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--- 第６期 ６号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報           平成 1７(2005)年３月４日

■今冬もスノ－シュ－に明け暮れた歩こう会でした。後数回のスノ－シュ－イベントを残して、
いよいよ春の花を訪ねるウォ－クの季節となります。

■梅、桃、桜とそれぞれに例会がありますが、梅の里ウォ－クについては事務局の怠慢により、
このＤ/Ｍ会報では間に合わないことになってしまい、まことに申しわけなく思っておりま
す。

■現在（４日午前１０時）外は大雪です。開こうとしている梅の蕾も少し待っていてくれるか
もしれません。敷島の梅の里は開花時期が長いですから、どうか例会のあとも、誘い合わせ
て歩きに行って下さるようお願いいたします。

■又、４月１７日（日）に予定しておりました「湯村の深草まつり」ですが、検討の結果これ
も皆さんでお誘い合せのうえ行って頂くことにして、例会からは外させて頂きました。桜が
見事で人出も賑やかなおまつりだそうです。

■さて、４月になるとクラブツ－リズムや朝日旅行などのガイドウォ－クが多くなってまいり
ます。今のところガイドして下さる方々は数名に限られておりますが、ゆくゆくは会員なら
どなたでもガイドできるくらいの体制を整えたいと思っています。

■おかげさまで最近新しく会員になってくださる方が増えてまいりました。あまり深く会の方
針も説明しないままどなたも会員になってもらっておりますが、本来当会には自分の楽しみ
の為のウォ－キング活動の他に、「八ヶ岳エリアにおけるウォ－キングの普及」という活動目
的があります。会則にも謳っております。そのために大会を開いたりガイドを引き受けたり
などして、積極的に活動をしています。

■会員の方々にはどなたにも「例会立案」をお願いしておりますが、それもその目的達成の為
の一つの活動です。立案してみると「何処にどういう問題があるか」分かります。 様々なこ
とに気がつきます。「自分の得意なコ－ス」 を持つこともできます。例会を立案し、コ－ス
リ－ダ－になって会員を案内して体験を重ね、次に一般の方々をガイドできるようになる、
という順番です。

■勿論これは強制ではなく必ずしも全員がそうあらねばならないということではありません
のでご心配なく。しかし「会としてはそういう理想を持っている」ということをご理解下さ
い。大きな大会では新しくなられた会員の皆さまにも色々な役割を分担してもら っている
のはそういう背景があるからです。今後ともご協力下さい。

■と、くどくど述べたところで今号では色々なお願い事をしております(∼̲∼;) 上のような
背景を充分ご理解の上、会の運営にお力をお貸しくださるようお願い申し上げます。

-----------------------------------------------------------------------------------------------
【臨時ニュ－ス・続編】
■※全国歴史ウォ－ク開幕

・先月号でもお知らせ致しました６月の「甲府・躑躅崎の館」ウォ－ク大会関連のお知らせ
です。先月は沢山の方々の下見ウォ－クご参加ありがとうございました。今号では再度下
見ウオ－ク参加のお願いです。今回は小田原日帰りウォ－クとなります。

・山梨県ウォ－キング協会をあげて開く第一回目のこの全国大会で当八ヶ岳歩こう会は「受
付・会場準備」を担当することになりました。参加人員 1000 名と予想される大会です。
どのような受付体勢が必要なのか、３月の歴史ウォ－クを担当する小田原に出かけて、勉
強をしてこようと思っております。
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・本来少人数で行けばいいことなので、是非にとはお誘いしませんが、せっかく行くなら多
勢で行った方が楽しいことと、「小田原城ウォ－ク」なんてちょっと面白そうだなぁ、とい
うことで、ここにお誘いの記事として掲載させて頂きました。 少人数ならワゴン車で、多
人数ならマイクロバスを歩こう会の経費から出して、出かけようと考えています。

・日時/３月１９日（土） 出発 6：00（未定） ８キロコ－ス参加。帰着 17：00 予定
・費用/小田原大会参加費として５００円
・参加/歩こう会会員限定
・申し込み/ワゴンで行くかバスをチャ－タ－するか決めなければいけませんのでなるべく

早めにお申し込み下さい。締め切りを３月８日（火）とします。
・申し込み先/事務局多賀 電話

【例会のお知らせ】
■梅の里ウォ－ク

・日時/３月５日（土） ・担当/進藤（律）
・集合/竜王ドラゴンパ－ク１０：００ ・距離/約１３キロ
・参加費/歩こう会会員２００円 一般５００円

■スノ－シュ－入笠山
・日時/３月８日（火）10：00～15：00 ・担当/前田
・集合/富士見パノラマスキ－場前広場 10：00
・参加費/歩こう会５００円 一般１０００円（＋ゴンドラ 1600 円往復代各自支払い）
・装備と持物/弁当 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） マッチ（ライ
タ－）

・レンタル/スノ－シュ－レンタル１台 1500 円（必・事前予約・多賀へ）
■スノ－シュ－飯盛山

・日時/3 月 10 日（木）10：00～15：00 ・担当/俵
・集合/獅子岩 9：45

  ※獅子岩が分からない場合はＪＲ野辺山駅前に 9：30 に集合して下さい
・参加費/歩こう会５００円 一般１０００円
・装備と持物/弁当 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） マッチ（ライ
タ－）

・レンタル/スノ－シュ－レンタル１台 1500 円（必・事前予約・多賀へ）
・お願い/駐車場が雪で埋もれている場合があります。雪かき用のスコップをご用意下さい

■※スノ－シュ－・サンメドウズ大会
・日時/３月１３日（日） 9：00～13：30
・集合場所/サンメドウズスキ－場２Ｆカフェテリアサンフラワ－前
・コ－ス/パノラマリフト頂上→尾根登山道→羽衣池→高根荘→スキ－場→フラワ－リフト

→レストハウス「ブル－ム」（昼食）→散策路→センタ－ハウス着
・サンメドウズ主催大会 昼食＆記念品付き
・参加費/３０００円
・申込み・問合せ/サンメドウズ

■「歩きたくなる日本の道５００選」シリ－ズ
・国土交通省と日本ウォ－キング協会が行った「歩きたくなる日本の道５００選」に、山梨
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県から１０コ－スが選定されました。そのうちの４コ－スが当会から推薦したコ－スです。
「棒道」「信玄堤」「徳島堰」「開拓の道」です。

・県内１０コ－スを今後例会で順に歩いてみようと考えています。第一弾として「開拓の道」
を選びました。このコ－スは以前大会を行った「清里開拓の道」の３コ－スの 内１３キロ
コ－スの改訂版です。清里開拓の二人の父「ポ－ルラッシュ」と「安池興男」の業績を偲
びながら歩きます。

・５００選の道シリ－ズ 第一回/清里開拓の道
・日時/３月１５日（火） 9：45～15：00
・集合/県立八ヶ岳自然ふれあいセンタ－駐車場 9：45
・コ－ス/ふれセン→ポ－ルラッシュ記念館→清泉寮前牧草地→十字架の道→聖アンデレ協

会→開拓の道→興民館→萌木の村→森林浴公園→町営駐車場→ふれセン
・距離/１０キロ
・参加費/会員 200 円 一般 500 円
・担当/多賀

■第四回ブル－ベリ－とオオムラサキの里 JVA 大会・下見（１）
・今年もやってまいりました、当会のメインイベント。この大会は当会が単独主催する唯一

の JVA 大会です。JVA 大会とは日本ウォ－キング協会が認定する全国大会です。毎年３０
０名～４００名の参加者で賑わっております。

・この大会の運営を当会会員が全員で分担して行い、全国からのウォ－カ－を歓迎します。
・２０キロ、１０キロ、５キロの３コ－スが用意され、それぞれに先頭、中盤、アンカ－を

置いて安全を確保しながら歩きます。
・他にも「受付」「交通整理」「休憩所」「医療」などの仕事があります。
・どなたがどの役割を受け持っていただくかは今後の話ですが、まずは全員がコ－スを熟知

しておくことが大会成功の鍵です。７月に行われる大会本番に向けて、今年も各コ－スの
下見ウォ－キングから始めたいと思います。多くの方のご参加をおまちしています。

・日時/３月２７日（日） 10：00～14：30 ・担当/多賀
・集合/オオムラサキセンタ－10：00 ・コ－ス/ １０キロコ－ス
・参加費/歩こう会会員 200 円 一般 500 円

■歴史探訪シリ－ズ 岩殿山と稚児落とし
・武田二十四将の一人、小山田信茂の要害だった岩殿城。新府城を捨てて東に向かった勝頼

は、頼みの綱とも思う信茂に裏切られて笹子峠を越えることができず天目山で破局を迎え
ることになる。しかしその信茂と一族は織田信勝によって殺される。

・岩殿城落城の折赤子を連れて逃げた信茂の妻は精も根も尽き果て、泣き喚く我が子の声が
敵に聞かれてはと、我が子を岸壁から投げ落とした・・・。遠い戦国時代 の悲劇です。様々
なことに思いを馳せながらのウォ－クとなるでしょう。
・日時/４月５日（火） ・担当/内海
・集合・解散/ＪＲ大月駅１０時～１５時ごろ
・コ－ス＆日程/大月→岩殿山登山口→円山公園→岩殿山（標高 634 米）→かぶと岩→稚児

落し→浅利→大月
・距離・所要時間/約７キロ 正味歩行時間約３時間 標高差２７０米
・参加費/歩こう会会員２００円 一般５００円

■桜ウォ－ク 高尾多摩森林科学学園
・多摩森林科学園は１９２１年、５６ｈa の林業試験場として出発。各地の著名な桜の遺伝
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子を保存しています。江戸時代から伝わる品種のクロ－ンも保存されていたり、銘木珍異
種の桜２５０種２０００本が植えられています。天然記念物に指定された桜もあります。
桜好きの方には見逃せません。

・多摩御陵は昭和天皇と皇太后の御陵です。京都伏見の明治天皇陵と同じ「上円下方」とし
て作られました。北山杉の並木と多摩川砂利が敷き詰められた参道は静寂そのもの。

・日時/４月７日（木） ・担当/進藤（律）
・集合/ＪＲ長坂駅発（立川行）７：５２乗車～竜王駅８：１９～高尾駅着１０：０６北口下

車
・距離・所要時間/約１０キロ
・参加費/歩こう会会員２００円 一般５００円

■桃の里ウォ－ク 新府の桃畑で「桃の里弁当」を食べる
・当会イチオシのウォ－クコ－スがこれです。ここは何回歩いても感動を頂きます。日野春

から新府へうねうねと続く丘に一面の桃畑がどこまでも広がる様は、見飽きることがありま
せん。
・借景の南アルプス、遠景の八ヶ岳、前方の富士山、さらには茅が岳等の名峰に囲まれた桃

の里こそ、話に聞く桃源郷かと思われる光景です。
・今年はもうすっかりお馴染みの「マミ－ズキッチン」さんに特別に「桃の里弁当」を用意

してもらいました。美味しいお弁当でお花見です。（お弁当希望の方は必ず申し込んで下さ
い）

・日時/４月１１日（月） 9：30～14：30 ･担当/平井
・集合/オオムラサキセンタ－ 9：30
・昼食/持参のお弁当でもかまいませんが、せっかくですからマミ－ズ・キッチンさんの「桃

の里弁当」を注文してくださるとありがたいです。見た目も綺麗でほんとに美味しいお弁
当ですから、是非ご注文下さい。（弁当代は１０００円です 注文締め切り 4/４日（月）

・弁当ご注文の方/事務局多賀まで
・参加費/歩こう会会員２００円 一般５００円

■第三回 秩父札所めぐり
・蓮田市歩こう会の皆様とともに歩く札所巡りも今年で３回目を迎えます。春爛漫の秩父路

もさることながら、毎回蓮田市歩こう会の方々との懇親会がなんとも楽しみです。
・日時/４月１４（木）～１５（金） １泊２日 ・担当/ 多賀
・集合/未定なるもおよそ朝 6：00 ペアハット集合
・当日の朝食と昼食をご持参下さい
・会費/約２００００円
・申し込みが必要です 事務局多賀まで 締め切り ３月２４日（木）

■旧甲州街道と原の茶屋跡 春の巻
・昨年の下見ウォ－クの折運良く原の茶屋を管理している奥様にお会いし、中を見せて頂く

事が出来ました。この奥様は今は誰も住んでいないこの家の方でした。先代のお母様の頃、
島木赤彦、斉藤茂吉、伊藤左千夫、田山花袋達が集まっては句会を開いていたという由緒
ある茶屋には、彼らの手になる屏風や掛け軸、額などが所狭しと保存されて、まるでミニ
アララギ派＆白樺派文学館の様相を呈しておりました。今日はその当時のことを色々とお
話をした先代のお母様の声が入ったテ－プを聴かせていただけるということです。どんな
話が飛び出すやら興味深々ですね。ゆっくりウォ－クです。奥様のお話もどういう展開に
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なるのやら分かりませんので、歩く距離は下見時の半分としました。暖かい日ならば春た
けなわの公園でお弁当を食べましょう。雨天ならば原の茶屋のでどうぞと奥様におっしゃ
って頂きました。

・日時/４月１９日（火） 10：00～14：00（頃？） ・担当/市川
・集合/富士見駅 10：00（9：51 着の列車あり） 又は西友富士見店駐車場 9：45→徒歩富

士見駅
・距離/６～７キロ
・参加費/歩こう会会員２００円 一般５００円

【ガイドウォ－クのお知らせ】
・３年ほど前から朝日旅行、クラブツ－リズム等からウォ－キングのガイドを頼まれるよう

になりました。当会の会員が交代でガイドをしております。主催者によって完全に事前申
し込みの方だけのウォ－クとする（クロ－ズドウォ－キング）場合もあれば、地元の方々
（当会の会員のこと）と一緒に歩いて参加者と交流しながら楽しい半日を過ごしたい（オ
－プンウォ－キング）という場合と２種類あります。

・どちらにしても、八ヶ岳のウォ－キングフィ－ルドの素晴らしさを知って頂く素晴らしい
チャンスです。楽しく安全に完歩して頂き、良い思いでと共に帰って頂きたいと願ってい
ます。

・今号で紹介するのはいずれもクロ－ズドウォ－キングですから、会員の方は参加できませ
ん。が、行われる日時とコ－ス及び担当者名を紹介しておきます。

・当会会員が一人もいない団体をガイドするのはなかなか骨の折れる仕事ですが、喜んでい
ただいた時の満足感は何ものにも変え難いものです。皆さん、担当者を応援してください
ね。

・４月１６日（土） 朝日旅行 趣味の会 棒道ガイド 担当多賀
・４月１７日（日） クラブツ－リズム 棒道ガイド 担当多賀
・４月２０日（水） クラブツ－リズム 棒道ガイド 担当風路
・４月２２日（金） 朝日旅行 趣味の会 棒道ガイド 担当風路
・４月２５日（月） クラブツ－リズム 棒道ガイド 担当市川

【月例会等のお知らせ】
■月例会（会員ならどなたも参加できるコ－ス検討等の話し合いの場です、お待ちしています）

・３月７日（月） １０時～１２時 於ペアハット
・４月４日（月） １０時～１２時 於ペアハット
・５月９日（月） １０時～１２時 於ペアハット

■総会
・６月６日（月） 場所時間は未定です。恐れ入りますが日にちだけ手帖にご記入下さい
・会場は棒道大会が終ったばかりのスパティオにしようかという案もありますが、もし何か

ご提案がありましたら事務局へ。
【編集後記】
●懸案の「八ヶ岳八十八景」投稿と選定の方法が決まりました。ＨＰ上では一足早く発表され、

既に２０箇所を超える投稿がなされております。
・ＨＰを見られない方も見られる方も等しく投稿できます。今号では投稿要領と投稿用紙を

同封致しました。封書で郵送もよし、例会の時に手渡しでもよし、投稿用紙をＦＡＸで送
って写真は別便または手渡しでもよし、どんな方法でもかまいませんので、会員の方から
一人最低１箇所の投稿をいただければありがたく思います。
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～～～スケジュ－ル一覧 ２００５年３月４月～～～

３ ４  金 ※スノ－シュ－・低山に挑戦 野辺山駅前 9：00 長沢
３ ５  土 梅の里ウォ－ク 敷島 ドラゴンパ－ク 10：00 進藤（律）
３ ７  月 月例会 （ブル－ベリ－とオオムラサキ大会の件） ペアハット
３ ８  火 スノ－シュ－・入笠山 パノラマスキ－場 10：00 前田
３ １０ 木 スノ－シュ－・飯盛山 獅子岩 9：45 俵
３ １３ 日 ※スノ－シュ－・サンメドウズ大会 サンメドウズ 9：30 浅川
３ 15 火 「歩きたくなる日本の道 500 選」を歩く（開拓の道） ふれあいセン
３ １９ 土 ※ＪＷＡ歴史ウォ－ク 小田原編 6：00 平井
３ 27 日 ブル－ベリ－とオオムラサキＷ大会下見 10：00 内海
４ ４  月 月例会             ペアハット 10：00 多賀
４ ５  土 歴史探訪シリ－ズ 岩殿山 小淵沢駅発 8：01 内海
４ ７  木 桜ウォ－ク 高尾多摩森林科学園 長坂駅発 7：52 進藤（律）
４ １０ 日 ※桃の里ウォ－ク 弁当付き
４ １１ 月 ゆっくりウォ－ク桃の里 桃の里弁当付き オオムラサキセンタ
４ １４ 木 秩父札所めぐり（１日目）（蓮田市歩こう会）
４ １５ 金 秩父札所めぐり（2 日目）（蓮田市歩こう会）
４ １９ 火 旧甲州街道と原の茶屋 春の巻 ＪＲ富士見駅 10：00 市川
４ ２１ 木 ブル－ベリ－とオオムラサキＷ大会下見 10：00 三枝
４ ２６ 火 ブル－ベリ－とオオムラサキＷ大会下見 9：00 平井

～申込書 ＦＡＸ 0551-32-6877 事務局多賀行～

■3/19 歴史ウォ－ク 小田原編

１参加します  ２参加しません   締め切り 3/8（火）

■4/11 桃の里弁当

１注文します  ２注文しません   締め切り 4/4（月）

■4/14～15 秩父札所めぐり １泊２日

１参加します  ２参加しません   締め切り 3/24（木）

■名前

■電話


