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--- 第 1４期 １１号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報               平成 2５(2013)年４月３０日

■事務局より。
別紙「次期会長人事について」を同封致しましたので、必ずお読み下さい。

---------------------------------------------------------------------------------------------------
【5 月の行事詳細】
■5 月 1 日(水) 諏訪湖湖畔・七福神巡りウォーク（ＮＯ２）

諏訪湖を囲む七福神巡りウオークの第二回目です。岡谷駅をスタートして上諏訪駅までの３つ
の寺と諏訪大社下社春宮・秋宮などを巡ります。

・コース 岡谷駅～小口薬師堂～平福寺（寿老尊）（トイレ）～諏訪大社下社春宮（トイレ）～諏
訪大社下社秋宮（恵比寿天）（トイレ）～宮坂商店付近など（昼食）～温泉寺（布袋和
尚）（トイレ）～教念寺（弁財天）～酒蔵（舞姫・麗人）～上諏訪駅

・集 合 岡谷駅 ＡＭ8：45 （甲府 7：25 穴山 7：46 小淵沢 8：04）
・解 散 上諏訪駅 ＰＭ2：45 （塩山行き 3：04）予定
・距 離 約 15Ｋｍ
・持ち物 弁当 飲み物 雨具 ウオーキングダイアリー
     諏訪湖畔七福神巡りマップ（1 回目参加者）
・参加費 会員 300 円 一般 500 円
・担 当 田中憲（090 8592 1379） サブ：進藤
・その他 昼食は宮坂商店などでも取れます。
■5 月 7 日(火) 月例会 三分一湧水館 10：00
■5 月 10 日(金) ※鯉のぼりとフットパス ～「きよさと湖と花の森公園」～

・集合・解散／9：00 集合 12：30 解散予定 ・小雨決行 ・定員 20 名
・参加費用／500 円 参加費は当日現地にてお支払下さい。
・お申込み／下記お申込み欄にご記入の上 FAX にてお申し込みください。要予約
・お問い合わせ先／TEL 0551-42-2083（北杜市リトリートの杜・山木）
・持ち物／雨具、温かい飲み物など
・服装／歩きやすい服装と靴など
・主催／北杜市リトリートの杜
・協力／南八ヶ岳花の森公園 八ヶ岳歩こう会 大門・塩川ダム管理事務所
・申込み締切り／催行日の 2 日前まで。2013/5/8(水)
※当日受付・参加も可能ですが参加賞等お渡しできない場合がございます。予めご了承下さい。
※八ヶ岳歩こう会会員は参加費無料です。

■5 月 12 日(日) 「第 8 回北の杜ふるさとウォーキング in 白州」 北杜 24 景フットパス
名水公園べるが周辺や駒ヶ岳神社を散策するコースから、日向山山登りを楽しむコースなど、白
州の名水や名山を楽しめるコースです。
*石尊神社コース 14 キロ
*駒ケ岳神社コース 7 キロ
*名水コース 2 キロ
*日向山登山コース（定員 50 名）
［日  時］平成 25 年 5 月 12 日(日) 午前 9 時受付
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［受付場所］白州・尾白の森 名水公園べるが
［参 加 費］中学生以上 1000 円、小学生 500 円 未就学児無料 （昼食・参加賞・保険料含）
●申込み・問合せ：北杜市教育委員会生涯学習課内 北杜市スポーツ推進委員協議会事務局

TEL0551-42-1373 FAX0551-42-1124
■5 月 13 日(月) 第４回 信玄・川中島への道(JR 日野春駅～JR 甲斐小泉) 

棒道の起点と終点には諸説あるようですが、私は若神子から大門街道の入口（芹ケ沢または湯
川）までが尤もらしいと思っています。この会から 3 回に分けて棒道と思われるコースを歩き
ます。
今回は小荒間まで、日野春から若神子城址までは若干のアップダウンがある山道を中心に歩き
ます。
若神子城址から熱那神社を経て、県道 28 号高根西小入口交差点あたりまではほぼ真っ直ぐに北
に向かう緩やかな上りで棒のように真っ直ぐだから棒道というのを納得したくなる道です。
その先逸見神社あたりまではほぼ北北西に進みます。ただしただ北北西というより、北へ北へそ
の次西へ、また北へ北へ、西へという感じ。西へ行く時は平坦、北へは緩やかな上りという八ヶ
岳南麓の典型的な勾配が続きます。このあたり道祖神やら、庚申塔など古そうな石仏が時折出
現、古い道という感じがします。
逸見神社の先はまたほぼまっすぐ北に向かう上り、県道 608 号を越えたあたりから、観音像が
現れます。なぜか2 番の次が１番．．．小荒間の手前が西国 23 番となっています。
・コース 日野春駅(トイレ) ～ 若神子城址（トイレ） ～ 熱那神社（トイレ） ～金生遺跡(お

弁当・トイレ) ～ 逸見神社 ～ 甲斐小泉駅（トイレ）
・距 離 約１８ｋｍ
・集 合 中央線・日野春駅 8：30

(上り)小淵沢駅 8：01 発（8：13 日野春駅着）の電車をご利用下さい。
(下り)甲府駅 7：50 発（8：28 日野春駅着）の電車をご利用下さい。

・解 散 小海線 甲斐小泉駅 15：30 頃（小海線 小淵沢行 15：48 甲斐小泉発）
・参加費 会員 500 円(義援金は任意) 一般 1000 円
・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：大嶋  サブ：最上・田中（憲）
・その他 少しですが整備されていない林道や山道を歩きます、しっかり目の靴がお勧めです。

開催日までにまだ時間があります、電車の時間はダイヤ変更になる可能があります、
ご注意ください。

■5 月 16 日(木) やまなしの木ウォーク
山梨の県名の由来になったともいうやまなしの木。
なぜか長野県側の野辺山にたくさん生えています。その花が一斉に咲くのが例年ゴールデンウ
ィークの翌週くらい。木全体が真っ白に化粧しますので良くわかります。そんなやまなしの木の
花を見ながらのんびり野辺山高原をウォーキングしましょう。
※注意 今年の春は暖かいので状況により一週間早める可能性もあります。
・コース 野辺山駅～有名だったやまなしの木～野辺山小学校（通過）～ふれあい公園（トイ

レ・昼食）～開拓記念碑～最も元気なやまなしの木～ＪＲ最高地点（トイレ・休憩）
～野辺山天文台（トイレ）～野辺山駅

・集 合 野辺山駅 10 時 30 分(小海線 小淵沢発 9：57 甲府 8：53)
・解 散 野辺山駅 15 時 25 分(予定)
・距 離  約 18km
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・持ち物 弁当 飲み物 雨具 ウオーキングダイアリー
・参加費 会員 300 円 一般 500 円
・担 当 中川弘一（090-2771-8753）
・その他 昼食は持参してください。

■5 月 18 日(土) ※満足屋第 10 回釜無川・信玄堤ウォーク
お陰様で満足屋さんとの 信玄堤ウオークも 10回目を迎えました，皆様のご協力のおかげです。
今回 10 回目開催お礼と言う事で参加賞の他に、抽選会をして下さるそうです、そこで八ヶ岳歩
こう会からも何か協力したく 役員会でお願いして 満足屋さんのギフト券 3  シルクロード美
術館の無料券 10   P ペアハットの宿泊券 2 を 歩こう会として提供する事になりました。
是非お友達、ご家族お誘いの上盛大に盛り上げて頂くと嬉しいです、沢山の方のご参加お待ちし
ています。尚当日はオール二割引きです、お買い物も楽しみです。
会員でお手伝い頂ける方は 30 分前に御集合下さい。宜しくお願いします。
・集 合 満足屋 竜王総本店 10 時 駐車場あり
・解 散 ゴール２時半頃
・距 離 12 キロ
・参加費 ￥300
・持ち物 お弁当 飲み物 雨具
・担 当 進藤 恵星

■5/25(土)～26(日) ※八ヶ岳高原サイクリング 中川
■5 月 27 日(月) 千曲川の源流を訪ねて       
・コース 高根総合支所～（車で移動）～毛木平駐車場～千曲川源流～毛木平駐車場～高根総合支
     所
・集 合 北杜市役所高根総合支所 8 時 30 分
・距 離 約 12ｋm
・解 散 北杜市役所高根総合支所 16 時頃
・参加費 会員 ￥300 一般 ￥500 (義援金任意)
・持ち物 弁当 飲み物 雨具 ウオーキングダイアリー等
・担 当 リーダー 穂阪(0551-47-2436) サブ 大嶋(080-2044-4766)
・その他 鎖場、急坂などはありませんが山道の歩行です、トレッキングシューズがお勧めです。

また必要な方はポール、杖などをご準備ください。
高根総合支所と毛木平駐車場の間は車に分乗しての移動となります、一部の方に車の
提供をお願いすることになります、その際はご協力をお願いします。
配車の都合もあり事前申込制とします、参加される方は 5 月 21 日（火）までにリーダ
ー（穂阪）までご連絡ください。

---------------------------------------------------------------------------------------------------
【6 月の行事詳細】
■6 月 5 日(水) 定期総会
■6 月 6 日(木) 途中はパブだ！ ～詩「六月」を味わおう～

今年度最初の例会です。
昨年、茨木のり子さんの詩「六月」を味わいそこないましたので、今年は忘れないようにしたい
と思います。

「六月」
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どこかに美しい村はないか
一日の終わりには一杯の黒麦酒
鍬を立てかけ 籠を置き
男も女も大きなジョッキをかたむける
・・・

甲斐大泉駅から、緑まぶしいコースを歩き、少し汗ばんだ頃、大泉町にあるアイリッシュパブ
「ブル＆ベア」でギネスという黒麦酒を傾けましょう！
アルコールがだめな方にはおいしいソフトドリンクやアイス、ピザやパスタなどもあります。
パブの後小１時間歩きますので、余力を残しておいてください。
・コース甲斐大泉駅～飛沢の池～大湧水～アイリッシュパブ～泉ライン～甲斐小泉駅
・距 離 １２Ｋｍ
・集 合 甲斐大泉駅 １３：４０ （小海線・小淵沢駅発 １３：１４）
・解 散 甲斐小泉駅 １８：３０頃 （上り・下り共 １８：４６）
・参加費 会員３００円（義援金任意） 一般５００円 （アイリッシュパブでは各自清算）
・持ち物 飲み物・雨具・ウォーキング手帳
・担 当 風路（0551-36-3826） 市川（0551-45-8360）

■6/8(土)～9(日) ※スリーピーク八ヶ岳トレラン
■6 月 9 日(日) ※小淵沢町フットパス・信玄棒道/八ヶ岳トレラン実行委員会
■6 月 10 日(月) 信玄 川中島への道 第 5 回(甲斐小泉～八ヶ岳美術館)

「甲州側」をずっと辿ってきた「棒道」ですが、いよいよ今回から「信州側」に入っていきます。
今回の甲斐小泉から歩くコースは当会会員にはすっかりおなじみで、全国的にも「棒道」と言え
ばすぐに想定されるコースとなりますが、信州側に入ってしばらくすると途中から棒道はゴル
フ場や別荘地等の為に辿ることが不可能になります。
その部分を「逸見道」という（棒道を軍用道路とすれば）産業道路として発達したコースを歩き
ますのでご承知おき下さい。
なを今回からバスを使用することとなります。申し込みが必要ですので御注意ください。
・コース ＪＲ甲斐小泉駅(トイレ) ～棒道火の見櫓跡（トイレ） ～富士見高原リゾート（トイ

レ&お弁当） ～高栄寺（トイレ）～ 八ケ岳美術館（トイレ）
・距 離 約１８ｋｍ
・集 合 ＪＲ甲斐小泉駅前駐車場 10：10

小海線ご利用の方は下り小泉着 10：06 をご利用下さい
上りは適当な列車がありませんので車でお越しください

・ゴール 八ヶ岳美術館 16：00（貸切バス⇒ＪＲ甲斐小泉駅駐車場）
（小海線 17：22 甲斐小泉発小淵沢行）

・参加費 会員 500 円(＋バス代金) 一般 1000 円（＋バス代金）
バス代金 ＠＝￥1.000

・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：多賀 サブ：田中（哲）
・申 込 多賀：電話ＦＡＸ0551-32-6877 電話 0551-32-5888 メール

      メールは ywa-ml に返信してください。
■6 月 12 日(水) 小淵沢大曲稲絵アート周辺ウォーク 進藤
■6 月 15 日(土） ※大泉町フットパス/谷戸城址と金生遺跡
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【７月の行事詳細】
■7 月 1 日(月) 月例会 三分一湧水館 10：00
■ 7 月 8 日(月) 第６回 信玄・川中島への道(八ヶ岳美術館～芹ケ沢)(バスウォーク申し込み制)
■7 月 20 日(土） 八ヶ岳里山ウオーク/オオムラサキ遊歩道
---------------------------------------------------------------------------------------------------
【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。

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


