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慶應義塾大学楽友三田会関連団体『楽友三田会歩こう会』            

第５７回楽友三田会 Walkingの会 開催のお知らせ                    

                                  

     軽井沢・湯の丸高原を歩く                 

                       

＜開催のおしらせ＞ 

日時：201６年１０月８，９、１０日 

場所：1日目（１０/９） 湯の丸高原（池の平湿原）           

＜マイクロバス＞海野宿 

2日目（１０/10） 軽井沢市内→追分宿 

集合場所、時刻： 

      東横 inn 佐久平駅浅間口                

     北陸新幹線 佐久平駅  徒歩１分          軽井沢雲場池 

 午後 ９時０0分  集合                 

                                       

   １０月８日（土曜日） 

（１）ＭＭＣの練習に参加した方は北陸新幹線東京駅に向かいます。        

練習場は「すくらむ２１」です。 

                                               

１７：４５ 武蔵溝の口→武蔵小杉→１８：２４着・                   

あさま６２３号長野行き 東京１８：４０発→２０：０３佐久平駅着 

 

（２）練習に参加しない方は各自、自由に佐久平へ向かってください。 

 

１０月９日（日曜日）  

９日に参加の方は午前９時００分までに東横 inn佐久平駅浅間口へ集合。 

 ９：15 にホテル前からマイクロバスに乗って湯の丸高原に向かいます。 

＜９日の朝、佐久平のホテルで合流する方＞                           

東京発６：５２発 （あさま 601号）→佐久平駅着８：１８  

東京発７：２４発 （あさま 603号）→佐久平駅着８：５２ 

の北陸新幹線があります。 

 

 予定のルート  

 佐久平ホテル→マイクロバス→湯の丸高原地蔵峠（１時間）→４ｋｍ歩いて（上り）

→池の平湿原→湿原を歩く（３ｋｍ）→池の平湿原駐車場からマイクロバスに乗り地

蔵峠→しなの電鉄・田中駅近くの海野宿へ （ここでマイクロバスとはお別れ） →

徒歩で田中駅（体力と時間の余裕がある時は滋野駅）まで歩く→電車に乗り佐久

平駅へ→ホテルで休憩後打ち上げ（田衛門） 

  

状況により、湿原まで（登り）マイクロバスで行き、下りを歩くことも考慮しています。                                                                           
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↓湯の丸高原 

湯の丸高原は浅間連峰の西側に位置し、丸く穏やかな表情の峰々が優しい表情

を見せてくれるところ。また“花高原”としても親しまれていますが、今回のウォーキング

は落葉松を中心とした木々の紅葉の中を歩くことを主眼とします。 

 

        

                 ＜東御市観光案内より＞ 

   

その湯の丸高原の中にある池の平湿原を歩こう！！ 
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池の平湿原１ 

 
 

池の平湿原２ 
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池の平湿原３ 

 
 

池の平湿原４ 

 

          以上の写真は ８月１８日に撮影 
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海野宿の歴史  （東御市観光協会案内より） 

 

          

海野宿 

       

  

          

   

袖うだつの残る民家（明治時代）（長野県東御市海野宿） 

 

うだつは、日本家屋の屋根に取り付けられる小柱、防火壁、装

飾。本来は梲と書く。室町以降は卯建・宇立などの字が当てら

れた。 「うだつが上がらない」の語源  

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E6%99%82%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%BE%A1%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%BE%A1%E5%B8%82
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普通の格子は上から下まで１本通しで、間隔を置いてい

るが、「海野格子」と呼ばれているのは２本通しの間に、少

し上部が開いて２本間隔で横木がくっついて上部に２本

あるのが特徴である。 

 

海野格子 

 

〈注〉 

湯の丸高原は標高２０００ｍのところに位置し、天候の具合によっては厳しい自然状

況に直面します。その時のことを考えて、上記とは別のルート案を考えています。 

 

佐久平ホテル→しなの鉄道田中駅→海野宿→しなの鉄道大屋駅→電車に乗る

→上田駅→上田城（上田城跡公園）→田中駅→しなの鉄道滋野駅→帰路 

 

（この案には下見をしていないルートが含まれおり、変更の可能性があります） 

 

１０月１０日（月曜日） 

８：０４佐久平駅発の新幹線乗車→軽井沢駅（駅で荷物をロッカーにいれる）→ショ

ーハウス →雲場池→離山→軽井沢ホテルパイプのけむり→鳥井原公民館→中

軽井沢ＣＣ 前→しなの鉄道・信濃追分駅→北国街道追分入口→しなの鉄道・信

濃追分駅 

 

 

 

ショーハウス 

明治１８年軽井沢町をはじめて訪れ、翌明

治１９年に家族を伴って軽井沢町に家を

借りて夏を過ごしたアレキサンダー・クロフ

ト・ショー師は、この地を『屋根のない病院』

と呼び絶賛しました。そして、自ら明治２１

年、軽井沢で最初の別荘を建てました。こ

の別荘が『軽井沢の別荘』を生み出すもと

となりました。この建物は、昭和の初めに軽

井沢教会敷地内に移築されましたが、昭

和６１年に軽井沢ショー記念礼拝堂横に

ショーハウス復元委員会によって復元され、平成８年に町が 寄贈を受け、現在にいたって 

います。 （軽井沢町ホームページより） 
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旧軽井沢町を流れる 矢ケ崎川 

 

       

聖パウロカトリック教会          鳥井原           

  
 

  

 

 当初は北国街道追分から、しなの鉄道・御代田駅ま

で歩く予定でしたが、距離が長くなり、体力を消耗する

のではないかと考え、最終目的地を信濃追分駅としま

した。しかし、体力があり、時間の余裕がある方は御代

田までのウォーキングを試みるのも良いかなと思いま

す。 
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追分宿 

 

中山道六十九次

のうち江戸から数え

て二十番目の宿

場。 

 

現在の長野県北

佐久郡軽井沢町

追分にあたる。 

 

北国街道（北陸道）

との分岐点でもあり

「追分」の名はこれ

に由来する。 

 

 

 

 

 

 

    

             

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E9%81%93%E5%85%AD%E5%8D%81%E4%B9%9D%E6%AC%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E9%81%93%E5%85%AD%E5%8D%81%E4%B9%9D%E6%AC%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%BF%E5%A0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%BF%E5%A0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E4%BA%95%E6%B2%A2%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E4%BA%95%E6%B2%A2%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E5%9B%BD%E8%A1%97%E9%81%93_(%E4%BF%A1%E8%B6%8A)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E9%99%B8%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%BD%E5%88%86
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宿泊施設 ：東横 INN 佐久平駅浅間口    

住所  385-0027               

     長野県佐久市佐久平駅北１－１ 

TEL 0267-66-1045 

 

 

打ち上げ会場：   

田衛門（でんえもん）   

〒385-0027 長野県佐久市佐久平駅北２７

−６     ℡  0267-66-3918 

       費用： ５０００円(予定) 

 

 

 

 

 

費用：往復運賃 

    現地で利用する電車代  

    マイクロバスチャーター代 1人 3000円 

    打ち上げ  5000円 

 

                                                            

準備： 

靴は通常のウォーキングシューズで大丈夫です。 

雨の対策、寒さへの対策（2000ｍの湯の丸高原に行きますので、防寒対策をしてお

きましょう）、汗の対策、 水分補給の準備を怠りなく！！ 

 

荷物はコンパクトにまとめる。 

１０日宅配で送らない場合、荷物は軽井沢駅に預ける． 

 

本会は無理をしないことを第一の旨としています。この点から、上記プランは当日の

状況により、随時変更されることがあります。 

                                                                 

なお、ホテルの宿泊者名簿及び、旅行保険者名簿作成のため、参加確認は１０月 

１日をめどにしたいと考えています。参加希望者はこの日までにご連絡ください。 

 

 

15 軽井沢行 10  軽井沢行 55 

tel:+81267663918
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=2654M&station=shinanooiwake
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関連電車時刻表 

信濃追分→軽井沢      中軽井沢→軽井沢     御代田→軽井沢 

 

     

                               

 

田中→ 小諸 →軽井沢               小諸 →佐久平 

                             

14 小諸行 07  小諸行 38 

15 軽井沢行 30 

16 小諸行 07  軽井沢行 37 

17 小諸行 07  小諸行 37  軽井沢行 57 

18 小諸行 32 

19 小諸行 06  小諸行 33  軽井沢行 50 

  

滋野 → 小諸 →軽井沢 

 

15 軽井沢行 34 

16 小諸行 11  軽井沢行 40 

17 小諸行 11  小諸行 41 

18 軽井沢行 01  小諸行 36 

19 小諸行 10  小諸行 37  軽井沢行 54 

 

                               歩こう会 より 

12 軽井沢行 12  軽井沢行 41 

13 軽井沢行 23  軽井沢行 59 

14 軽井沢行 45 

15 軽井沢行 14  軽井沢行 59 

16 軽井沢行 44 

17 軽井沢行 06  軽井沢行 49 

15 軽井沢行 04  軽井沢行 49 

16 軽井沢行 34  軽井沢行 56 

17 軽井沢行 39 

18 軽井沢行 17 

19 軽井沢行 01  軽井沢行 28 

15 軽井沢行 10  軽井沢行 55 

16 軽井沢行 40 

17 軽井沢行 02  軽井沢行 45 

18 軽井沢行 23 

14 51 

15 42 小海 

16 22 

17 9小海  

18 4  , 30中込 

19 7  ,  57小海 

http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=1648M&station=tanaka
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=650M&station=tanaka
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=2654M&station=tanaka
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=656M&station=tanaka
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=2660M&station=tanaka
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=662M&station=tanaka
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=664M&station=tanaka
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=2666M&station=tanaka
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=668M&station=tanaka
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=670M&station=tanaka
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=672M&station=tanaka
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=2674M&station=tanaka
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=2654M&station=shigeno
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=656M&station=shigeno
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=2660M&station=shigeno
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=664M&station=shigeno
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=2666M&station=shigeno
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=668M&station=shigeno
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=670M&station=shigeno
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=672M&station=shigeno
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=2674M&station=shigeno
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=762M&station=nakakaruizawa
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=764M&station=nakakaruizawa
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=766M&station=nakakaruizawa
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=768M&station=nakakaruizawa
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=770M&station=nakakaruizawa
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=772M&station=nakakaruizawa
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=2654M&station=nakakaruizawa
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=774M&station=nakakaruizawa
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=2660M&station=nakakaruizawa
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=776M&station=nakakaruizawa
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=772M&station=miyota
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=2654M&station=miyota
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=774M&station=miyota
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=2660M&station=miyota
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=776M&station=miyota
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=2666M&station=miyota
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=778M&station=miyota
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=780M&station=miyota
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=2654M&station=shinanooiwake
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=774M&station=shinanooiwake
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=2660M&station=shinanooiwake
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=776M&station=shinanooiwake
http://www.shinanorailway.co.jp/rail-info/time-table/train_time.php?no=2666M&station=shinanooiwake

