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--- 第１１期 ５号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報 祝 10 周年＋１   平成 22(2010)年 4 月 11 日

■お花見シーズン真っ盛りですね。山にはマンサク、里には桃やレンギョウ、清里方面の櫻は
これからですから、まだまだ楽しめます。皆様元気に春を歩かれておられるようで嬉しい限
り。一方、最近ちっとも歩けなくて一人取り残されているような事務局です。少し体調不良
だったので不精していたら、また会報が遅くなってしまいました。すみません。

-----------------------------------------------------------------------------------------------
【４月５月６月の行事一覧】
■４月 17 日(土) ※谷戸城跡花見 谷戸城跡公園 11：00
■４月 18 日(日) 500 選の道 六地蔵（たけのこ祭り）

山梨県の 500 選コースを歩くシリーズ。ちょっと不便でなかなか歩けないコースです。例会
回数も少なく、めったに行けない秘境（？）です。このチャンスに是非ご参加ください。「た
けのこまつり」もやってます。
・集 合 JR 東海 井出駅 9：45 集合  解散/ とみざわみちの駅 14：00 頃
・コース 井出駅～八雲神社～六地蔵公園（トイレ＆昼食）～富士金山神社～最恩寺～とみ

ざわ道の駅・たけのこ祭り会場～JR 井出駅
・見 所 六地蔵＝1998 年何者かに頭部を奪われてしまった事件は記憶に新しいところで

す。その後全国からの寄付で復活しました。
・距 離 １３Ｋｍ
・持 物 昼食 雨具 飲み物
・参加費 会員２００円 一般５００円
・担 当 伊藤（順）

■４月 21 日(水) 下見八ヶ岳周遊ウオーク 第一回目小淵沢～清里 小淵沢駅 9：15
■４月 22 日(木) 新緑の茅ケ岳山麓めぐりウオーク

茅ケ岳の麓、眼下に南アルプスの素晴らしい大パノラマを眺望、りんごの花見ウオーキング
になります。
・集 合 ＪＲ韮崎駅前広場 9：30  解散/ 同 15：00 頃
・コース JR 韮崎駅前～塩川堤～穂坂橋～銀河鉄道展望公園（トイレ）～朝穂堰水配役人詰

所文庫（穂坂小）～穂坂果実園～なみだの森～上ノ山りんご畑～勝手神社～更科
橋～JR 韮崎駅

・距 離 １６Ｋｍ
・持 物 昼食 雨具 飲み物 おやつ
・参加費 会員２００円 一般５００円
・担 当 田中（哲）

■４月 26 日(月) 八ヶ岳里山ウオークについて全員会議 三分一湧水館 10：00
■４月 28～29 日 下見 塩の道最終回分
■５月 9 日(日) ※500 選の道清里開拓の道ゆっくりウオーク

人気の 500 選の道「清里開拓の道」が清里丘の公園を基地としたイヤーラウンドコースとな
りました。今後はいつでもマップを片手に歩けます。今回はウオーキング大会初（？）の「ゆ
っくりウオーク」を趣旨とした大会を行います。新緑に染まりながら清里の美味しいものた
眺望を楽しみながら時間をかけて歩きましょう。
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・集 合 清里丘の公園 駐車場
    9：00 受付 10：00 出発  15：00 最終ゴール

・コース 10 キロ
・趣 旨 「500 選の道のんびりウオーク」です。

いま全国の 500 選の道が、せっかく「歩きたくなる日本の美しい道 500」に選ば
れていながら、ただ単に「押印目的の道」となって、早足で通りすぎていくだけ
の道となっていないでしょうか？ 「清里開拓の道」はその歴史、風景、文化、
展望等の観点から真に 500 選の道として誇れる道であると自負しています。今
年、この道をイヤーラウンドの道として、いつでもどなたでも歩けるコースとい
たしました。この大会は 10 キロの道たった１つのコースしか用意しませんが、
是非のんびりと、観光し、話を聞き、清里の味を楽しみ、ゆっくりお風呂に入っ
て楽しんで下さい。観歩、感歩、歓歩の大会です。

・参加費 ￥1000 IVV・500 選押印 天女の湯無料入浴券・記念タオルプレゼント、
完歩証

・持 物 弁当、飲み物、おやつ、雨具、着替え
・申し込み/ 清里丘の公園

■５月 10 日(月) 塩の道その４ 予約制（貸切バス使用）スパティオ小淵沢 7：00
■５月 17 日(月) 月例会 ペアハット 10：00
■５月 19 日(水) 湧水ウオーク スパティオ 9：30
■５月 22 日(土) 500 選の道 信玄堤竜王 満足屋 9：00
■５月 24 日(月) 原路（もう一つの甲州街道）その 2

10 周年記念甲州街道ウオークを思い出しながら、今回はのんびりと歩きます。新緑の原路
を楽しみましょう。
・集 合 ＪＲ中央線 日野春駅 ９：３０
・コース 日野春駅～オオムラサキセンター～渋沢～鬼坂～長坂駅（昼食）
・解 散 ＪＲ中央線 長坂駅
・距 離 ９ｋｍ 約２時間
・参加費 会員 200 円 一般 500 円
・持 物 弁当 飲み物、おやつ、雨具、
・担 当 梶山 岩田

■５月 31 日(土) 下見 八ヶ岳周遊ウオーク第二回目清里～海尻 清里駅 9：30
■６月 2 日(水) 馬場の里 24 キロウオーク 新宿村 9：00 奥津
■６月 7 日(月) 総会 ロイヤルホテル 10：00 事務局
■６月 20 日(日) あじさい＆南部氏ゆかりの地ウオーク 身延線内舟駅 10：50 伊藤
■６月 21 日(月) 塩の道その 5 予約制（貸切バス使用）

スパティオ 7：00 福井・進藤・村尾
-----------------------------------------------------------------------------------------------
【５月９日の‘清里開拓の道’について】

かねてより“500 選の道”として親しまれていた「開拓の道」が昨年“イヤーラウンドコース”
としても認証されました。清里丘の公園が基地となります。５月９日のウオークはそれを記
念して開催される丘の公園主催のウオーキング大会です。全面的に当会が応援することにな
りましたので、できるだけ多くの方のご参加をお願い致します。「ウオーク大会」といっても
10ｋｍコースが一つだけですし、給水所等もありません。当日の「仕事」としては、数名の
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方に受付等の応援を御願いする他は、いつものように楽しく賑やかに歩きながら、安全に歩
けるよう気を配って下されば、と思っています。
話はとびますが今年から清里は「歩く」をキーワードに「観光の見直し」「町の活性化」を目
指すことになりました。清里に長短あわせて 10 コース程の道を設定し、マップも作り、ガ
イドも養成する計画のようです。当会としては大歓迎の動きであると思います。この大会が
その「動き」に良い影響を与えられればと願っています。是非大勢のご参加で盛上げて下さ
い。お待ちしています。

【八ヶ岳里山ウオークについて】
現在チラシ作りを行っておりますが完成がずれこんでいます。先回の月例会で 4月19 日（月）
に全員参加の「里山ウオーク会議」を行うとお伝えしましたが、 諸事情によりすみませんが
１週間遅らせます。4 月 26 日（月）の 10：00 に三分一湧水館へお越し下さい。チラシ配布
を皆様に御願いするとともに、今後のスケジュール等をご相談したく思います。今年も八ヶ
岳里山ウオークを皆様のご協力のもと成功させたいと思いますので、どうぞよろしくお願い
いたします。

【塩の道申込みについて】
冬の間休んでおりました「塩の道」も、いよいよ後半の部再開です。後半はバスウオークと
なりますので「事前申込制」になります。最終回分まで申し込みを受け付けますので、下記
ＦＡＸ用紙にて事務局までお申し込み下さい。人数によって大型バスにするかどうか決めま
すので、都合が分かっている方はなるべく早めにお申し込みを御願い致します。

■追加のお知らせ  ～谷戸城址のお花見のご案内です～
◎4 月 1719 日(月) 谷戸城址の一番上の枝垂桜の下に 11 時ごろにお集まり下さい
◎飲み物 おつまみ お弁当など 自分の好きなものを各人でお持ちになって下さい 参

加費は不要です
◎原則 谷戸城址まではウオーキングなどで来てください 飲酒運転は厳禁です (火気も

厳禁)
◎早めに私に電話連絡をしていただければ 長坂駅までならお迎えに行きます
◎帰りもアッシー君(お酒飲みの扱いに慣れている私のカミサン)が 長坂駅またはご自宅に

お送りします 遠方は別です
(ただし時間差でのお送りとなります その際はワンコインを頂戴するかもしれません)

◎雨天決行です 雨天の時は最良な場所をその時に判断いたします
◎大勢の方の参加をお待ちしています 会員の皆様にお声をおかけ下さい

お馴染みマツケン様にも野外ステージを依頼しております(ノーギラで)
◎幹事 奥津正行


