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--- 第 1５期 ６号 ---

八ヶ岳歩こう会 会報             平成 2５(2013)年１１月３０日

■先月 10 日、当会の年間最大行事「八ヶ岳・棒道大会」が無事終了いたしました。会員の皆様に
は下見や矢貼り、当日の様々な役割まで多大なるお手伝いを頂き、有難うございました。御礼申
し上げます。おかげさまで大成功・大好評の大会となりました。
当日は参加者用に 500 枚のアンケートを用意しましたがほとんど全てご記入いただき（現在集
計中ですが）、概ね「良かった」「来年も期待している」という声でした。皆様のおもてなしの精
神や温かさが伝わったものと感じています。嬉しい限りです。
また、大会の当日は山梨県国民文化祭終了の日でもあり、当会が協力してきた「北杜フットパ
ス」が実質的に終了した日でもありました。定員 20 名のところ毎回 100 名前後の参加者が殺
到するという、嬉しい悲鳴が続きました。こちらも会員の皆様方のご協力がなければ実施は難し
かったと改めて感謝をしております。すっかり「フットパス」という歩き方は定着したものと思
われます。しかし国文祭が終わったと同時にフットパスも終わってしまっては、せっかく誕生し
たフットパスフアンの行き場所が無いと考え、北杜市では「そろんそろんフットパス」と名前を
変え、引き続きフットパスウオーキングを実施していくことと致しました。「そろんそろん」と
は増富方面の方言で「ゆっくり歩く」という意味だそうです。
日本ウオーキング協会では「完歩」の他に「観歩」「感歩」という言葉を使い、観光や見て歩き
という「ユックリウオーク」を提唱しています。どこの会でもなかなか
「ゆっくり歩いてくれない」というのが実情ですが、ここ山梨県ではフットパスのおかげで、そ
れが実現しそうです。当会でも来年度はフットパスを多く取り入れ、ゆっくり歩いて郷土再発見
のウオークを楽しみたいと思っています。どうぞ皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。

■フォトウオーク・ミニ作品展のご案内
去る 9 月 6 日(金)、八ヶ岳歩こう会例会のフォトウオーク「ＪＲ小海線に乗って稲絵アートを
撮ろう！」が開催されましたが、その時の作品 18 点を三分一湧水館 3 階展望ホールをお借りし
てミニ展示する事が決まりましたので是非お立ち寄り下さい。
期間：12 月 1 日(日)～12 月 8 日(日)
開館時間：9:00～17:00

■シリーズウォーク・お茶壺道中(甲州街道)の日程変更のお知らせ
当初は毎回水曜日に実施予定でしたが、会員からの要望もあり、スタッフの方が検討をされた結
果、偶数回は月曜日に開催することになりました。
第 1 回は、2014 年 3 月 19 日(水)に実施いたします。

■ホームページ管理人からのお願い
この会報を郵送で受け取っている会員さんの中に、会報はメールで受け取っても良いという方
がいらっしゃいましたら、お手数ですが下記の方法で市川健一までメールアドレスをお知らせ
下さい。よろしくお願いいたします。

---------------------------------------------------------------------------------------------------
【12 月の行事詳細】
■12 月 2 日(月) 月例会 三分一湧水館 10：00
■12 月 2 日(月) 「スペイン巡礼の道 Part１」報告会

６月から７月にかけてカミーノと呼ばれるスペイン巡礼の道を３週間歩いてきました。
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四国の遍路道のように、信者でなくても誰でも受け入れてくれる道です。
スタートのフランスの町「サン・ジャン・ピエ・ド・ポー」からゴールのスペイン「サンティア
ゴ・デ・コンポステーラ」まで約８００キロ。今回はその半分弱、３７０キロ程を歩きました。
歩くのが好きな人間にとって、景観・歴史・文化どれをとっても素晴らしい道でした。
私たちが感じたことをどのくらいお伝えできるかわかりませんが、道について、旅について、そ
して数ある失敗談も含め、ざっくばらんにお話したいと思います。もしも興味・関心がある方
は、どうぞ聞きにいらしてください。
・時 間 13：30 から約 1 時間 30 分位
・場 所 三分一湧水館 3F
・参加費 無料 （義援金任意）
・話す人 風路周平・和子

■12 月 4 日(水) 「浅川兄弟ゆかりの道を歩く」 ～朝鮮半島の山と文化を愛した人～
北杜市出身の浅川兄弟ゆかりの道を、のんびり歩きます。
お昼はコース途中の「キッチンオハナ」を予定しています。（おひさまプレート１２００円）
お弁当持参もＯＫ、またそこからゴールは近いのでそこで解散も可です。
キッチン・オハナで食事希望の場合のみ、11 月 30 日までに申し込んでください。
・コース 浅川兄弟資料館～生誕の地～墓所～小学校～聖観音堂～キッチンオハナ～駐車場
・集 合 高根図書館 駐車場 ９：４０  （高根総合支所並び）
・解 散 高根図書館 駐車場 １５：００頃
・距 離 約８キロ
・参加費 会員３００円 一般５００円 (義援金は任意) キッチンオハナでの食事代は各自。
・持ち物 お弁当（申し込んでいない場合）・飲み物・雨具・ウォーキング手帳
・担 当 風路  サブ 市川

■１2 月 13 日(金) 恒例七福神(八王子七福神)ウォーク・下見
詳細は、本番(2014 年 1 月 8 日)の欄に記載してあります。
すべて本番通りの予定ですので、当日ご都合の悪い方は是非ご参加下さい。

■12 月 16 日(月) 初冬の勝沼郷巡りウォーク （甲州市勝沼町）
季節ごとに彩りを変えるぶどう畑の風景を楽しみながら、史跡が豊かな 初冬の勝沼郷巡りウ
ォーキングになります。
・コース 勝沼ぶどう郷駅（トイレ）～大日影トンネル遊歩道～近藤勇・柏尾坂広場～勝沼堰堤

～大善寺～太郎吊橋・太郎堰～祝橋～宮光園～シャトレーゼ勝沼ワイナリー（お昼食
事・トイレ）～旧田中銀行～勝沼宿街並～勝沼ぶどう郷駅（トイレ）

・距 離 約１１km
・集 合 勝沼ぶどう郷駅前 午前 ９時００分
・解 散 勝沼ぶどう郷駅  １５：００頃
・参加費 会員 ３００円  一般 ５００円
・持ち物 お弁当 飲み物 雨具 保険証 ウォーキングダイヤリー
・その他 懐中電灯・ヘットライト用意願います。（大日影トンネル内が薄暗い為です）

昼食場所 シャトレーゼ勝沼ワイナリー
・担 当 田中哲夫 鈴木 博 （鈴木さんは、地元 勝沼町在住です。案内が楽しみです。）

■12 月 18 日（水） 「武田の里」納会ウオーク（申込制）
※定員になりましたので申込みを締め切りました。
平成 25 年納めのウオーク（食事兼飲み会）を「武田の里」韮崎で下記のように実施します。こ
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の 1 年のふりかえりと来年への展望を語り合いたいと思いますので、より多くの参加お待ちし
ています。
・コース ＪＲ韮崎駅～若宮神社～七里ヶ岩トンネル～韮崎中央公園（トイレ）～釜無川河川敷

遊歩道（トイレ）～ぽぽらーれ（食事兼飲み会会場）
・距 離 約 8km
・集 合 ＪＲ韮崎駅 Ａｍ9；40
・参加費 会員 300 円 一般 500 円 食事会 2.500 円
・食事会 「ぽぽらーれ」韮崎市本町 1-12-20 （韮崎市役所近く）2.500 円程度（ワンドリ

ンク付き）
・持ち物 飲み物 雨具 ウオーキングダイアリー等
・その他 申込制です（定員 25 名）。ウオークまたは飲み会だけの参加もＯＫ！
・担 当 田中憲  サブ 進藤

追加飲み物会計⇒田中哲、穂阪
---------------------------------------------------------------------------------------------------
【1 月の行事詳細】
■１月８日（水） 恒例七福神（今回は八王子七福神）ウォーク

・コース 西八王子駅（トイレ）～淺川睦橋土手（ストレッチ）～吉祥院（トイレ）～宗格院～
了法寺～善龍寺～小門公園（トイレ）～信松院～金剛院（トイレ）～伝法院～本立寺
～八王子駅近く

☆その後 ＜八王子ロマン地下＞ という摩訶不思議な場所 （「ひと言では語れませんがひと
口で伝わります。まぁまぁ美味しいロマン地下」というキャッチコピー有り）で、飲食の予定
です。各自清算。メニューは色々バラバラ。
お弁当持参の方には公園などがありますが、天候次第ではちょっとつらいかも知れません。

・距 離 約８ｋｍ
・集 合 中央線 西八王子駅 改札外 １０時２０分
・解 散 八王子駅近く １３時頃予定
・参加費 会員 300 円  その他 500 円  （義援金も宜しく）
・持ち物 ウォーキング手帳、飲み物、おやつ、（お弁当）、雨具、保険証
・その他 色紙が必要な方は、１２月２５日までに村尾までご連絡下さい。
・担 当 村尾  村上

■1 月 20 日(月) 月例会  三分一湧水館 10：00
■1 月 20 日(月) Ｅメールの使い方、勉強会

会員の皆さんへ 日頃のご協力有難うございます。
扨て、Ｅメールの使い方の勉強会を企画致しました。歩こう会におきまして、初めての試みにな
るかと思います。
勉強会を通じて、リアルタイムにて正確な情報を交換出来る操作をマスターして頂ければ、大変
便利になる事と思います。
歩こう会におきましても合理化につながる事になるかと思います。そんな理由にて、Ｅメールの
勉強会特に初めての方を歓迎致します。是非、参加希望者の方お待ちしております。講師は、市
川健一さんに引き受けて頂きました。勉強会を受ける前に具体的な内容を知りたい方は、市川さ
んにお問い合わせ下さい。
受講について、予約制(定員 5 名・パソコンを持参出来る方。)になります。
・時 間 １３時～１５時
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・会 場 三分一湧水館
・講 師 市川健一
・申込み 田中哲夫

※定員に達し次第に締め切りますが、希望者が多い場合は日を改めて 2 回目の勉強
会を企画致します。

---------------------------------------------------------------------------------------------------
【２月の行事詳細】
■2 月 1 日(土) ※北杜リートリートの杜(フットパス)・氷結のみずがき湖と塩川ダム 4km
■2 月 3 日(月) 月例会 三分一湧水館 10：00
■2 月 16 日(日) ※北杜リトリートの杜(フットパス)・甲州街道台が原宿そろんそろん、4km
---------------------------------------------------------------------------------------------------
【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。


