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--- 第 1４期 ８号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報               平成 2５(2013)年１月３０日

■新シリーズウォーク｢信玄・川中島への道｣が、いよいよ始まります。
武田信玄は川中島で天文２２年（１９５３）から永禄７年（１５６４）までの１２年間に、５回
にわたり上杉謙信と戦いました。この時信玄は躑躅が崎からどのように川中島に向かったので
しょうか、この武田軍が進軍した道をたどる、というのが今回の「信玄・川中島への道」のテー
マです。しかしその道筋はあまり定かではありません、棒道、大門街道から千曲川沿いにという
説もありますが、佐久経由であったという説もあります。今回はその企画が棒道を通して歩いて
みようというところから始まっていることもあり、棒道説で行くことにします。しかし棒道につ
いてもどこからどこまでが棒道なのか、どこを通っていたのか諸説あります。ということは独断
と偏見でコースを決めても、誰もそれを間違いだと断言することはできない、ということでしょ
うね。そこで今回は若神子から大門街道の入口芹ケ沢までを棒道だと考えます。****
まず躑躅が崎から日野春までは御嶽道、逸見路などをたどりつつ、武田家ゆかりの地などを訪れ
ながら約５０Km を３回で歩きます。****
次はいよいよ棒道、若神子から芹ケ沢まで、観音像や道祖神などを見ながらの約４５Km を３回
で歩きます。（実際のスタートは日野春駅になります）****
芹ケ沢の先は大門峠越え、歩道がなく車の多い国道１５２号線を如何に回避するかがポイント、
しっかり探し出しましたよ。長久保宿で中山道と交差し、上田宿の手前、大屋で北国街道に至る
約４５Km の大門街道を３回で歩きます。****
大屋の先が悩むところ、千曲川沿いすなわち北国街道を大きく西に迂回して行くか、またはほぼ
真っ直ぐに地蔵峠を越えて行くか、今回はコースとしての面白さを重視して、地蔵峠越え、八幡
原史跡公園（川中島）までの約３５Km を２回で歩くことにします。第１０回、１１回は別所温
泉で一泊、最終日はちょっとだけ時間に余裕を持たせ松代の街を散策しましょう。****
実行メンバー７名が地図と格闘し、地元の通行人やお店で聞きまわり、現地での下見を繰り返し
て見つけた魅力的な道がいっぱいです、皆さんの参加をお待ちします。*

■事務局より。
八ヶ岳歩こう会会員の全ての皆様に嬉しい報告をさせて戴きます。
「平成 24 年度おもてなしやまなし知事表彰」という制度が昨年からはじまりましたが、24 年
度の「団体表彰」の部において、当会が推薦され「県民表彰」として表彰されることとなりまし
た。おめでとうございます。この賞が「自薦」ではなく「他薦」であるということが、大変名誉
あることだと事務局は思っております。長年にわたる例会における会員の皆様の笑顔や案内。ま
た、大会における会員の皆様方の接待や案内が、県内外の参加者さん達から評価された結果であ
ると、考えています。名誉と誇りある表彰で、無条件に喜んで良いことだと言えるでしょう。皆
様、おめでとうございます、そして、ありがとうございます。今後とも、この賞に恥じぬよう、
さらなる精進と笑顔で、楽しい会にしていきましょう。表彰式は 1 月 31 日に甲府のベルクラシ
ックにて会長・副会長他の出席で行われます。報告を楽しみに待ちましょう。
新年早々、素晴らしい報告が出来ましたことを皆様と共に喜びたいと思います。

---------------------------------------------------------------------------------------------------
【２月の行事詳細】
■2 月 4 日(月) 月例会 三分一湧水館 10：00
※2 月 15 日(金) 

ウォーキングのお知らせではありませんが、「交通安全」と「フットパス」に関する講演会です。



2 / 4

例会のリーダーをやって下さる方々には特に聞いて頂きたいと思います。また、「武田一族もの
がたり」という題のレクチャーもありますので、「信玄・川中島への道」を企画されている方々
にもお奨めです。
・会場/山梨県立博物館」生涯学習教室

http://www.museum.pref.yamanashi.jp/index.html
・時間/受付 10：00 開演 10：30
・参加費/無料
・内容/午前 西川学芸員「武田家一族ものがたり」
    昼食（自由 周囲にあまり食堂がないので弁当持参が適当です）
    午後 県内フットパス楽校の講師による幾つかのお話
    この中で、安全対策等のお話があります。
・終了/15：00
・主催/山梨県国民文化祭課
・参加希望者は多賀まで連絡を下さい(電話 0551-32-5888 ＦＡＸ0551-32-6877)
※2 月 16 日(土) 北杜 24 景フットパス「甲州街道 台ヶ原宿 」

旧甲州街道の面影が色濃く残る台ヶ原宿。和菓子屋や造り酒屋などを巡りながら歩きます。
［日  時］平成 25 年 2 月 16 日(土) 午前 9 時受付
［受付場所］道の駅はくしゅう
［参 加 費］500 円(歩こう会員は 無料)
●お申込み：北杜市教育委員会生涯学習課 TEL0551-42-1373
●問合せ：八ヶ岳歩こう会 TEL0551-32-5888
※当日は七賢の蔵開きが開催されていますが蔵開きの試飲は解散後になります、試飲をされる

方は車でのご参加はご遠慮下さい
ゴール後蔵開きに参加の方で「歩き」で日野春まで帰られる方は 進藤が日野春駅まで先導し
ます(サブ 田中(文))ので 朝は相乗り、 アッシーくん、 バス、 タクシー等送迎は各自でお
願いします

蔵開きに参加の方は 軽い昼食もご用意下さい
日野春駅 4 時 30 分 位を予定しています

■2 月 18 日(月) 第 1 回 信玄・川中島への道(甲府駅～塩崎駅）
戦国の武将 信玄公が躑躅ヶ崎館（つつじがさきやかた）より信州、川中島に出陣した遠大なロ
マンを追っての１１回に亘る、ウォ－キングシリ―ズになります。
第１回は早春の北野野辺に湯村山の里山を辿って、古道 穂坂道に御嶽道（みたけみち）を経
て、旧市川道の一部に旧甲州街道と武田家に関わる、史跡豊かなコ－スのウォ－キングになりま
す。
・コース 甲府駅（トイレ）～躑躅ヶ崎（武田神社）トイレ～丑（うし）え刻地蔵～法泉寺（甲

府五山）～湯村温泉郷（トイレ）～塩澤寺～延命橋～穂坂道～千松橋～御嶽道～正受
院～袖すり橋跡～市川街道（道標）～竜王駅（トイレ）～称念寺～二十三夜塔～赤坂
ドラゴンパ－ク（トイレ）～下今井の庚申塔、道標～下今井のナマコ壁土蔵の街並み
～信州往還架橋道橋～泣き石～塩崎駅（トイレ）

・集 合 ＪＲ甲府駅南口信玄公銅像前広場 9：00
     (上り 松本駅発  6：38  下り 立川駅発 6:43)

・距 離 １７km 位
・解 散 ＪＲ塩崎駅 15：30 頃
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     (上り 八王子駅行 15：46  下り 松本駅行き 15：52)  
・参加費 会員 ５００円 一般 １、０００円 （義援金は任意）
・持ち物 お弁当、飲み物、雨具、ウォ―キング手帳、
・担 当 田中（哲）（090-4927-5044）

---------------------------------------------------------------------------------------------------
【３月の行事詳細】
■3 月 4 日(月) 月例会 三分一湧水館 10：00
■3 月 6 日(水)  敷島梅の里ウオーク(小雨決行、大雪の場合 7 日木曜に順延)
昨年大雪注意報の為中止しましたが少しコースを変更したのでリベンジする事にしました。 梅
の香りの中早い春を満喫しましょう
・コース 塩崎駅～光照寺～高原団地～梅の里(昼食トイレ) ～敷島団地～諏訪神社、信玄廟～

シャトレーゼワイナリー(試飲あり)～塩崎駅
・集 合 塩崎駅 9:30
・解 散 塩崎駅 3:00 頃
・距 離 12km
・持ち物 お弁当 雨具 飲み物 ウオーク手帳
・参加費 会員 ￥300 一般 ￥500 (義援金任意)
・担 当 進藤 田中(憲)

■3 月 11 日(月) 信玄・川中島への道 第 2 回（塩崎駅～韮崎駅）
春の茅ヶ岳山麓台地の旧甲州街道に小尾街道（穂坂道）と、史跡豊かな甲斐武田家発祥の地巡り
ウォ―キングになります。
・コース 塩崎駅（トイレ）～光照寺～舟形神社の石鳥居～一橋陣屋跡～妙善寺～金山神社～金

剛寺（トイレ）～勝の家（お昼食事）～涙の森～宮久保のクヌギ～銀河鉄道展望公園
（トイレ）～穂坂橋～韮崎駅（トイレ）

・集 合 ＪＲ塩崎駅 10：00
（上り 松本駅発７時３５分 下り 高尾駅発７時２６分）

・距 離 約 16ｋm
・解 散 ＪＲ韮崎駅 15：00 頃

(上り 八王子駅行き 15：46 下り 松本駅行き 15：52)
・参加費 会員 500 円 一般 1,000 円 （義援金は任意）
・持ち物 お弁当、飲み物、雨具、ウォ―キング手帳等
・担 当 田中（哲） 090-4927-5044
・その他 お昼食事のメニュ―とオ―ダ―について

☆メニュ―
１）丼ランチ  ８４０円（大丼、サラダ、味噌汁、浸物）

      豆腐ステ―キ丼 ・豆腐カツ丼・豆腐キムチ丼
２）丼ランチ  ９４５円（大丼、サラダ、味噌汁、漬物）

      鶴てる焼き丼・親子丼・鶴とろろ明太子丼・鶴煮カツ丼・鶴味噌カツ丼
☆オ－ダ－について

     窓口は 田中文子 （090-2635-1824）
      田中哲夫 （090-4927-5044）

     締切は３月５日迄、お願いします。
     お店は、かつの家、0551-23-6323
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■3 月 25 日(月) 諏訪湖湖畔・七福神巡りウオーク（ＮＯ１）
30ｋｍということで、2 回に分けて実施します。第 1 回目は茅野駅をスタートして岡谷駅まで
の 3 つの寺と諏訪大社上社本宮を巡ります。
・コース 茅野駅～法華寺（大黒天）～諏訪大社上社本宮（トイレ）～江音寺（福禄寿）（昼食、

トイレ）～久保寺（毘沙門天）（トイレ）～岡谷駅
・集 合 茅野駅 ＡＭ 8：30（甲府 7：25 穴山 7：46 小淵沢 8：04）
・解 散 岡谷駅 ＰＭ 2：30 予定（岡谷駅発塩山行 2：54）
・距 離 約 17ｋｍ
・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 田中憲（090 8592 1379） サブ 未定
・その他 2 回目は 2013、5,1（水）で、岡谷駅から上諏訪駅間の 3 つの寺と諏訪大社下社

秋宮を巡ります。詳細は別途お知らせします。
■3 月 29 日(金) 猿橋から岩殿山巡り 集合：猿橋駅 担当：小塚
-------------------------------------------------------------------------------------------------
【４月の行事詳細】
■4 月 1 日(月) 月例会 三分一湧水館 10：00
■4 月 12 日(金) 桃の花ウォーク 山梨市駅 小塚
■4 月 15 日(月) 信玄・川中島への道 第 3 回(JR 韮崎駅～JR 日野春駅)

・コース 韮崎駅～平和観音～韮崎中央公園（トイレ）～光明寺～新府城址（トイレ）～新府桃
源郷～河西ワイナリー～穴山駅（昼食・トイレ）～廃軌道～日野春駅

・集 合 韮崎駅 ＡＭ9：30（小淵沢発 8：58 甲府発 9：16）
・距 離 約 17ｋm
・解 散 日野春駅 ＰＭ2：30 予定
・参加費 会員 500 円 一般 1,000 円
・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 田中憲 サブ 未定
・その他 ＪＲダイヤ改正で時刻表変更あるかも

■4 月 20 日(土) ※須玉町フットパス/三代校舎と鏝絵(リンク)
■4 月 24 日(水) 高尾の桜、さくら、サクラ 12 キロ 進藤
---------------------------------------------------------------------------------------------------
【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


