


-ミズヒキ

-ォニグルミ野島公園周辺に，"，オニ

グルミの犬木が多〈見られる.その実'"

リスやネズミ，.ど小働物の貧霊忽ヱサだ.

-コガネグモこちら'"
It鋼だが白いギザギ

ザの隠れ'を留り・£
Eす.
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富士山田山頂付近から鼻る太陽は、

その景色の美しさと場所、時間、王候

立どの条件が鍋杓ないと見られEい

ことがら、「ダイヤモンド冨士J とい

われ、多〈由写真量好軍を魅了して

います.

早川町ではこの絶景を紅車の中棄

しむことができます.ー耐の置きを

見た後は、書島白書でゆっくり遁療

にっかり、紅軍を堪能していただけ

ます.お子さんも大歓迎.ご車庫でお

越し下さい!

プログラム{予定)

-4 日{土)-

14 ∞ 集合・野島公園融策

17 ∞へルシ糞里(宿)到着

18 凹き由こづくし由夕食

-5 日{日)-

4 回出尭{畳山は片遭 1 時間1

6 曲御殴山山頂到着

6'30 目白出

7'30 下山朝食

10 ∞ 嵩島田渇ー入港

11:30 解散

日時 /11 月5日住 j午後 2時、翌 6 日(目)午前 11 時担分まで

集吉場所/野島公園駐車場(おばあちゃんたちの店前) ※右下記地図吾参照

参加置/前泊白唱音大人 12.0 ∞円、小人 10.5 叩阿

一泊二食、入浴軒込硲.主圃は 1 ，000 円引き'

当自由唱音大人 2，500 円、小人 1 ，5凹円

聞食、入浴料込み、主圃は 500 円引き P

定圃 /15 名(聖申込.先着圏、蹄切 10 月 27 日}

1 時間程度白山歩きができる方に限ります.

備考/慣中電灯、Ii'.録用樋材(カメラ等)、山歩きの障の行動食と飲み物持多.

防車対貨をしっかりと.山を歩ける格好でお越し下さい.比較的歩き

やすいコ スですが、量い線材は持ち込まないで〈ださい.

雨買白場合は町内を観光します.

~申込先~
ゃまだらけ編集部包 0556-45-2160

@
調限後河内川

野鳥公園主催自然観察シリーズ⑦

早川で冬を過ごす鳥たち

今回は、厳しい冬を早川で過ごす鳥

たちにスポットを当てます.掴帽の実

を食べるジヨウピタキやミヤマホオジ

ロ.群れで移動するカラの仲間.畑でエ

ザを探すモズ.

昨年白眼事会では、軍且〈上空を旋

回するクマタカに会うことができまし

た.今年も何かが起こる予感 1

日時/12月 3 日{日)10時、13時頃

集吉場所/野島公園駐車場

多加費/大人8∞円、小人5凹円

※入園料込み

持ち鞠/歩ける圃葺で.

防WI対軍を十分に.

定員/20名(要申込、蹄切 11 月 30日}

~申込先~
南アルプス邑野鳥公園

80556-48-2288
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d四・‘増穏町・酒蔵ギャラリー六斎lこて

・幽園1m六斎市/富士川流域の技・作家たち展

ツアー、イベント情報.
司、. .
.....過分 J・4F

早川町と山一つ隔てたお隣由噌車

町で、 r第田富士川涜織の技作重

たち展J が聞かれます.これは、山梨

県田富士川斑唖(句集南地区}に伝わる

缶銃工芸に鍵わる人たち、また地域

に移 'J住み新且を吹き込むクラフト

作家在 室に鎮め、その作品を展示

販売するイベントです.

早川町からも、ギャラリーオゴン

田淵上聞生さん{木工)、童井君車さ

ん[ガラス}、岳寵li白米山久恵さん拘

芸)、白ぷ子さん<Ii揖)ご夫曹、また

南燭の硯匠庵で硯を彫り続ける望月

定徳さんらが出店します.

ギャラリー穴査は、耳屋書遭由置

蔵だったところを改聾してできた、

とても雰囲賓のあるギャラリーです.

早川から出展するみ屯さん回作品も、

Uときわ目を引くことでしょう.

また会期中田10月 21 目、 22日に陥

映南地区由旬由量産物や特色のある

加工品を集めた「特産品販売マーケッ

ト』が、ギャラリ 六遍向かいのあお

やぎ宿直分館にて聞かれます.早川

町からも、森林組合と爾アルプスふ

るさと活性化財団が出店予定.なめこ、

マイタケ、山富、山葡萄ワイン立どな

ど、早川町由特産品をお求めになれ

ます.

左から、家山さんご失・、".'"・さん姐よ.，.さん

"・"ゃぎ濁! 追分...
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@紅葉を見…ーに甜 1
第 12 回南アルプスの紅葉とそばまつり

軟量大田イベント「南アルプスの紅車

とそ lot 祭 'J J が、今年もヘルシー豊里に

て開催されます?町内岳地区が味を鼠

う手打ちそぱ山葡萄ワイン r恋紫」由新

酒も味わえます.もちろん全員白方々に

は、石臼挽コーヒーをサービスします.

み店主ん会員置をお忘れなく!

日時/平成 18 年11 月 12 日(日)

午前 10 時~午後 3時

主主雨天浪行

会場/へルシー葺里グラウンド

栄次ページ地図参照

1I:'i!副日ヨ[I'軍主張記事 U~ ・

料童/送料込み 1 ，9防0円(本体価格 900 円)

同容/島線学1k g，芋蔓(舵圃) 250
締切 /10 月末日

発送 /11 月中旬から廟，究尭道

支払/商品とー帽に圃求書をお送 'J しますので、指定田

童融機関へお揖り込み下さい.

首ながらの里芋が復活 l

大島集落の「島根芋(とうねいも) J

秋といえば、食欲白秋.軟の糞昧しい食べ物と

いえば、きのこ、柿、軍拡どいるいるとありますが、

今秋ご紹介するのは「島椴芋』という里芋.

早川町田大島集落で以前から韓培されていま

したが、ここ数年、この芋をもっと普且させたい

という地元町方々白熱意で、韓浴車槙が広がっ

ています.

草んで昔且させたいかつて〉それはもちるん

美暗しいから.親芋とその周りに小芋がつき、ズッ

シリと量いのが特徴で、煮ると中がほんのり輩

がかり、しまった味がすると由こと.曹は、お祝

い'由席草どで食されていたそうです.

今回は、その苧と苧がら(茎を乾蝿さぜたもの)

をセットで販売します.枚目味覚をご置昧下さい.
..."・子.手@蔓~.いの~M"

~注文先~
ゃまだらけ箪集部

宮0556-45-2160
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-ォニグルミの木の下に 11."れ

たクルミの憶がい〈つも径がコて

いる.これ惜リス11'食べたもの.ふ

たつピフタリ合う置を見つけるの

も萄白い.
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.省の.tに生えていた

コケだが近づいてみる

と鍵しい蔓にび，<り.

-イタドリの花・殿怠ら

目も止め忽い花だが 2・〈

Jtるととてもかわいい.

1四週...~

・ミヤマアカネ俗に命と

んぼといわれるトンポの

つ.'"山に住んでいるから

ミヤマアカネ.



↓パダあこが

れの夏の潰り鳥と

いえば才才ル').

→外国のパダ

隠この鳥を見定く

て日ヨドに祭るほど.

ヤマドリの尾羽.

~ピンとし

定えんぴ凪

のiii源.ツパ

メの尾弘

→夜になると続れ

る自のつ υ クリレ

たフクロウの仲間.

方方コノハズク.

N町ゃまだらけ .

20号特集 (12月上旬お届け)

早川のもうけぱなし(仮題)

戦後から高直経清成畳闘にかけて、阜川

町が一番賑わった時期.早川町にはどん怠
商売があったのでしょうカ、

都会からいち早〈持ち込まれた鞠.都会

に拘っていって売った帽.良〈も畢〈も、

早川町が大きく聖わった時期.睡もが時代
の量れに景り量れないようにと、賢明に生

きたこ由時代.

当時田エピソ ドを‘ユーモアも買えな

がらご紹介します.お楽しみに 1

~tt~もの羽叫、'甲車 17 圃や早川

町向 T吋由1: A 河惜.， T: 宅 0 ，

...l:-*'宅安時士.朝日華 ~L 主、

皆τA \-:.叫骨肯りま可申押?

→早川町の鹿.野島

公.のシンボ"と
いえばこの施.そう

やマ~ミでき f.

-ーコツコツコツ

コツ本をつつく.

平ツツキの仲間

P 1J ゲラの認.

↓野鳥公・四エ
サ台の微速さん.

カワラヒワ.

4 誕多にお自にか。

れま甘ん.野島公.

の上空を1I!!:!1fる、

クマタカで1f.
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