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--- 第１１期 ３号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報 祝 10 周年＋１   平成 21(2009)年 10 月 26 日

■バタバタと年末の足音が聞こえてくる季節。カレンダーをめくるともう 12 月がそこに。なんと
なく今年も「おろそかにある日を過ごし暦果つ」気配。う～む・・・。あれもやらなくちゃこれ
もやらなくちゃ、といよいよ切羽詰ってきましたぞ。

■というワケで（どういうワケ？）、先月号でお知らせした多賀担当の幾つかの例会と下見を中止
しました。お許しを。

■さて今月号で、お急ぎの回答を御願いしたいのが「蓮田市歩こう会との交流ウオーク・懇親会の
出欠」です。スパティオ小淵沢で懇親会を行いますが、是非地元の皆様方にもお泊りいただいて、
ゆっくりと交流を深めていただきたいと願うのです。ＦＡＸ連絡用紙を用意しました（電話でも
かまいません）。早急にお返事を御願いいたします。

-----------------------------------------------------------------------------------------------
【10 月 11 月の行事一覧】
■10 月 31 日(土) 紅葉の西沢渓谷 雨天中止・申し込み制

「平成の名水 100 選」に選ばれた西沢渓谷は､｢21 世紀に残したい日本の自然 100 選｣｢森林浴
の森 100 選｣｢水源の森 100 選｣｢新日本観光地 100 選｣｢日本の滝 100 選｣にも選ばれるほどの
渓谷美で知られています。七ｯ釜五段の滝をハイライトとする無数の滝が迎えてくれます。
・集 合 JR 中央線山梨市駅 8：50 バスで渓谷入り口まで 60 分
・コース 約 10ｋｍ 標高差 240ｍ
・概 要 笛吹川上流の流れが作り上げた西沢渓谷は山梨・長野・埼玉３県が境を接する場所に

あり、秩父多摩甲斐国立公園に指定されています。渓谷に一歩足を踏み入れると、や
がて滝や瀞、奇岩などの素晴らしい見所が次から次へと目前に現れ、みなさんを飽き
させることはありませんよ！・・・・体験、体感を通してのお楽しみですが、雨天中
止の為事前申し込み制とします。

・参加費 会員￥200、他協会￥300 一般￥500
・申込み 事務局多賀

荒天等で事前に中止が分かればこのページでお知らせします。ＨＰを見られない方に
は電話連絡致します。又、当日の朝微妙な天候の時は担当伊藤まで確認の電話を入れ
てください。こちらから中止の電話を入れる場合もありますので必ず申し込み時にケ
ータイの番号をお知らせ下さい。

・持 物 弁当、温かい飲み物、おやつ、雨具
・担 当 伊藤（順）

■10 月 31 日(土) 下見 川越七福神
■11 月 8 日(日) 八ヶ岳の日記念ウオーク 四季の道 長坂郷土資料館 10：00
■11 月 9 日(月) 月例会（八ヶ岳里山ウオーク 2010 について）三分一湧水館 10：00
■11 月 11 日(水) 蓮田市歩こう会交流ウオーク 白州スパティオ 8：45
■11 月 12 日(木) 蓮田市歩こう会交流ウオーク 清里スパティオ 9：00
■11 月 15 日(日) ※小淵沢観光協会 棒道 と馬の里 W（500 選）スパティオ 9：30
■11 月 16 日(月) 下見 塩の道 第６回分 富士見駅発 5：58
■11 月 18 日(水) 塩の道シリーズ 第三回信濃大町～飯森

「塩の道」千国街道シリーズの第三回目。23 キロを歩きます。秋の深まった千国街道・二科三
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湖の眺めを堪能しながら歩きましょう。足に自信のない方は約半分の 12ｋｍを歩いて「やなば
駅」からお帰り下さい。完歩証を出します。第四回目以降は来年のＧＷ明けとなります。
・集 合 ＪＲ中央線 信濃大町 10：10 ゴール 16：00 頃
・距 離 23ｋｍ
・コース 信濃大町～二科三湖方面～二科神社（木崎湖畔）昼食予定～中綱湖＝やなば駅（ここ

まで 12ｋｍ）～青木湖～飯森駅
※足に自信のない方はやなば駅まででもＯＫ（完歩証を出します）

・参加費 会員 200 円 他協会 300 円 一般 500 円
・持 物 弁当、飲み物、おやつ、雨具
・担 当 福井 村尾

■11 月 22 日(日) 秋の風物詩 ころ柿の里・歴史散策ウオーク
日本でも有数の枯露柿の産地、塩山・松里地区では、11 月になると農家の軒先に吊り下げられ
た秋の風物詩「柿すだれ」が楽しめます。特に岩波農園では間近で枯露柿の生産が風景が見学で
きます。
・集 合 ＪＲ中央線塩山駅北口 10：10  解散/同駅 15：30 頃 雨天決行
・距 離 12Ｋｍ
・コース 塩山北口→向獄寺→岩波農園→恵林寺（昼食&WC)→放光寺→甘草屋敷→北口
・見 所 信玄の里と呼ばれるこの地域は武田信玄公の菩提寺の恵林寺や花の寺として知られ

る放光寺、塩の山の西麓にたたずむ向獄寺など見所が多く歴史を感じることができま
す。併せて各寺院の紅葉も楽しめるかもしれません。雨が降らなければ、向獄寺まで
15 分程度ですが塩の山自然遊歩道を歩こうと思っています。又、秩父往還も少しだ
けですが楽しめます。

・参加費 歩こう会会員 200 円 他会員 300 円 一般 500 円
・持 物 弁当 飲み物 おやつ 雨具
・担 当 古屋

■11 月 25 日(水) 晩秋の湯村山ハイキング
空気が澄んだ晩秋の湯村山山頂。眼下に甲府盆地、中景に王岳、鬼ヶ岳、節刀ヶ岳など御坂の山々、
遠景には富士山が眺められ、絶景です。去り行く秋を惜しみましょう。
・コース 緑が丘運動公園～湯村山～八王子神社～白山～千代田湖～緑が丘～甲府駅
・見 所 山頂には、戦国時代に使われていた山城の跡があり、石垣などの遺構が残されていま
す。展望台もあり富士山や甲府盆地を見渡せます。中腹には、信玄の時代に最も早い伝達手段だ
った狼煙台（二階建・二階には階段で昇る）のレプリカが置いてあります。山頂への登り口は
1200 年前に空海が開湯したとされる湯村温泉郷があります。登山道は、気持ちが良い緑のトン
ネルになっています。
・集 合 甲府駅 9：00 甲府駅からバス 10 分緑が丘運動公園 解散/ 同駅 16：00

車利用の方 緑ヶ丘体育館前の駐車場に集合 9：40
・距 離 １５Ｋｍ
・参加費 会員２００円 他協会３００円 一般５００円
・持 物 昼食 雨具 飲み物 ウオーキング手帖
・担 当 進藤
・その他 靴は出来たらトレッキングシューズで

■12 月 7 日(月) 月例会 ペアハット 10：00
■12 月 14 日(月) 大泉棒道の石仏を訪ねて 谷戸城資料館９：３０
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■12 月 16 日(水) 初冬の中山道
■12 月 21 日(月) 納会ウオーク 武田神社
---------------------------------------------------------------------------------------------
【11 月 9 日の月例会について】

・可能な限り全会員のご出席を御願いいたします。
・場所は三分一湧水館ですのでご注意を。
・10：00 から 12：00 休憩を挟んで 15：00 くらいまでになるかもしれません。
・弁当持参又は三分一蕎麦屋で昼食を。
・議題を「来年度の里山大会」に絞ります。
・「ツーデー」にするか、今までどおり「せっかくウオーク付の大会」とするか。
・又は「第三の方法」があるか、会場とコースは今までのままで良いか、等など。
・皆様のご意見をお聞きしたいと思います。この日で結論を出す予定です。
・当日出席できない方はあらかじめご意見を事務局に御願いいたします。
・どのように決まっても来月には動き始めないと間に合いません。
・又、どのように決まってもこの大会は全員「スタッフ参加」です。ご協力を御願いいたします。


