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--- 第１３期 ９号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報            平成２４(2012)年３月１日

■事務局よりおしらせ
「国文祭とフットパス」
山梨県では来年（平成 25 年）国文祭の年を迎えます。国文祭とは国体と同じように毎年全国
を回って、その年の担当県が主催する「文化の向上と発展に寄与する為の催し」のことです。
普通の国文祭ですと開催期間が２週間から１か月なのですが、山梨県は史上初めて「通年型国
文祭」として開催します。「国文祭」をきっかけとして「観光山梨」の基盤つくりも目指そう、
という目論見があるからです。
「国文祭の主な行事」として「フットパス」が採択されました。
フットパスとは語源的には単に「歩く道」という意味ですが、健康の為に早足で歩くウオーキ
ングとは少し趣旨を異にし、歩く道の周囲に咲く花や野仏や、名所旧跡などにも立ち寄って、
じっくり話を聞いたり写真を撮ったりしながら歩こう、という意味が含まれます。短い距離を
ゆっくり歩くので
お子様からお年寄りまでどなたも気軽に参加でき、名所旧跡なども訪ねるので「わが町発見」
という意味もあって、観光にも寄与する歩き方として人気がでています。
八ケ岳歩こう会では「国文祭」「フットパス」という両方の運動に賛同して協力することとなり
ました。既に北杜市の国文祭担当部署からは当会に協力援助の申し出もあり、現在事務局多賀
と進藤律子さんが主に会議に参加をしています。
今までは単なる会議の為の会議（といっては北杜市に失礼ですが）のような中身でしたが、国
文祭がいよいよ来年に迫って、内容もかなり煮詰まってまいりました。当会としてもいろいろ
やるべきことがでてきそうな気配です。そこで現在事務局多賀、進藤さん以外に、和田会長の
おでましを願い、新たな体制で市や県と連絡を取り合っていこうと考えています。もし「私も
国文祭やフットパスの連絡事務局として応援するよ」という方がいらしゃれば、是非事務局ま
で声をかけてください。一緒に進めていきたいと思います。また、そのような事務局には入ら
ないがフットパス的な道やコースづくりなら協力するよ、という方も是非声をあげて下さい。
フットパスコースの例を分かりやすくたとえるなら、田中文子さんがやってくれている「わが
町発見シリーズ」や、奥津さんがやってくれている「何気ない身の回りにある道の素晴らしい
風景の発見」というような例会や、風路さんがやってくれている「浅川兄弟を巡るウオーク」
やら「七賢を訪ねるウオーク」のような地域の文化などを訪ねるコースなどがそれにあたると
思います。それらを少し短距離に修正すれば立派な「フットパスコース」となります。
３月から「フットパスシリーズ」を始めますので「論より証拠」で、是非参加してください。
参加してくださるとイメージも湧くと思います。どうそ宜しくお願い致します。

■ 次回会報発行予定 4 月 1 日
-------------------------------------------------------------------------------------------------
【3 月～5 月の行事詳細】
■3 月 05 日(月) 月例会 ペアハット 10：00
■3 月 09 日(金) わが町探訪シリーズ 須玉～クラインガルテン

・コース のろし台(棒道) ～ 鎧堂(観音堂) ～ クラインガルテン(昼食) ～ 正覚寺 ～ 味噌
なめ地蔵

・距 離 約 10km
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・集 合 北杜市須玉総合支所 9：45
・解 散 14：30 頃
・参加費 会員 300 円（義援金 100 円を含む） 一般 500 円
・持ち物 弁当、飲料、雨具、おやつ、ウォーキング手帳など

昼食はクラインガルテンにて、600 円で自家製熱々ほうとうが食べられます。3 月
3 日までに担当者まで申し込んで下さい。

・担 当 田中文子 090-2635-1824 立幅文武 090-4428-2522
■3 月 12 日(月) 甲州～駿州 てくてく歩こう富士川街道 本番第３回（市川本町～甲斐岩間

駅）
早春の里山に、本格的な歴史を感じる古道、河内路ウォーキングになります。途中には、昔懐
かしい昭和の雰囲気を漂う和紙の街並みに、由緒のある神社仏閣が多く見る事ができます。ゴ
ール際には、印章資料館にて、館長さんによる親切丁寧に説明してもらいます。
・コース 市川本町駅（トイレ）～賽壽院・平塩山白雲寺～鰍沢口駅（トイレ）～本照寺（お

弁当・トイレ休憩）～落居駅～妙蓮寺～大乗寺～印章資料館（トイレ休憩）～甲斐
岩間駅（トイレ）

・距 離 約１８km
・集 合 身延線・市川本町駅 8：00

(上り)小淵沢駅 6 時 33 分発の電車をご利用下さい。
(下り)塩山駅 6 時 52 分発の電車をご利用下さい。

・解 散 身延線・甲斐岩間駅 14：30 頃
(上り・身延方面) 15：28 発の電車をご利用下さい。
(下り・甲府方面) 14：44 発の電車をご利用下さい。

・参加費 会員 ￥300(義援金 100 円を含む) 一般 ￥500
・持ち物 弁当 飲み物 雨具 保険証 ウォーキング手帳など
・担 当 リーダー：小谷 サブ：小塚／古屋／田中(哲)

■3 月 21 日(水) フットパスを歩こう ～シリーズ第一回 小淵沢旧平田家住宅周辺～
近頃耳にする「フットパス」という言葉。近頃耳にする「国文祭」という言葉。今回の例会で
はその二つの言葉を体で理解していただこうと思います。ゆっくりウオークですのでどなたも
安心してご参加ください。遅くとも 12：30 には解散します。お弁当は不要です。解散後お時
間のある方はどこかで美味しいランチでも食べてお帰り下さい。
この道は、進藤律子さんが組み立ててくれた道で、一部進藤さんの秘密の散歩道だったものを
公開してくれています♪お楽しみに。
また、進藤さんと共に今回は小淵沢ペンションシェムニの菊池オーナーがご案内してくれます。
菊池さんはこの道の「道守」さんとして立候補してくれました。ありがとうございます。「道守」
とはなにか、についても当日お話をいたします。
「散歩道を歩く」ような感じで史跡や自然を楽しみながら歩くのがフットパスです。来年の「国
文祭」の年には、山梨県中をそのように歩くウオーカーで一杯にしようというのが県のねらい
です。私たち八ケ岳歩こう会もその趣旨に賛同し協力しようとしています。是非このフットパ
スシリーズ第一回にご参加ください。
・時 間 9：00～12：30
・距 離 6 キロ
・集 合 小淵沢旧平田家住宅（小淵沢郷土資料館）
・申 込 不要／問い合わせは多賀まで（0551-32-5888）
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・参加費 会員 300 円（義援金 100 円を含む） 一般 500 円
・持ち物 手帳・飲み物・雨具・おやつ（弁当不要）
・担 当 菊池・進藤

■浅川兄弟ゆかりの地を訪ねて
八ヶ岳南麓に生まれ育った兄弟、
伯教（のりたか）・・・朝鮮陶磁史の研究にその生涯を捧げた兄
巧（たくみ）   ・・・朝鮮の山と民芸を愛し朝鮮の人を愛した弟
高根図書館内にある浅川兄弟資料館を見学してから歩きだします。兄弟ゆかりの地をめぐるゆ
っくりウォークです。晴れていれば八ヶ岳・南アルプスの眺望が素晴らしい道です。
・コース 高根図書館（浅川兄弟資料館）－生誕の地－浅川家墓所－兄弟の通った小学校－泉

龍寺－高根図書館
・距 離 １０キロ
・集 合 高根図書館前 9：30
・解 散 高根町図書館 14：30 頃
・参加費 会員 300 円（義援金 100 円を含む） 一般 500 円
・持ち物 お弁当・飲み物・おやつ・雨具・ウォーキング手帳
・担 当 風路・奥津
・その他 連絡をいただければ、９時に長坂駅にお迎えに行きます（２日前までにご連絡くだ

さい。）090-4116-7507 又は 0551-36-3826
浅川巧の生涯を描いた映画「道～白磁の人」遂に完成。いよいよ６月９日から甲府
のイオンモールで公開されます。大部分は韓国での撮影ですが、八ヶ岳南麓でもロ
ケをしています。八ヶ岳牧場など、身近なところも出てくるそうです。

■4 月 02 日(月) 月例会 ペアハット 10：00
■4 月 04 日(水) 皇居と千鳥が淵

皇居東御苑は江戸城の本丸二の丸三の丸跡を公園にしたところですが建物は同心番所百人番
所諏訪の茶屋しか残っていないのですが歴史を思って見るのも楽しいかもしれません。井伊直
弼邸跡はその前は加藤清正が使用していた所だそうです。その当時の井戸が残っているのです
が現在は下に首都高速道ができてしまい空井戸になってしまいました。その他江戸時代のにお
いが残っているかもしれませんので探して見てください。
・コース 東京駅丸の内北口（９：４５）―大手門―皇居東御苑（江戸城本丸跡）桜田門―憲

政記念館(昼食) （井伊直弼邸跡）―半蔵門―千鳥ヶ淵―靖国神社―市ヶ谷駅―四ツ
谷駅（１５：００頃解散）

・距 離 約１２キロ雨天の場合は中止することもあります
・持 物 昼食 飲み物 ウオーキング手帳

（弁当は東京駅で購入できます。）
・参加費 会員３００円（震災寄付１００円含む）一般５００円
・交 通 行き小淵沢駅発６：０２ 穴山駅発６：２０ 甲府駅発 ６：４４

青春１８切符が利用出来ます。（２，３００円）希望の方は事前に担当まで申し込み
ください。
但し、小淵沢駅・穴山駅・甲府駅 乗車。
車両はなるべく後ろの方に乗ってください。高尾駅で東京駅行きに乗り換えます。
丸の内北口に直接行く方は連絡下さると助かります。

・交 通 帰り立川駅発１６：０１（松本行）小淵沢駅着１８：４５
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八王子駅発１７：０８（小淵沢行） 小淵沢駅着１９：３１
・担 当 和田 ／ 立幅

■4 月 08 日(日）大法師公園お花見ウオーク
・コース 身延線市川本町駅 ～ 宝寿院 ～ 長生寺（トイレ） ～ 富士川大橋 ～ 酒造ギャラ

リー六斉（トイレ） ～ 旧春米分校 ～ 最勝寺（トイレ） ～ 大法師公園（桜お花
見＆昼食）（トイレ） ～ 富士橋 ～ 鰍沢口駅（トイレ）

・距 離 １２、５キロ
・集 合 身延線 市川本町駅 9：45
・解 散 身延線 鰍沢口駅 14：30 予定
・参加費 会員 300 円（義援金 100 円を含む） 一般 500 円
・持ち物 お弁当 飲み物 ウオーキングダイアリー 雨具
・担 当 田中（憲）

■4 月 12 日(木）桃の花ウォーク(山梨市)
・コース ピンクに染まる桃の花を観賞して頂きます。コースはフルーツ公園までは軽い登り、

昼食後は駅まで下っていきますが、中腹から見るピンクの絨緞の如き眺めは一見の
価値あり。

・集 合 山梨市駅前 9：10（上り 小淵沢 8：01 発）（下り 塩山 9：00 発）
・解 散 山梨市駅 14：30 頃
・距 離 12km
・参加費 会員 300 円（義援金 100 円を含む） 一般 500 円
・持ち物 雨具、飲み物、弁当、ウォーキングダイアリー
・担 当 小塚 ／ 尾庭
・その他 昼食場所のフルーツ公園には、食事処が二か所ある（大戸屋と軽食喫茶）シーズン

中（4 月）予約はできないが、利用可能。
■4 月 14 日(土) 4km 第３弾／フォトウオーク 泉健康センター駐車場 9：30 担当：前田
■4 月 16 日(月) 20km 甲州～駿州 てくてく歩こう富士川街道・本番 第４回

富士川沿いの河内路を少し離れまして､古関割子道に本栖みちの古道コースを巡ります。信玄
の隠し湯に､素晴らしい桜(ソメイヨシノ)満開の里山巡りウオーキングになります。
・コース 甲斐岩間駅(トイレ) ～久那土駅(トイレ) ～ 慈観寺 ～ 方外院(トイレ) ～古関の

関所跡～ 道の駅しもべ(お昼弁当･トイレ) ～ 甲斐常葉駅（トイレ）～ 下部温泉駅
(トイレ)

・集 合 ＪＲ身延線・甲斐岩間駅 8：40
・解 散 ＪＲ身延線・下部温泉駅 16：00 頃
・距 離 約２３km

古関の関所跡の見学追加の為、距離が伸びましたので、途中の駅でもリタイア出来
るように対応します。

・参加費 会員３００円（１００円は義援金） 一般５００円
・持ち物 弁当 飲み物 雨具 保険証 Ｗ手帳 富士川街道パスポート
・その他 昼食場所の道の駅しもべにはそば処（木喰庵）があります。

席数は少ないですが蕎麦ぐらいなら食べられます。
・担 当 リーダー：古屋 サブ：田中(憲)／小塚／田中(哲)

■4 月 18 日(水) 宿場風情満点、奈良井の佇まいと鳥居峠越え
・コース ＪＲ贄川駅～平沢集落～奈良井宿～中の茶屋後～丸山公園～ＪＲ薮原駅
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・集 合 中央本線 贄川駅 8：30
甲府駅 6：46 発、韮崎駅 7：00 発、小淵沢駅 7：25 発の電車をご利用下さい。

・解 散 中央本線 薮原駅 15：53
小淵沢駅 17：58 着、韮崎駅 18：36 着、甲府駅 18：49 着 いずれも塩尻駅乗り
換えです。

・距 離 １６km
・参加費 会員 300 円（義援金 100 円を含む） 一般 500 円
・持ち物 飲み物 ウオーキングダイアリー 雨具など
・昼 食 中山道奈良井宿 お食事甘味処「こころ音(ね)」さんで、こころ音御膳(税込み

1,575 円)を予定しておりますが、お弁当をご持参頂いても結構です。
こころ音御膳は、「手打ち蕎麦」「五平餅」「わっぱ飯」の中から主食をお選び頂くも
のです。予約が必要ですので、３月末日までに進藤へお申し込み下さい。

・担 当 リーダー 福井／サブ 進藤
■4 月 21 日(土) こいのぼりの里と花の森公園

道の駅「南きよさと」では毎年 4 月上旬から 5 月上旬にかけて約 500 匹のこいのぼりが揚げ
られます。シバザクラの絨毯の上で泳ぐこいのぼりはなかなか壮観です。このこいのぼりを見
ながらスタート、ゴールは花の森公園です。この時期花の森公園ではスイセン、レンギョウ、
パンジー、菜の花などが咲き乱れ、これまた見応えがあります。花の森公園で解散としますの
で、ゆっくり楽しんでください。
・コース 道の駅南きよさと→清里湖（大門ダム）→海岸寺（トイレ）→おいしい学校（トイ

レ、昼食）→花の森公園
・集 合 道の駅南きよさと 9：00

電車で来られる場合は長坂駅で 8：30 にピックアップします。  
上り小淵沢発 8：21（長坂着 8：29）、下り甲府発 7：50（長坂着 8：21）
ピックアップを希望される方は 4 月 13 日までに担当まで連絡をください。希望が
なければピックアップ便は出ません。

・解 散 花の森公園 14：00 頃
・距 離 約 14Ｋｍ
・参加費 会員 300 円（義援金 100 円を含む） 一般 500 円
・持ち物 飲み物、弁当、ウォーキングダイアリー、雨具など

昼食はおいしい学校内のレストランで摂ることもできますが、混んでいて時間がか
かる可能性が有ります、パンは購入可能です。

・担 当 リーダー 穂阪、大嶋
■4 月 23 日(月) 桜と三代校舎ウォーク ※都合により延期いたします。
■4 月 25 日(水) 観音様と古木櫻リベンジウォーク

昨年のウォークでは桜の開花が遅く、古木桜は「葛窪しだれ桜」の一輪のみ。参加者は満開を
期待していただけにとても残念な結果となりました。今年はリベンジです。
長野県富士見町の古木桜は咲いてくれるのでしょうか？花見ウォークはその年によって開花
時期がずれるので難しい。満開の古木桜を観たいものです。昨年は集合場所と歩き出しの場所
が異なり車の移動がありました。今年は車での移動を無くしました。出発もゴールも同じ「道
の駅・蔦木」でコースも少し変更して皆様をご案内致します。「道の駅・蔦木」で入浴希望の方
は温泉セットをご持参下さい。
・コース 道の駅「蔦木宿」～田端しだれ桜～旧国鉄軌道跡のトンネル～信濃境駅～高森しだ
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れ桜～高森観音堂しだれ桜～境小学校桜並木～葛窪三十三観音～葛窪しだれ桜～
甲六川公園～道の駅「蔦木宿」

・集 合 道の駅「蔦木宿」10:00
・解 散 道の駅「蔦木宿」14：30 頃
・距 離 約 12ｋｍ
・会 費 会員 300 円（義援金 100 円を含む）  一般 500 円
・持 物 弁当 飲み物、おやつ、雨具、ウオーキング手帖
・担 当 リーダー：市川(富) サブ：最上

■5 月 02 日(水) 武川～中山、緑したたる里山を歩こう フレンドパーク 9：00
■5 月 07 日(月)  月例会 ペアハット 10：00
■5 月 13 日(日) ※けもの道ウオーク 山梨県体育指導委員協議会主催の小淵沢棒道周辺ウオ

ーク
■5 月 16 日(水) 大泉フットパス・コース
■5 月 23 日(水)～24 日(木) 箱根八里を行く (１泊２日)バスウォーク申し込み制・進藤まで
■5 月 28 日(月) 甲州～駿州 てくてく歩こう富士川街道 本番 第５回（下部温泉駅～身延駅）

富士川街道シリ－ズの中間地点に入りました。左手には、ゆったりとした流れの富士川を眺め
ながら、身延山久遠寺を初めとします神社仏閣など史跡豊かな身延山 参道路、みのぶ路巡り
ウォ―キングになります。湯葉と身延まんじゅうは、身延ならばの名物で味見しながらも良い
ですね！！！
・コース 下部温泉駅（トイレ）～ 波高島駅（トイレ）～ 富士川クラフトパ―ク（トイレ）

～ 南松院 ～ 龍雲寺 ～ 南天の里（お弁当） ～ 本遠寺（トイレ）～ 身延駅（ト
イレ）

・集 合 ＪＲ下部温泉駅 8：40
中央本線 上り 小淵沢駅発 6：33／下り 立川駅始発 5：24
身延線 上り 甲府駅始発 7：17／下り 富士駅始発 6：53

・解 散 ＪＲ身延線・身延駅 15：30 頃
・距 離 約１９km
・参加費 会員３００円（１００円は義援金） 一般５００円
・持ち物 お弁当・飲み物・雨具・ウォ－キング手帳・街道パスポ―ト帳、等
・担 当 リ―ダ―／小塚  サブ／田中(憲)・田中(哲)・古屋

■5 月 30 日(水) 原村ウォーク
■5 月 日( ) 名水の里ベルガ(フットパス・コース)
■5 月 日( ) ※新緑棒道ウォーク 体育指導委員協議会
-------------------------------------------------------------------------------------------------
【月例会】

・月例会は毎月一度の話し合いの場です。どなたも歓迎ですのでご参加下さい。
【例会参加者へ】

・特に表記のない例会は、雨天決行です。
・特別の場合を除いて事前申し込み不要です。
・例会は、どなたも参加できます。
・（下見）とある例会も本番同様進行します。ご遠慮なく参加お願いいたします。
・会員は会員証とウオーキング手帳を御持参を下さい。(貰っていない方は事務局へ)
・タイトルの前に※があるのは当会主催ではありません。
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他会主催の場合の詳細はそれぞれの主催者にお問合わせ下さい
・例会についての質問は、担当者名が掲載されていればそこへ。それ以外は事務局へ。

八ヶ岳歩こう会事務局 ／ 多賀純夫 電話 0551-32-5888 ＦＡＸ 0551-32-6877

--------------------------- ＦＡＸ-- 0551-36-2369 (進藤) -----------------------------

■ 4 月 18 日(水) 宿場風情満点、奈良井の佇まいと鳥居峠越え
こころ音御膳ランチ 申し込み制です。

わっぱ飯   五平餅    せいろそば

主食が、上の三種から選べるランチです。例会の時に伝えていただくか、進藤までＦＡＸくだ
さい。


