は申し込み不要
参加します

参加しません

４） 初詣ウォ－ク（１月２３日 ホテル要害にて新年会）
参加します

参加しません

５） 鎌倉牡丹観賞ウォ－ク（２月７日～８日 １泊２日）
参加します

参加しません

■お名前
■電話
----------------------------------------------------------------------------------------------【例会一覧表】
12
1
水
魔子の下見山行オオムラサキセンタ－ 9：00 三枝
12
6
月
月例会 ペアハット
10：00多賀
12
13
月
旧甲州街道と原の茶屋めぐり・下見
富士見西友駐車場 9：4512
14
火
ビデオ忘年会 （弁当付き） 我逢亭
10：00 田中（志）
12
16
木
石和七福神めぐりパ－ト２ 下見
長坂駅 9：05 進藤（律）
12
19
日
納会Ｗ（写経・食事会）ＩＮ高福寺 限定２４名
多賀
12
26
日
※スノ－シュ－・サンメドウズＡコ－ス
サンメドウズ階段前
12
29
水
スノ－シュ－・サンメドウズＢコ－ス サンメドウズ階段前 200５
----------------------------------------------------------------------------------------------八ヶ岳歩こう会 年間計画（案）
※印のあるものは当会主催ではありません。お奨めのウォ－クや協力関係にあるウォ－ク等で
す。詳細はそれぞれの主催者にお問合わせ下さい。又、当会主催でも急遽追加決定されたもの
や、番外として楽しむものは※を印つけております。※印のものは当会としての障害保険はつ
けておりません。 又、
（下見）とあるウォ－クも本番同様に進行します。保険もつけておりま
す。
月
日
曜
名称
集合場所 時間担当
１
10
月
※スノ－シュ－・入笠山 富士見パノラマＳＫＩ場
１
16
日
※スノ－シュ－・サンメドウズ大会
9：00
１
18
火
スノ－シュ－・野辺山滝沢牧場 滝沢牧場 10：00
１
19
水
石和七福神めぐりパ－ト２ＪＲ長坂駅 進藤（律）
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１
１
1
1
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

21
23
25
26
28
30
31
２
４
６
７
８
13
15
16
20
22
24

金
日
火
水
金
日
月
水
金
日
月
火
日
火
水
日
火
木

スノ－シュ－・北八つ 縞枯周遊
初詣ウォ－ク・湯村 （新年会 ）
田中（志）
※特別企画１泊スノ－シュ－ 戸隠
会員限定・必申し込み 市川
※特別企画１泊スノ－シュ－ 志賀高原
※山梨県ウォ－キング協会理事会 山中湖文学の森
※スノ－シュ－・まきば公園周遊
まきば公園 10：00
月例会 ペアハット 10：00 多賀
スノ－シュ－・美し森～まきば公園
10：00多賀
※スノ－シュ－・低山に挑戦
※スノ－シュ－・入笠湿原
牡丹観賞ウォ－ク （１泊）（湘南ふじさわＷ協会）
牡丹観賞ウォ－ク （１泊）（湘南ふじさわＷ協会）
※スノ－シュ－・飯盛山
スノ－シュ－・自然ふれあいセンタ－
信玄堤 温泉付き のんびりウォ－ク
進藤（律）
※スノ－シュ－・サンメドウズ大会
スノ－シュ－・乗鞍
信玄堤 ワイナリ－見学付き（ワイン＆チ－ズ）

6 / 6

