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--- 第 1４期 ２号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報               平成 2４(2012)年７月３１日

■松本喜彰様の訃報に寄せて
松本さんの訃報本当に驚きました、まだ信じられない気持ちです。
４月末 根の上峠に行った時、帰りのバスの中でこんなに参加されるならぜひ八ヶ岳歩こう会に
入って下さいとお誘いして…
６月の富士川ウオークに参加されて あじさい公園の昼食の時 「進藤さん 会員になったよー」
とあの笑顔で教えて下さいました。
いつもニコニコしていて明るくお元気だったのに…。あの笑顔が忘れられません、残念ですが黄
泉の国でも笑顔で楽しく歩かれる事でしょう、心からご冥福をお祈りしたいと思います。
（進藤）

■事務局よりおしらせ
・月例会について、８月は休会 ９月３日(月)は三分一湧水館で開催します。10：00～12：00 
・7 月 2 日(月)の月例会に於いて、ＤＭ会員の方に月例会議事録を会報に同封して郵送する事

になりました。ぜひお読みになって、歩こう会の今の動きを把握する一助にしていただければ
と思います。

■次回会報発行予定 8 月 31 日
---------------------------------------------------------------------------------------------------
【8 月の行事詳細】
■8 月 04 日(土)大菩薩尾根道ハイキング

大菩薩嶺（日本百名山）から続く稜線からは、富士山や南アルプスが一望でき、山肌には数多く
の高山植物が群生する、魅力たっぷりのコースです。
・コース Ａ）上日川峠（ｗｃ）－石丸峠―熊沢山―大菩薩峠（ｗｃ）２時間の上り

Ｂ）上日川峠（ｗｃ）－福ちゃん荘―大菩薩峠（ｗｃ）１．５時間
大菩薩峠で合流（昼食）－大菩薩嶺―雷岩―上日川峠

・距 離 ９㎞
・集 合 大菩薩 上日川峠 9：50

ＪＲ中央線甲斐大和駅下車 小淵沢発７：１２ 高尾発７：２６に乗車下さい
甲斐大和駅からは、路線バス９：１０発上日川峠行き（片道千円）
車で来場する方は、（上日川峠に無料駐車場若干あり）担当まで連絡下さい。

・解 散 上日川峠発 １５：００又は１５：４５で下山
・参加費 会員 300 円 一般 500 円 （義援金は任意）
・持ち物 弁当 飲み物 ダイアリー 雨具 等
・担 当 小塚 （090-2175-0426） 尾庭 （090-4738-5276）
・その他 トレッキングシューズ、ストックを用意下さい

昼食時まで２コースになりますが、当日雨の場合コース変更あり
■8 月 22 日(水) 我が町シリーズ・小淵沢(納涼ウォーク) 

平田家周辺を歩くお馴染みの のんびりウオークです。
ビールの美味しい季節です、ちょっぴり汗をかいてから納涼会をしましょう
ウオークだけでも納涼会だけでも大歓迎です
・距 離 約８km
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・集 合 小淵沢駅 9：15
・解 散 ウオークのみ 12：00 まで 納涼会 15：00 まで
・参加費 会員￥300 一般￥500 (義援金は任意)
・持ち物 飲み物 雨具 ウオーク手帳
・担 当 リーダー 進藤 サブ 市川
・その他 納涼会(要予約) 場所：小淵沢駅前 “たいが” 時間：12：00～15：00 まで

会費 ワンドリンク付き(ソフトドリンク付き￥2300)(生ビール付き￥2500)
予約制です。進藤 0551-36-2369 か市川 0551-36-4155 まで ご連絡下さい
(アルコールを飲まれる方は車でのご参加ご遠慮下さい)

■8 月 27 日(月) 初秋の山中湖一周ウォ－ク(バスウォーク・申し込み制)
霊峰富士をまじかに眺めて、山中湖一周ウォ－キングになります。
前半は、足に優しい湖畔巡りにのウォ－キングに、後半は、少し冒険の平尾山・大平山・長池山、
三山のミニ縦走トレッキングになります。鎌倉街道の一部ウォ－クになります。

◎山中湖は、富士五湖（山中湖・河口湖・本栖湖・西湖・精進湖）においては、一番大きな湖で標
高においても一番高いです。

◎平尾山（標高１３１８Ｍ）  ◎大平山（標高 １２９８Ｍ）
頂上よりのロケ―ションは、言葉では言い表せない程、最高の眺めになります。

◎時間的に余裕が出れば、紅富士の湯で、紅く染まった霊峰富士を眺めることが出来ます。紅く染
まった富士は、丁度良い入浴時間帯になると思います。（定休日・毎週火曜日です）
コース湖畔の山中湖村営駐車場（トイレ）～マリモ遊歩道（トイレ）～夕焼けの渚、遊歩道（ト
イレ）～寿徳寺（トイレ）～平尾山（お昼弁当）～二十曲峠～太平山～長池山～湖畔の遊歩道～
村営駐車場
集 合 山中湖村営駐車場 9：30

小淵沢駅（6：30）～スパティオ―甲府駅（7：30）～山中湖村営駐車場 9：30
甲府駅乗り場は、南口バスレ―ン１番乗り場

解 散 小淵沢駅 16：00 頃
距 離 18km
参加費 会員 300 円(義援金は任意）一般 500 円 ※別途バス代必要

バス賃は、一人、2,700 円 （乗車人員によって、多少金額が変わります）
バス予約 ・田中（憲） (090-8592-1379）   ・田中（哲） (090-4927-5044）
定員 20 名の貸し切バスになります。（先着順 20 名にて締め切ります）

持ち物 お弁当・飲み物・ウォ―キングダイアリ―・雨具・入浴の支度、等
担 当 田中（憲）（090-8592-1379） 田中（哲） (090-4927-5044）
その他 ☆留意点

・飲み物は、通常より多めに用意願います。
・トレッキングシュ―ズが必要です。
・ストック（女性の方）用意願います。
☆当日の天候次第で、一部 コ―ス変更になります。
☆ミニ縦走ウォ―クに参加しない方は、バスにて 終了近くの湖畔遊歩道地点で、合流

します。
■8 月 30 日(木) もう一つの棒道 ゆっくりウォーク

11 月に開かれる棒道大会のせっかくウォーク「もう一つの棒道」を下見を兼ねて、ゆっくり、
のんびり、石仏たちの微笑みを感じながら足に優しい道を歩きます。
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集 合 三分一湧水館 9：30
解 散 三分一湧水館 13：00（お昼はゴール後になります。）
距 離 8km
会 費 会員 300 円(義援金は任意） 一般 500 円
持ち物 お弁当 飲み物 雨具 ウオーキング手帳
担 当 進藤 (0551-36-2369) ※サブリーダー募集中

---------------------------------------------------------------------------------------------------
【9 月の行事詳細】
■9 月 03 日(月) 月例会 三分一湧水館 10：00～12：00
■9 月 11 日(火) フットパスを歩く 6km 担当： 多賀
■9 月 17 日(月) 甲州～駿州 てくてく歩こう富士川街道

第８回沼久保駅～富士川駅（バスウォ－ク）
駿河の国、富士宮市に入ります。霊峰富士の裾野には、湧水が豊富の中でお酒にグルメ富士宮焼
きそば等に、出会うことになります。
初めは、富士川を少し離れて霊峰富士に向かって、お茶畑に林の中を通って富士宮市内に入りま
す。後半は、神社仏閣等史跡が豊かなコ―スを辿り、暫くしまして待望の駿河湾を見ることにな
ります。
・コース 沼久保駅～疣（いぼ）神さん・本妙寺（トイレ）～遊歩道（歩く博物館）～追分碑（右、

沼久保・左、星山道）～富士山本宮浅間神社（トイレ）～ふれあいの小径～明星山公
園（お昼・トイレ）～実相寺（トイレ）～水神社・渡船場～ふじかわ橋～富士川駅（ト
イレ）

・集 合 ＪＲ身延線、沼久保駅 9：30
バスの時刻（小淵沢駅発 6：30～スパティオ～ 甲府駅 7：30～沼久保駅 9：30
着）
甲府駅南口のバス乗り場は、南口バスレ―ン １番乗り場になります。

・解 散 ＪＲ富士川駅（東海道線） 16：00 頃
（富士川駅 16：00～甲府駅 18：30 頃～小淵沢駅・スパティオ 19：30 着)

・距 離 約 20km
・参加費 会員 300 円(義援金は任意）一般 500 円 ※別途バス代必要
・持ち物 お弁当・雨具・飲み物・ウォ―キング手帳・富士川パスポ－ト
・担 当 リ―ダ  田中(哲)（090-4927-5044）

サブ田中(憲)（090-8592-1379)／小塚／古屋
・その他 貸し切バス（有料）予約担当／古屋（090-2255-9580)

■9 月 19 日(水) 本栖湖一周と烏帽子山トレッキング 14km (バスウォーク)
担当：福井・進藤

■9 月 24 日(月) 秋の御坂峠越えウォ－ク
古道、鎌倉街道の歴史をしのびながらのウォ―キングになります。御坂峠越は,御坂山頂より霊
峰富士に河口湖が、眺めが美しく眼の前に手が届く様に追ってきます。峠越え終わり際の天下茶
屋で、一休しながらの河口湖の眺めが素晴しいです。
作家、太宰治 (富士には月見草がよく似合ふ)
・コース 藤野木、登山入口駐車場（Ｒ-１３７）～三星神社～行者平～御坂峠～岩の展望台～

御坂山～天下茶屋まではトレッキングコ―スになります。御坂山（標高 1596Ｍ）
・距 離 18 ㎞
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・集 合 藤野木、登山入口駐車場  9：00
（Ｒ-１３７、藤野木信号、甲府より進行して右側に有ります。カムイ御坂スキ―場・
大きな看板が建っている所より次の信号になります）

・解 散 藤野木、登山入口駐車場、16：00 頃
・参加費 会員 300 円（義援金は任意） 一般 500 円
・持ち物 お弁当・飲み物・雨具・ウォ－キングダイアリ－、等
・担 当 田中（哲）（090-4927-5044）
・その他 バスウォークは取り止めになりました。

トレッキングシュ―ズが必要です。
■9 月 30 日(日) 歩きたくなる道 500 選「とみざわ六地蔵」を巡るみち

・歩行場所 南巨摩郡南部町福士 走行距離 １3km
・集 合 JR 東海（身延線）井出駅 9：45
・解 散 とみざわ道の駅 14：00 頃
・参加費 会員 300 円（義援金は任意） 一般 500 円
・持ち物 弁当、水、おやつ、雨具、保険証(写し)etc
・担 当 リーダー：伊藤 順二 サブ：古屋 孝子
・その他 雨天決行

---------------------------------------------------------------------------------------------------
【10 月の行事詳細】
■10 月 1 日(月) 月例会 ペアハット 10：00
■10 月 3 日(水) 収穫の秋・徳島堰ウオーク

稲刈りの進む５００選の道「徳島堰」沿いをメインに歩きます。
・コース 韮崎駅～武田橋～武田八幡～白山城跡～徳島堰～大公寺～御勅使公園（お昼お弁当）

～双田橋～塩崎駅
・集 合 ＪＲ韮崎駅 09：30
・解 散 ＪＲ塩崎駅 14：30 頃
・距 離 約 17ｋｍ
・参加費 会員 300 円、一般 500 円 (義援金は任意)
・持ち物 弁当 飲み物 ウオーキングダイアリー 雨具等
・担 当 田中（憲） 090-8592-1379

■10 月 10 日(水) 42km マラソンウォーク 福井・田中(憲)
■10 月 15 日(月) 女工哀史の野麦峠と開田高原ハイキング (バスウォーク)(申し込み制・進藤

まで)
■10 月 20 日(土) ※清里開拓の道(フットパスウオーク)
■10 月 22 日(月)～23 日(火) 甲州～駿州てくてく歩こう富士川街道

本番 第９回・第 10 回(1 泊)
第九回（富士川駅～興津駅）
東海道の風情が漂う蒲原宿より由比宿を経て、広重による東海道五十三次の一つに描かれてい
る、薩た峠ウォ―キングになります。峠より霊峰富士の眺めは、大変素晴らしいです。
※薩た峠の「た」は左半分が「土」で右半分が「垂」の文字。
・開催日 2012 年 10 月 22 日（月）
・コース 富士川駅（東海道線・トイレ）～蒲原宿～和泉屋、お休み処（トイレ）由比本陣公園

昼食・トイレ）～倉沢・寺尾街並み～薩た峠～津駅（トイレ）～駿河健康ランド
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・集 合 富士川駅（東海道線） 10：00
貸切バス運行します。小淵沢駅（6：30 発・スパティオ～甲府駅 7：30 発～富士川
駅 10：00 着）
甲府駅南口バスレ－ン・一番乗り場
バス予約担当 古屋（090-2255-9580）・サブ田中（哲) （090-4927-5044）

・解 散 興津駅（東海道線） 16：00 頃
・距 離 約１６ＫＭ
・参加費 会員 300 円(義援金は任意）一般 500 円 ※別途バス代及び宿泊代必要
・持ち物 お弁当・飲み物・雨具・ウォ－キング手帳・富士川街道、パスポ－ト等
・担 当 リ―ダ― 田中（憲）090-8592-1379 サブ／小塚・古屋・田中（哲）
・その他 ○お昼食事 由比本陣公園近くに、開花亭においても食事が出来ます。

（桜エビ料理・かきあげ定食、千六百円等）
○駿河健康ランドにて、宿泊になります。（ＴＥＬ 054-369-6111）

予約担当 古屋
第十回・最終回（興津駅～清水駅）
富士川街道ウォ―クシリ―ズ、お陰様もちまして最終回を迎えることができました。
東海道五十三次十七番目の宿場町・興津宿を経て、歴史豊富な江尻コ－ス辿って最終目的地・駿
河湾 三保の松原に辿り着くことになります。
・開催日 ２０１２年１０月２３日（火）
・コース 興津駅(東海道線・トイレ)～興津宿～東本陣跡～西本陣跡～清見関跡（トイレ）～興

津座漁社（おきつざぎょそう）～清見寺・五百羅漢（トイレ）～江尻宿～エスパルス
ドリ－ムプラザ（お昼食事・トイレ）～清水次郎長生家～三保の松原

・集 合 興津駅（東海道線） 10：00
・解 散 三保の松原 15：30 頃  

市内巡環バスが、運行しています。（三保の松原～清水駅）
貸し切バスは、三保の松原（15：30 発）～河岸の市（16：00）～甲府駅（19：30
頃着）～スパティオ・小淵沢駅（20：30 頃着）

・距 離 約１３ＫＭ
・参加費 会員 300 円 一般 500 円 (義援金は任意）
・持ち物 飲み物・雨具・ウォ－キング手帳・富士川街道、パスポ－ト等
・担 当 リーダー 田中（憲)（090-8592-1379） サブ 小塚・古屋・田中（哲）
・その他 お昼食事は、エスパルスドリ－ムにて、食事になります。ヨットハ―バ―が、直ぐ近

くに見えます。素敵な環境の中です。
（すし横丁・レストラン・土産物・ショピングモ－ル等の複合施設です）

・予 約 バス及び宿泊、予約受付けています。
予約担当 古屋（090-2255-9580）/サブ 田中（哲）

---------------------------------------------------------------------------------------------------
【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。
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・（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


