--- 第 1４期 ３号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報

平成 2４(2012)年８月３１日

■震災義捐金贈呈の報告
６月の総会にて事務局がお預かりしました皆様からの震災義捐金（￥79.000)、やっと先方へお
届けすることができましたので報告いたします。
相手先は「ＮＰＯ法人ちびっこハウス」
。甲府にあるＮＰＯです。
20 年前から「ちびっことその母親」に対する子育て支援を行っています。
具体的には、様々な条件から保育園や幼稚園に行けない家庭のちびっこをお預かりして、働くお
母さんを援助しているのですが、震災以降、主に陸前高田の幼児とその親を山梨県に招待旅行し
たり、移住希望の親子に対する支援活動などにも力を注いでいるというＮＰＯです。
今年８月の終わりの週末にはアイメッセ山梨で「やまなし子供の城フェスタ」という幼児とその
ご両親を対象にしたイベントをボランティア 60 名と「手弁当」にて開催し、二日間で 1 万 5 千
人の来場者があったということです。といってもお金のあるＮＰＯではなく、全くの「ボランテ
ィアと手弁当」というシステム（？）で開催して既に５回目という驚くべきＮＰＯでもありま
す。すごいですね。
その主宰者の「宮沢由佳」さんと事務局多賀は、フットパスの活動を通じて知り合いました。
「ち
びっこフットパス」というのを広めようとしている方でもあります。
本年８月には「第一回陸前高田ツアー」を行いました。ネット環境にある方は
コチラをご覧ください
http://www.youtube.com/watch?v=nOuAIF8R1Ys&feature=youtu.be
無い方はすみません。内容は被災された陸前高田の方々と山梨県民との交流。
「子育て支援」と
いう観点から「移住したいけれど移住先が分からない」と本気で考えている親子の引受先として
山梨県内で施設提供やサービス提供をしていこうと計画しています。そんな「ＰＯ法人ちびっこ
ハウス」に、八ヶ岳歩こう会が集めた（微々たる金額ではありますが皆さんの意思の入った）義
捐金を使っていただくことは、私たちの喜びでもあると考えました。
先般（8 月 29 日）甲府にてＮＰＯ法人ちびっこハウス理事長宮沢由佳さんとお会いしました。
当方からの義捐金を快く受け取って下さったことをここに報告させて戴きます。先方の会の活
動はその都度歩こう会掲示板などで報告させて戴きますので、そちらもご期待下さい。
有難うございました。被災された方々に対する温かいご支援を、これからも、引き続き、息長く、
お願い申し上げます。
■９月３日(月)の月例会は三分一湧水館で開催します。10：00～12：00
■下記の 3 件の例会を都合により中止させていただきます。
9 月 19 日(水) 本栖湖一周と烏帽子山トレッキング
10 月 15 日(月) 女工哀史の野麦峠と開田高原ハイキング
11 月 14 日(水) 歴史古道 川西古道と自然歩道 柿其渓谷
■次回会報発行予定 9 月 30 日
--------------------------------------------------------------------------------------------------【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 05 日(水) 秋の籠坂越えウォーク ※11 月 26 日(月)の予定が変更になりました。
初めに、籠坂峠入口の加古坂神社に安全祈願しながら霊峰富士を背にして、アザミ平のすすきの
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穂をかき分けて暫く進みます。暫くして、大洞山のブナ林の静けさの中を経て、三国峠に辿り着
きます。早速、快いよい涼しい風が迎えてくれます。すこし経て、パノラマ台に着きます。そこ
からの眺めは、霊峰富士と山中湖がひとつの絵となって追ってきます。ロケ－ションが素晴らし
く、コ－ス全体が足に優しいハイキングコ―スになっています。
・コース 湖畔緑地公園（トイレ）～加古坂神社～アザミ平～大洞山（お昼食事休憩）～三国峠
～パノラマ台（トイレ）～山中湖交流プラザ（トイレ）
（スタ―ト前に、近くの村営トイレを借ります）
・距 離 約 16 ㎞
・集 合 現地集合：山中湖、湖畔緑地公園 ９時３０分
（Ｒ－１３８ 沿い、旭日丘信号近くです）（駐車場があります）
・解 散 湖畔緑地公園
１５時頃
・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（通常より多めに用意）・雨具・ウォ－キング手帳等
・担 当 田中（哲） （090-4927-5044） サブ 田中（憲）（090-8592-1379）
・その他 トレッキングシューズ及びストック（女性の方）が必要です。
天気予報で、降水確率５０％以上時には、中止になります。
前日(４日)の午後６時迄に、ホ―ムペ―ジにてお知らせします。
■9 月 11 日(火) 棒道ウオーク(下見)
１１月に開催される棒道大会のファミリーコースを歩きます。
初秋の高原を楽しみましょう。ゆっくりのんびりウオークです。
本番の下見を兼ねています。
「本番で６ｋｍを歩かない方」も積極的にご参加下さい。会員の方
には全てのコースを歩いておいていただきたいと願っています。
・集 合 三分一湧水館 10 時集合
・参加費 会員 300 円 一般 500 円
・距 離 6 キロ
・持ち物 飲み物 雨具 ウオーキング手帳
・担 当 リーダー：多賀（0551-32-5888） サブ：進藤
■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
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（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 ※都合により中止いたします。
■9 月 19 日(水)
秋の長澤と旭山砦
高根町長澤地区及びその周辺のアカマツ林、カラマツ林を案内します。
旭山は標高約 911m の山と言うより丘のほうが合っていそうなところですが、武田の時代には
烽火台として使用していたと言われ、その後北条氏が砦を築いたと言われています。
アカマツ林の間から覗く富士山、八ヶ岳、南アルプスや津金の集落はなかなか趣が有ります。
・コース 南清里 道の駅～中村農場～engawa cafe(ここは未定）～旭山～南清里 道の駅
・距 離 約 15km
・集 合 南清里 道の駅
9：00
・解 散 南清里 道の駅 14:00 頃
・参加費 会員￥300 一般￥500 (義援金は任意)
・持ち物 弁当 飲み物 雨具 ウオーキングダイアリ
・担 当 リーダー 大嶋
サブ 未定
・その他 急斜面はありません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。
■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 ㎞
・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。
天気予報で、降水確率５０％以上時には、中止になります。
前日(２３日)の午後６時迄に、ホ―ムペ―ジにてお知らせします。
■9 月 26 日(水) 棒道ウオーク(下見) 三分一湧水館 9 時集合 距離 20 キロ
■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
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・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 ※都合により中止いたします。
■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
お昼食事・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
・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。
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（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）
--------------------------------------------------------------------------------------------------【11 月の行事詳細】
■11 月 05 日(月) 月例会 ペアハット 10：00
■11 月 09 日(金) 八ヶ岳クリ―ンウォ―ク 田中(哲）
■11 月 10 日(土) 第 2 回八ヶ岳棒道大会 せっかくウオーク
■11 月 11 日(日) 第 2 回八ヶ岳棒道大会
■11 月 14 日(水) 歴史古道 川西古道と自然歩道 柿其渓谷 ※都合により中止いたします。
■11 月 19 日(月) 西沢渓谷トレッキング 小塚・尾庭
■11 月 26 日(月) 晩秋の籠坂峠越えウォ―ク 9 月 5 日(水)に変更になりました。
--------------------------------------------------------------------------------------------------【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)
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・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
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