--- 第７期 ４号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報

平成 1７(2005)年１１月２２日

■微妙な季節ですね。一体今は晩秋なのでしょうか初冬なのでしょうか？すさまじい勢いで風
景の中から色が消えて行きます。裸にされゆく木々を見ていると 季節という時計の秒針を
見ているようです。はっきりと季節が進んでいくのが分かります。会報も年内最終号となり
ました。
■冬を迎える準備をしている自然は見た目も潔く、こちらの気も引き締まります。季節の中で
冬が一番好きという個人的理由もありますが、今自然の中を歩くのはとても爽快です。
「キッ
パリと冬が来た」という高村光太郎の詩があります。冬を迎える自分の強い意志を詩ってい
ますが、ここ八ヶ岳では山や木や生き物達に冬を迎える強い意思が感じられます。
■先日三味線滝から観音平への道を、時折誰かに見られているような気配を感じながら歩きま
した。大平林道に出たところで大きな雄鹿が森の中へ消えていくのを見ました。こいつだっ
たのかとなんとなく安心しました。昨日は野辺山の山中を歩いていたら、昼間なのにまるで
溶けない分厚い霜の道がありました。森の中でその分厚い霜は氷となって透き通り、その下
の赤や黄色の落ち葉を透けて見せていたのです。いや美しいのなんの。自然の芸術とはこう
いうことをいうのだと一人で納得しながら歩きました。そんな事柄の全てが私には「自然の
意思 」だと思えて仕方がないのです。冬を迎えるためにあらゆる自然が意思を強くしていま
す。そう思えば次第に荒涼としていく風景さえいとおしく感じられます。
■いよいよ冬がきっぱりと来ます。私たちもほんの少しの想像力を使って冬を迎えましょう。
と、話をスノーシューの方へ持っていくのですが(^ ^；)ゞ、白一色の世界を歩くのはとて
も楽しい行為です。自由に想像の色をつけることが出来るからです。スノーシューイングの
楽しさは「銀世界に隠された自然の意思を読み解く楽しさ」 であるとも言えるでしょう。ち
ょっとオーバーかな ・・。スノーシューを一度でもやった人なら共感してもらえると思いま
す。今年スノーシューを購入された方も多いと思いますが、どうぞ期待して下さい。雪の八
ヶ岳がどんなに楽しいか、そこにどんな世界が展開しているか、きっと目からウロコの冬に
なると思います。一緒に楽しみましょう。
■では楽しい冬の八ヶ岳ウォーキングを！ そして少し早いですが、良いお年をお迎え下さい。
----------------------------------------------------------------------------------------------【例会のお知らせ】
■長坂商店街ギャラリーウォーク
・日 時/ １１月２５日（金）
・集 合/ ＪＲ長坂駅
１０時
・持ち物/ 弁当 飲み物 雨具
・ご案内/ 北杜市制１年を祝って北の杜まつりが２７（日）に行われます。その前に２５，
２６日長坂よっちゃばれウィークとして、色々な催しが行われます。その催しに、当会の
八十八景の写真を２５～２７日の３日間、おいでやで、２５日のみ互福洋品店（あけぼの
たい焼き）さんで展示させていただけることになりました。又、商店街でお店の一角をミ
ニギャラリーとして地域の作家の作品が展示されています（木工、陶芸など）。午前は芸術
鑑賞、午後は紅葉の深沢をウォークします。※あけぼのたい焼きのちょっと変わったたい
焼きをぜひ食べてみてく
・会 費/ ２００円(会員外５００円)
・担 当/ 梶山
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■湯沢峠から大蔵高丸（富岳十二景）
・ご案内/ 大蔵高丸は大月市が選定した富嶽十二景Ｐの一つですが南アルプス・八ヶ岳・秩
父連山・新宿の高層ビル街も見渡せる展望抜群の山です。また、大蔵高丸は武田氏終焉の
地である田野を見下ろすように聳え、日川は、土屋惣蔵の片手千人切りで有名な戦いの時
流れた両軍の血で三日間赤く染まったという・・・悲哀に満ちた歴史を感じる所でもあり
ます。
・日 時 １１月２８日（月） 9：00 オオムラサキセンター→乗り合わせて勝沼→焼山登
山口わせも「可」です。ただしそこから車に同乗するので必ず事前に連絡してください。
・電車利用の方/ 電車で行く人は甲斐大和駅のすぐ近くのセブンイレブンの駐車場で待ち
合
・コース/ 焼山沢登山口～湯ノ沢峠～大蔵高丸（１７８１ｍ）～湯ノ沢峠～焼山沢登山口
７キロ 標高差３００メートル 歩行時間２時間半（雨天の場合コース変更）前半は登山
道が川になっている所あり、大蔵高丸への登りは１５分くらい急登です。帰路は天目山温
泉で汗を流しますのでお風呂の用意を忘れずに。
・費 用/ 参加費 会員２００円 会員外５００円
交通費１３００円 （参加人数によって追加徴収あり）
天目山温泉入浴料 ７００円
・担 当/ 三枝
※当日が晴れでも前日が雨だった場合湯ノ沢峠まで車で行きます。また当日雨の場合は、日
川渓谷を散策して「天目山温泉」でのんびりしましょう。
■石和七福神全行程ウォーク（下見）
・日 時/ １２月１５日（木）
・集 合/ ＪＲ石和駅９：００
車の方は、石和駅前のサティ（大型スーパー）の駐車場をご利用下さい
・コース/ 全行程約１５キロ
・参加費/ ２００円(会員外５００円)
・担 当/ 進藤（律）
■ミステリーウォーク
・日 時/ １２月１９日（月）
・集 合/ ＪＲ信濃境駅 10：00
・コース/ 井戸尻遺跡 W の時発見したトンネルの向こうへ行ってみます。果たして何が？
・持ち物/ 草刈鎌 鉈、軍手、弁当、水筒
・参加費/ ２００円(会員外５００円)
・担 当/ 市川
■スノーシュー（１） シーズン初歩き
・日 時/ １２月２７日(火) 10：00～12：30
・集 合/ サンメドウズ ２Ｆ階段前
・参加費/ 会員 500 円（会員外 1000 円）＋リフト代金 600 円
・レンタルスノーシュー御希望の方は事務局まで（0551-32-5888 多賀）
・コース/ サンメドウズのＴＯＰ標高 1900Ｍまでリフトで上って、さらにの賽の河原まで
行き、そこから森の中へ入ります。初心者ベテランとも楽しめるコースです。12：30 頃
には帰着予定ですが、せっかくですから昼食をスキー場内レストランで食べて解散しまし
ょう。
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・担 当/ 多賀
■スノーシュー（２） 講習会初心者編
・日 時/ １月１２日（木） 10：00～14：30
・集 合/ 野辺山滝沢牧場
・参加費/ 会員 500 円（会員外 1000 円）
・レンタルスノーシュー御希望の方は事務局まで
・内 容/ 今シーズンからスノーシュー営業を始めた滝沢牧場。レンタルの用意とスノー
シューコースを用意しています。今回はその「コース」を体験しに行きます。今シーズン
からスノーシューを始めるという方にはピッタリのデビューコースかもしれません。八ヶ
岳のパノラマ展望とどこまでも続く大雪原はベテランにも飽きの来ないフィールドとし
て愛されるでしょう。
「講習会初心者編」と称していますが、レッスン料は不要です。今シーズン最初のスノー
シュー例会ですから特別サービスです(^.^;
講習内容は集まった顔ぶれで決めます。スノーシューのはき方から、アニマルトラッキン
グなどの楽しみ方、雪上ランチの奨めなど等、スノーシューを目一杯楽しむためのあれこ
れを実際に体験します。今シーズンからスノーシューに挑戦と思っている方にお奨めの例
会です。ベテランの方も参加してください。講師となって一緒に楽しさを伝えてください。
・参 加/ 制限なし。どなたも歓迎
・担 当/ 多賀
■※スノーシュー（３） 講習会上級者編
・日 時/ １月１３日（金）
・場 所/ 蓼科（集合場所は 8：00 ペアハット・１台のワゴンで行きましょう）
・参加費/ ４０００円（講習費、昼食 保険）＋交通費、
・内 容/ 蓼科スノートレッキング倶楽部の藤井さんによる講習会です。
難しいコースを歩いたりハードな山を歩いたりする訳ではありません。スノーシュー素人
集団の八ヶ岳歩こう会と違って、登山ガイドや自然ガイドなど様々な資格を持つプロフェ
ッショナルによるガイドを楽しもうという企画です。ついでにそのノウハウもチョッピリ
盗んでしまおうという大胆な企画です(^ ^；)ゞ 実際にスノーシューでお客様をご案内
するペンションオーナーの方々にはお奨めです。
「見るだけじゃ物足りない、聞くだけじゃ
つまらない」というキャッチコピーで売っている同倶楽部のツァーです。雪の上で何がわ
行れるか楽しみですね。
「上級者」となっていますが、スノーシューを一人で装着できる度
程の方ならどなたもＯＫです
・参 加/ 申し込み必要 定員８名
・申し込み/ 下のＦＡＸ用紙又は電話で担当まで
・担 当/ 多賀
■スノーシュー（４） 栂池バス・スノーシュー
・ご案内/ スキー場のリフトを利用して、隣接する 200cm を超える積雪の広大な雪原を思
うままに歩き、八ヶ岳とは違った雰囲気を楽しみながら思う存分雪上ハイキングを堪能し
て下さい。但し悪天候の場合は林間コース等に変更する場合もあります。
・日 時/ 2006 年 1 月 24 日(火)
・集 合/ スパテイオ小淵沢 午前 6 時 30 分
帰着予定 午後 7 時頃
・行 程/ 小淵沢 IC（近くのセブンイレブンに寄ってから行きます）～ 長野自動車道・豊
科 IC～ 栂池着 9：30 午後 3 時頃までスノーシューハイキング(昼食・休憩を含む)温
3 / 7

泉入浴後、午後 4 時栂池発 ～ 小淵沢着午後 7 時(予定)
・参加費/ 会員 8000 円 会員外 8500 円 (交通費・ガイド料・リフト代・温泉入浴料を
含む)
注）参加人数によって若干異なってきます。
直前キャンセルの場合はキャンセル料を頂きます。
・持ち物/ お弁当、飲み物、おやつ、雨具、 他
・担 当/ 市川富美子
・申し込みが必要です。バスの定員(29 名)になり次第締め切ります。 応募状況により、大
型バスに変更する場合もあります。
【月例会のお知らせ】
■１２月５日(月）１０時～１４時 於ペアハット
今月から弁当持参で 14 時まで延長することになりました。年７０回にも増えた最近の当会
の活動を、一月一回２時間の会議だけで運営するのは無理となってきたからです。もちろん
ご都合の悪い方は今までどおり１２時で帰られて結構です。逆に１２時からの参加でもかま
いません。
■１月１５日（日）月例会兼新年会 10：00～12：00 月例会 12：00～14：00 新年会
・集合/ペアハット 10：00 月例会～11：50→移動５分
・昼食を少しだけ奮発して、新年会代わりと致しましょう。
・新年会会場/カフェ ピアニッシモ 12：00～14：00
・会費/ 2500 円 飲み物別
・定員/ ２４名 申し込み制 多賀
・月例会のみ参加の方は申し込み不要です。
【忘年会・納会のお知らせ】
■忘年会 ・日時/１２月８日（木） 11：30～14：30
・場所/レストラン トマト
場所が分からない方は 11：15 にペアハットまで集合
・会費/なし １品持ち寄り（必）
※会場はレストランですが、レストランのものを注文しません。店内だけお借りして、１品
持ち寄りで行います。オーナーの村松さんご夫妻も当会会員で、
「一緒に騒ぎたい」からです
(^ ^；) できるだけマイカップ、マイ皿、マイ箸をご持参下さい。飲み物も持込ＯＫです
が、できるだけ店に注文（有料）して場所代代わりとしましょう。
・定員/２０名 申し込み制
多賀
■納 会 ・日時/１２月２５日 11：30～14：30
・場所/お食事処 かってぼ
場所が分からない方は 11：15 にペアハットまで集合
・会費/３５００円 飲み物別
・定員/２０名 申し込み制 多賀
※当初 12/21 と予定しておりましたが、土日派の熱烈な要望により変更致しました。すで
に予定していた方には大変申し訳ありません。
【スノ－シュ－到着
・スノーシューが事務局に届いております。まだ受け取ってない方は連絡下さい。
【ウォ－ク報告】
前号から始まった新コ－ナ－です。次号には貴方もご投稿ください。
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◎掲示板から
笹子峠越え報告 投稿者：ムッツリーニ 投稿日：2005/10/20(Thu) 22:19 No.1289
１０月２０日 晴天 JR 笹子駅に集まった旅人男女総勢２１人勢ぞろい。いざ笹子峠へと
向かったのでした。国道２０号線沿いの約２ｋｍは歩くにはしんどい所ですが、県道日影笹
子線に入ると杉・檜並木通りで日陰となり汗ばんだ身体がひんやりし、快適に足が進みまし
た。やがて古道に入り明治天皇野点跡を過ぎれば矢立の杉の老巨木にたどり着きます。その
大きさ 胴回りといい、高さといい、内部の空洞などに圧倒されたひと時でした。さらにや
や険しくなった古道を辿り大汗をかいたところで県道に合流。少し進むと笹子隧道だ。ここ
で一同エネルギーを補給。一休み後、今日の目的である笹子峠へ向かって最後の登りに挑む。
割と簡単に峠に着く。そこはわずかに峠らしく見えるが、あまりにも真新しい道標が似合わ
なかった。さて此処からは下り一方で足も速くなる。天神宮、甘酒茶屋跡、など見ながらさ
ぞかし昔は旅人で賑わったことだろうねと話しながらどんどん下れば丸木橋、馬頭観音、天
明水もあっという間に過ぎ古道も終わり清水橋だった。後は県道を下るだけ。心なしか一同
の足は速い早い。なぁーんでか？それはね、分かるでしょ。とまあこんな具合のウォークで
ありました。特筆すべきは、ビデオおじさんことＴ氏が疲れも見せずに見事この長丁場を完
歩されたことです。山道ありの１６ｋｍ。びっくりです。皆さん拍手してやってね。ＪＲ甲
斐大和駅へ無事ゴール。
仙水峠の下見 投稿者：キヤッホー 投稿日：2005/10/22(Sat) 10:21 No.1303
連日のイベントの多さにカレンダーは、赤丸で、いっぱいです。会報を見ながら、あれもこ
れも行きたいとスカスカの頭の中はパニクッテます。仙水峠の下見に、絶景かな絶景かなで
した。バスに乗り歩きはじめは，霜が降りていました、川の水がエメラルド色、落ち葉は秋
の色、ガレ石の中を進み頂上で見た景色は、厳かな気分になりました。ガスの流れ雲の流れ
の中から真っ青な空の中に白い雄大な甲斐駒が浮かびました、その下は着物柄に出てくるよ
うな、豪華な厳かな紅葉に、スゴーイの絶叫です、興奮で鼻血出す人あり、山で出すなって
(^̲-)帰りのバスの中、運転手さん の説明、紅葉は曇りのほうが光の反射なしの為綺麗と
の事です。木に作る大きな蜂の巣、カモシカに声かけて、こっち向いての、大騒ぎ浅瀬の川
に遊び童心に返り最後まで綺麗な紅葉を楽しんできました。ノコギリの刃と同じ形をした、
のこぎり山も間近に、他の山々も間近に絵葉書の中に居る気分、皆に見せたかったねーの呟
きが聞こえまーす。
お疲れ様でした。(*^^)v
みずがき山 ｋofuusan - 2005/10/27(Thu) 20:56 No.1337
瑞牆山は長男が生まれた７２年に、妻と初めて登った特別の山です。以来、四季折々に歩い
てきて、今回が１０回目の記念すべき山行でした。１１回目は妻と歩きたいと思ってます。
あるこう会の皆様ありがとうございました。事務局長や梟マムにはこのような企画を頂き感
謝してます。不動沢コースは昨年に比べ整備が進みとても歩きやすいコースになってました。
また、アズマシャクナゲの花の頃に訪れたいですね～。
Re: みずがき山 ペアハット - 2005/10/27(Thu) 23:46 No.1338
＞１１回目は妻と歩きたいと思ってます。
こういうことを私も書いてみたいなぁ・・・
とても素晴らしいお言葉です。
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瑞牆山は私にとっても特別の山です。八ケ岳に移住してきて最初に登った山が瑞牆山でした。
とても苦しくて大変苦労した山行でした。二度目に登ったときは歩こう会を始めて２年ほど
たっていましたから体力脚力もついていて、大変楽に登れたのが感激でした。
そのときは娘を連れて行きました。娘にとってもはじめての山らしい山だったと思います。
以来娘とは山に登っていませんが、ｋofuusan が奥様と歩きたいなんてすばらしいことを
おっしゃるので、私もいつかもう一度娘と登ってみたくなりました。
いや～ｋofuusan って案外ロマンチストなんですねえ(^^♪
旧甲州街道と原の茶屋
ひまわり - 2005/11/03(Thu) 08:38 No.1365
久しぶりに皆さんとご一緒し、ウォークを楽しみ素晴らしいコースに感動した一日でした。
ZOOM ママさん、有難うございました。
いちりづかの大欅、富士見から見た八ヶ岳の長～い裾野、広大な白林荘の紅葉は圧巻でした。
八ヶ岳近辺は３６０度何処へ行っても楽しめる贅沢な場所に居を持つ私達は幸せ者です。
自然の恵みに感謝したいですね。
１１月８日の八ヶ岳クリーンウォークには是非参加したいと思っています。
【編集後記】
飲み会のお知らせのような会報になってしまいました。八ヶ岳あるこうる会の面目躍如です。
しかもキッパリ「飲み会」だけ。忘年会も、納会もウォークはついておりません。
そのうえ、納会の日にちを変更してしまって申し訳ありません。
土日派の方々より「忘年会も平日で、納会も平日ではどちらも出られないよ～」という切実
な訴えがありまして、それもそうだと変更した次第です。すでに予定を入れてしまった熱心
な「納会フアン」がおられたようですが、その方々には本当に申し訳なく思います。が、様々
な事情を考慮され、今回は急な変更を許して頂きたく思います。
新年会は旧来より日曜実施で、要害温泉にて行ってまいりましたが、皆さん飽きられたのか
昨年の出席率が良くなく、今年は地元で行うことに致しました。 月例会の後の昼食会という
程度ですが、よろしくご出席のほどお願いいたします。
～～～スケジュ－ル一覧 ２００５年１１月～１２月～～～
１１
１１
１２
１２
１２
１２
１２
１２
１２

25 金 長坂商店街ギャラリ－ウォ－ク 長坂駅 10：00 梶山
28 月 湯沢峠から大蔵高丸（富嶽十二景） オオムラサキセンタ 9：00 三枝
５ 月 月例会 10：00～14：00 弁当持参 ペアハット 10：00 多賀
８ 木 ※忘年会トマト（小淵沢） 11：30 多賀
１５ 木 石和七福神全行程ウォ－ク（下見） ＪＲ石和駅 9：00 進藤（律）
１７ 土 ※2005 クリスマストレイン、昨年好評だった小海線貸切の X マス会
１９ 月 ミステリ－ウォ－ク 鎌、鉈持参 JR 信濃境駅 10：00 市川
２５ 日 納会 かってぼ 11：30 多賀
２７ 火 サンメドウズＢコース サンメドウズ 10：00
多賀

200６ 八ヶ岳歩こう会 年間計画 鋭意立案中
只今次年度例会募集中です。適宜ＦＡＸ，メ－ルで送って下さい。
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月 日
■１月
1 12
1 13
1 15
1 18
1 22
1 24
1 30

曜
木
金
日
水
日
火
月

名称

集合場所

時間

担当

スノ－シュ－ 講習会初心者編 野辺山滝沢牧場 10：00 多賀
※スノ－シュ－ 講習会上級者編 蓼科ペアハット 8：00Ｓ倶楽部
月例会兼新年会 （新年会カフェピアニッシモにて）ペアハット 10:00
石和七福神全行程ウォ－クＪＲ石和駅 9：00 進藤（律）
※サンメドウズ サンメドウズ 9：00 サンメドウズ
スノーシュ－バスツアー栂池スパティオ小淵沢 6：30 市川・俵
スノーシュー鎌倉古道 御坂峠オオムラサキセンタ 8：30 三枝

多賀

～～～～～～ ＦＡＸ用紙 0551-32-6877（多賀）～～～～～～～
■１２/８（木）

忘年会於トマト

■１２/２５（日） 納会於かってぼ

（１）申し込みます
（１）申し込みます

（２）申し込みません
（２）申し込みません

■１/１３（金）

スノーシュー蓼科

（１）申し込みます

（２）申し込みません

■１/１５（日）

新年会

（１）申し込みます

（２）申し込みません

■１/２４（火） スノーシューバスツアー栂池 （１）申し込みます （２）申し込みません
■別紙クリスマスとれいんお申し込みはＺＯＯＭさんへ直接お願いいたします。
～伝言～

■お名前
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