…。
比較的なだらかな峰が多い北八ヶ岳は、本格的な登山か
ら気軽な散策まで、
自然の魅力をさまざまに味わうことがで
きる。
個性豊かな山小屋が多い北八ヶ岳では、
山小屋に宿泊
するのも楽しみのひとつ。

Y A T S U G A T A K E

八ヶ岳

池沼、
のびやかに広がる緑の草原、
生息する貴重な動植物

以 上の 峰々が 連 な るバリエーションに 富 ん だルー ト と

山稜近くまで続く苔むした針葉樹の森、
点在する幻想的な

南北

多 彩 に 移 り 変 わ る 自 然 美 ︒楽 し み 方いろいろ ︒

北 八ヶ岳
NORTHERN
YATSUGATAKE

20

八ヶ岳って？
本州のほぼ中央、長野県と山梨県にまたがる
八ヶ岳は、個性的な山々が連なる山塊。標高
3000ｍ級の鋭い岩峰が続く南八ヶ岳と、原生
林や池沼が神秘的な雰囲気を漂わせる北八ヶ
岳という、2つの異なる顔を持つ人気のアルペ
ンスポットです。首都圏や中京地区からのアク
セスが良く、1泊2日という短い日程でも登山の
醍醐味が味わえます。

南 八ヶ岳
SOUTHERN
YATSUGATAKE

長野県

主峰の赤岳をはじめ、
横岳、
阿弥陀岳、
硫黄岳、
権現岳など

大阪

標高3000mに近い鋭い岩峰が続く南八ヶ岳は、
日本有数の

八ヶ岳

東京

名古屋 山梨県

ロッククライミングの岩場があることでも知られる。
ルートは
多彩で、
どのコースをとっても本格的な登山になる。
豊かな自
然に加え、
首都圏から近いのも魅力で、
一泊二日の日程でも十
分に登山の醍醐味が味わえる。

八ヶ岳の高山植物

山小屋に
行ってみよう！

1000種を超える植物が生息しているとい
われる八ヶ岳は、高山植物の宝庫。夏の訪れ
とともに可憐な花を開き、色鮮やかに岩峰を
彩ります。

登山口、
山間、稜線沿いに、八ヶ岳には33の山小屋がある。
山小屋はその山域の情報を発信してくれたり、登山の相談にも
乗ってくれる強い味方。
山小屋に泊まって星空観察をしたり、
日の出の瞬間を見るのも素晴らしい体験。
ルートのポイントと
して、
山小屋で過ごす山旅はオススメ！

山小屋のイベントに
参加してみよう！

ツクモグサ
（花期：6月）

イワベンケイ
（花期：7月）

チョウノスケソウ
（花期：7月）

ミヤマシオガマ
（花期：7月）

コマクサ
（花期：7〜8月）

チシマギキョウ
（花期：8月）

高山植物や苔の原生林を観察する等、
ピークを目指す登
山ツアー以外にも、
いろいろなイベントがあります。
イベン
トをチェックして山小屋のご主人に相談してみれば、
山の
楽しみ方がさらに広がります。

原生林と苔
八ヶ岳には国内に見られるコケの
約4分の1の種類が自生しています。
なかでも、
白駒池周辺の原生林は
「苔
の森」
として知られています。

子どもと一緒に自然の中へ。
不思議と感動の体験が森の中で待っている。

ハッシュタグ
を付けて投稿しよう！

親子の登山
ここは気を付けよう！ 7
1
8
2
9

2022

Instagram

フォトコンテスト
応募期間

7 月 1 日 ㊎ 〜 10 月 31 日 ㊊

八ヶ岳観光協会の公式Instagramにて八ヶ岳フォトコンテストを実施。
皆さん、好きな八ヶ岳の四季にわたる風景や人物を撮影してInstagram
に投稿してください。

賞品

山用品・グッズ
八ヶ岳山麓の地産品等をプレゼント

頂上を目指すのではなく、子どもの興味を尊重し
て登りたいところへ行き、のんびり歩きましょう。
また、稜線は風が強いので注意して歩きましょう。

12

こまめに水分補給をしましょう。
疲労予防に飴
を携帯するとコンパクトで効果的。

子どもの行動は予測不能です。
登山中は子ども
から目を離さないようにしましょう。
山での迷子
は命にかかわることもあります。

13

雨天時、
子どもは大人よりも体温が奪われやす
いので注意が必要。
子どもだからこそしっかり
した雨具と防寒具を用意しましょう。

他の登山者へ迷惑をかけないように、
お互いに
気を付けましょう。

14

登山道は一列になって歩く。
登り優先で道を譲
り合う。
元気に挨拶をするなど山のルールやマ
ナーを家族で話し合っておきましょう。

10

山小屋での生活は普段の生活と違うため、
子ど
もは睡眠不足になりがち。
無理な早起きはせず
余裕を持った行動をしましょう。

15

万が一の事を考えて、
入山前に山岳保険へ加入
しましょう。

11

着替え一式
（下着、靴下、
シャツ、
ズボンなど）
を
余分に持ちましょう。
衣類等は乾きやすいもの
をご用意ください。

16

山の自然は貴重なため保護されています。
動植
物・昆虫の採集はやめましょう。

親が行きたい山ではなく、
子どもが楽しめる山
行計画を立てましょう。
必ず登山計画書は入山時に登山口で家族全員
分を提出しましょう。

3
応募方法
（蓼科山含む）
の風景写真、
または背景及び撮影地が八ヶ岳エリアで
❶ 八ヶ岳エリア

あると明瞭に分かる人物、
もしくは生き物
（昆虫・動植物）
の写真を撮影。
❷ 応募期間内に、
＃八ヶ岳フォトコン2022
のハッシュタグをつけて、
必要事項を明記してInstagramに撮影した写真と共に
投稿する。
ストーリーズへの投稿は審査対象外。

当選案内
応募いただいた写真は、
審査員が厳正に審査を行います。
当選者の発表は、
11月〜12
月にInstagramのダイレクトメッセージにて当選者へご連絡いたします。

旅も登山も計画段階から始まっています。
山で
何を食べたいか、
おやつは何を持っていくかな
どをみんなで話し合って決めましょう。

4

みんなで地図を見ながら、子どもの体力に合ったルー
トを選び、
トイレや休憩ポイントを事前確認しましょう。

5

子どもの年齢や体力によって変わりますが、
一
般的なコースタイムより時間がかかるので計画
段階で注意しましょう。

6

子どもとの登山は計画通りに行かず目的地へ到
着できない事もあるので、
途中で引き返す事も
計画段階で考え、
日没までに引き返せるエス
ケープルートを事前確認しましょう。

応募規定
●写真のタイトル・撮影地・日付・撮影方法を明記してください。
●投稿できる写真枚数上限は1人2枚までとなります。
●応募期間内に八ヶ岳エリア
（蓼科山含む）
の風景写真または背景及び撮
影地が八ヶ岳エリアであると明瞭に分かる人物、
もしくは生き物
（昆虫・
動植物）
の写真を撮影し、八ヶ岳観光協会Instagram公式アカウントを
フォローしている方が審査対象となります。
●上記ハッシュタグを付けていない投稿は、応募が無効となります。
●応募するアカウントが非公開アカウントの場合は、
応募が無効となります。

●応募いただく写真は、未発表、
未公開で、
応募者が全ての著作権を有し
ているオリジナル写真に限ります。
●過去に他のコンテストにおいて入賞した写真および他のコンテストに応
募中の写真は、
それらの類似写真を含め応募できません。
なお、本コン
テストへの応募後に他のコンテストにお応募された写真についても、他
のコンテストに応募中の写真とみなします。
●写真の加工は、Instagramの写真加工アプリで加工できる範囲での加
工をOKとします。

●他人を不快にさせる、
誹謗中傷する投稿でないこと。
●暴言、
卑猥な表現等、
公序良俗に反する投稿でないこと。
●投稿していただいた写真は、八ヶ岳観光協会のWebサイトとSNSにて
PR活動用として使用させていただくことがあります。写真の著作権は
八ヶ岳観光協会に帰属します。
●応募は日本国内在住の方に限らせていただきます。

持ち物
チェック

□防寒具 □帽子 □タオル □手袋 □雨具 □行動食（お菓子など）
□ヘッドランプ □地図 □サングラス □時計（腕時計） □財布
□携帯電話 □保険証（身分を証明できるもの） □登山靴
□キッズプロジェクトチケット □絵日記コンクール用色えんぴつ・筆記用具

安全に登山を楽しむ基本！

登山計画書は

◯地図とコンパスをこまめに見る

必ず提出しよう！
！

◯行動食と水分をこまめに補給する

これで安心

◯天気予報を確認する

×登山計画書を出さない
×下山を無視したスケジューリング
これはキケン ×険しい岩場でストックを使う

