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--- 第 1４期 １２号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報               平成 2５(2013)年５月３１日

■事務局からお知らせ。
総会の日が迫っております。まだ出欠の連絡を頂いてない方がいらっしゃいます。特に総会後の
「懇親会」は料理の用意がありますので、参加予定の方は必ずご連絡下さい。
現在（5/29）まで下記の方からご連絡を頂いております。ご確認ください。

【総会・懇親会とも参加の方（敬称略）】
１）和田 ２）田中哲 ３）多賀 ４）田中文 ５）進藤 ６.７）最上夫妻
８）大嶋 ９）前田 10）土屋 11）梶山 12）穂坂 13）小塚 14）藤井 15）小林史
16）笠井 17）恵星 18）田中憲 19.20）風路夫妻 21）藤本 22.23）小林夫妻
24）岩田 25）市川富 26）中川弘 27）立幅 28）小川 29）神守

【総会のみ参加（敬称略）】
1）中川正 2）村上 3）阿部 4）村尾 5）市川健

---------------------------------------------------------------------------------------------------
【6 月の行事詳細】
■6 月 5 日(水) 定期総会 10：00～ 長坂町農業改善センター
■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」
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
スリーピークス八ヶ岳トレイル実行委員会 大会本部電話番号：080-6938-2409
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■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) 我が町シリーズ小淵沢 小海線大カーブ稲絵アート見学ウオーク(春の巻)

国文祭の北杜市の主催事業の１つに稲絵アートフェスティバルが小海線の大カーブの田んぼで
開催されます
小淵沢小学校の子供達が田植えから稲刈りまで頑張ります、今年はどんな稲絵が出来るでしょ
う、楽しみに歩いて見にいきたいと思います
秋の巻(9 月 25 日の予定)では稲刈り前の黄金色の稲絵アートが楽しめると思います
・コース 小淵沢駅～小渕番所跡～大宮神社、矢の堂～小渕神社～北野天神社～小海線大カー

ブ～アウトレット(昼食、トイレ)～馬の道～スパティオ(トイレ)～小淵沢駅
・集 合 小淵沢駅 9 時 10 分 (下り甲府駅 8：16 小淵沢 9：01 上り小淵沢 8：57)
・距 離 15 キロ位(最後の下見がまだ済んでいないので距離は当日のお楽しみに、15 キロよ

りは短めの予定…)
・解 散 小淵沢駅 1５時頃
・参加費 会員 ￥300 一般 ￥500
・持ち物 雨具、飲み物、ウオーキングダイアリー、昼食はアウトレットの中を予定しています、

レストラン、お弁当どちらでも OK です
・担 当 リーダー 進藤、 サブ 市川

■6 月 15 日(土） ※北杜 24 景フットパス｢縄文の里と武田家のふるさと｣
・集 合 大泉郷土資料館 午前９時
・距 離 5ｋｍ
・持ち物 飲み物 雨具 お昼までなので昼食は不要
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・担当 進藤
・その他 歩こう会会員は参加費 無料 (お手伝いをお願いします)

■6 月 19 日(水） ｢オオムラサキの里ウオーク｣(下見) オオムラサキセンター 午前９時
---------------------------------------------------------------------------------------------------
【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～湯川)(バスウォーク申し込み制)

前回から「信州側」に入って歩いています。このシリーズもようやく半ばを迎えています。今回
の八ヶ岳美術館から歩くコースは一部「八ケ岳周遊コース」や「原道」で歩いたコースとも重な
るので、懐かしい方には懐かしいコースかな、と思います。相変わらず「棒道」としては不確定
なコースですが、歩きやすい道を選びました。事前案内では「芹ケ沢」までとお知らせしていま
したが、少し距離をのばして「湯川」までとしました、注意ください。
なを前回からバスを使用しています。申し込みが必要ですので御注意ください。
・コース 八ヶ岳美術館～八ヶ岳自然文化園～三井の森～白山社～芹ケ沢～湯川
・距 離 約 19ｋｍ
・集 合 スパティオ小淵沢 7：50 バス出発⇒JR 小淵沢駅 8：10

車の方はスパティオで、電車の方は小淵沢駅で拾います。
・ゴール 湯川 18：00（貸切バス⇒スパティオ&小淵沢駅）
・参加費 会員 500 円(＋バス代金) 一般 1000 円（＋バス代金）バス代 ＠＝￥2.500
・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：多賀 サブ：田中（哲）
・申 込 多賀：電話 0551-32-5888

■7 月 20 日(土）※北杜 24 景フットパス｢オオムラサキの里ウオーク」
国蝶オオムラサキの生息数日本一のさとを歩きます生産量 品質共にこれも日本一のブルーベ
リーも楽しみに…
昨年から大会ではなく例会して歩く事になりました
国文祭 FP の事業ですがウオークに関しては歩こう会の皆様のご協力が必要です
お忙しいとは思いますがご参加 ご協力宜しくお願いします
歩こう会の方は無料です
・集 合 オオムラサキセンター 午前９時
・距 離 12ｋｍコース・20ｋｍコース
・参加費 大人・子供共通 500 円(八ヶ岳歩こう会会員は 無料）
・持ち物 弁当 雨具 飲み物
・担 当 進藤

■7 月 29 日(月) 千曲川源流を訪ねて
・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 17 時頃
・参加費 会員 ￥300 一般 ￥500 (義援金任意、交通費別途)
・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 サブ 大嶋
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・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。
高根総合支所～毛木平間の交通費（ガソリン代）の負担をお願いします、参加者数によ
り増減しますが、一人当たり 500 円～700 円程度を想定しています。
配車の都合もあり事前申込制とします、参加される方はリーダー（穂阪）までご連絡く
ださい。
雨天の場合は足場が悪くなるので中止（別途再企画を考えます）とします、前日 18 時
発表の川上村降水確率 50％を基本としますが、不安がある場合はリーダーのお問い合
わせください。

---------------------------------------------------------------------------------------------------
【８月の行事詳細】
■8 月 6 日(火) 大菩薩トレッキング 甲斐大和駅
■8 月 10 日(土) ※北杜 24 景フットパス｢ひまわりと太陽の里｣
■8 月 26 日(月) 第７回 信玄・川中島への道(湯川～大門峠)(バスウォーク申し込み制)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
【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


