--- 第 1４期 ９号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報

平成 2５(2013)年２月２８日

■事務局より。
八ヶ岳歩こう会が、昨日 1 月 31 日に開催された、｢第２回おもてなしのやまなし県民大会｣に於
いて「おもてなしのやまなし知事表彰」され、表彰式に和田会長 田中文さん 田中哲さん 市川
さん 進藤さんの５名で参加して来ました。

１．表彰式で知事から表彰状をいただいた
２．基調講演
講師 高野 登氏 (やまなしおもてなしアドバイザー ザ・リッツカートン前日本支店長)
テーマ『自分が変われば地域が変わる!』
３．パネルディスカッション
テーマ『富士とワインは良かったね』から『富士もワインも良かったね』と言わせるおもて
なしで５人のパネリスト,、高野登氏(前出) 木田和氏(ワイナリーオーナー夫人) 小林久氏
(やまと社長) 小林明氏(山梨県観光
部長) 長田由布紀氏(フリーアナウンサー)のト
ーク
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おもてなしとはなんぞや…と考えさせられたり いやいや 我々が普段何気なく笑顔でウオーク
している事がおもてなしの基本だなーと 思ったり…「相手の立場にたって考える事が大切だと」
…有意義な１日でした。
大会は第２回ですが表彰は今年が始めてとの事、お陰様で我々の笑顔のおもてなしの心が認め
られた様な気がしてちょっと嬉しい晴れがましい気持ちで一杯です。これからも健康で、笑顔で
ウオークしながら周りの方々に少しでもおもてなしのおすそ分けが出来たらと思います、有難
う御座いました。
個人が２名 団体が 6 団体 事業者が 6 事業者が知事表彰されました。ちなみ他の団体は、甲州
市観光ボランティアガイドの会 甲府観光ボランティアガイドの会 甲府城御案内仕隊 狭南高
校 ひばりが丘高校 です
今年は国民文化祭の年、又富士山がユネスコの世界文化遺産になろうかとする年でもあり、山梨
県でも力を入れてるようです。《おもてなし日本一を》目指そうと言う事でした。
--------------------------------------------------------------------------------------------------【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)～峰観音堂～信玄廟、諏訪神社～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）
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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）
鶏照り焼き丼・親子丼・鶏とろろ明太子丼・鶏煮カツ丼・鶏味噌カツ丼
☆オ－ダ－について
窓口は 田中文子 （090-2635-1824）または、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
■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前宮・本宮を巡ります。
・コース 茅野駅～諏訪大社上社前宮～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：進藤
・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・
秋宮を巡りす。詳細は別途お知らせします。
■3 月 29 日(金) 猿橋から桜はまだかいなぁ～トレッキング
日本三奇橋の猿橋から、武田二十四将小山田氏の居城岩殿城跡に登り、その名も恐ろしい稚児落
しを巡るウォークです。岩殿山は 634 ㍍で奇しくもスカイツリーと同じ高さで登山道もしっか
りしているが、兜岩から稚児落しルートはトレッキングコースとなります。運が良けりゃさくら
の開花に立ち会えるかな
・コース 猿橋駅～猿橋公園（トイレ）～名勝猿橋（トイレ）～石の杖（桃太郎伝説）～真蔵院
～岩殿山（昼食）～兜岩クサリ場（巻道あり）～天神山クサリ場（巻道）～稚児落し
～瑞泉橋～浅利地区～大月駅
・集 合 上り 小淵沢 7：12 発高尾行 下り 高尾 8：46 発小淵沢行
・出 発 猿橋駅 9：30
・解 散 大月駅 15：30 頃
・距 離 10 ㎞位
・持ち物 お弁当 雨具 ウオーク手帳 トレッキング靴 ストック 手袋
・参加費 会員 300 円 一般 500 円 （義援金は任意）
・担 当 小塚 090-2175-0426 小林（史)
--------------------------------------------------------------------------------------------------【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) 桃の花ウオーク(山梨市)
・コース 山梨市駅～かのがわ古道～根津記念館～永安寺～金桜神社～笛吹川フルーツ公園（昼
食）～窪八幡神社～万力公園～山梨市駅
・見 所 ピンクに染まる桃の花を観賞します。コースはフルーツ公園までは軽い登り、昼食後
は駅まで下っていきますが、中腹から見るピンクの絨緞の如き眺めは一見の価値あ
り。
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・集 合
・解 散
・距 離
・参加費
・持ち物
・担 当
・その他

山梨市駅前 9：10（上り 小淵沢 8：01 発）
（下り 高尾 7：27 発）
山梨市駅 14：30 頃
約 12ｋm
会員 300 円 一般 500 円 （義援金は任意）
雨具、飲み物、弁当、ウォーキングダイアリー
小塚 090-2175-0426
昼食場所のフルーツ公園には、食事処が二か所ある（大戸屋と軽食喫茶）シーズン中
（4 月）予約はできないが、利用可能。
■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)
第３回目は韮崎駅から日野春駅までを歩きます。途中の新府桃源郷は、4 月中旬に辺り一面がピ
ンク色に染まり、新府城跡や穴山駅付近では桜が咲き、桃の花との競演が見られます。春の新府
桃源郷を楽しく歩きます。
・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 日 18 日（木）我が町シリーズ・長坂編
・コース 長坂駅～穂見神社～妙要寺～龍岸寺～建岡神社～長坂町総合スポーツ公園(昼食)～
越中久保池～八ヶ岳パーキング～清光寺～長坂湖(牛池)～長坂駅
・集 合 長坂駅 9：10
・解 散 長坂駅 15：00 頃
・距 離 約 14km
・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 市川
■4 月 20 日(土) ※「津金三代校舎と鏝絵（こてえ）の里」 北杜 24 景フットパス
明治・大正・昭和、それぞれの時代の学校が残る貴重な「三代校舎」と、蔵の町「津金」の鏝絵
を鑑賞しながら歩きます。
［日
時］平成 25 年 4 月 20 日(土)午前 9 時受付
［受付場所］三代校舎駐車場
［参 加 費］500 円
●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
・当会会員は参加費無料、押印を致します。
・アンカーや車誘導等のお手伝いをお願い致します。8：30 にご集合下さい
■4 月 24 日(水) 高尾 桜・さくら・サクラ ウオーク
高尾にある多摩森林科学園の桜保存林の遊歩道を歩きます全国の桜 250 種類、1700 本が植え
られています遅く咲くちょっと珍しい桜をみたいと思っています
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・コース 高尾駅～多摩森林科学園(桜保存林見学、昼食) ～多摩御陵～浅川公園～高尾駅
・集 合 JR 中央線高尾駅 北口 9：45 (小渕沢 7：12、甲府 7：51、高尾 9：41)
・解 散 高尾駅１４：45 予定
・距 離 12km
・持ち物 弁当 飲み物 雨具 ダイアリー
・参加費 参加費 300 円 一般 500 円 他に科学園入場料 400 円
・担 当 進藤(0551-36-2369)
■4 月 27 日(土) 大深山遺跡(おおみやまいせき)ウォーク
チョット遅い花見をしながら歩いてみませんか？
・集 合 信濃川上駅 10 時 40 分
・解 散 信濃川上駅 15 時頃 (小淵沢行き 15 時 14 分)
・距 離 約 14ｋm
・持ち物 弁当 飲み物 雨具 ウオーキングダイアリー等
・参加費 会員 ￥300 一般 ￥500 (義援金任意)
・担 当 大嶋・穂阪
--------------------------------------------------------------------------------------------------【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
・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 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。
［日
時］平成 25 年 5 月 12 日(日) 午前 9 時受付
［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。
5 / 6

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。
・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：未定
・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 中川
■5 月 18 日(土) ※満足屋第 10 回信玄堤ウォーク 満足屋竜王店 10：00 進藤
■5/25(土)～26(日) ※高原サイクリング 中川
■5 月末 千曲川源流ウォーク 穂阪
--------------------------------------------------------------------------------------------------【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
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