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春合宿についてのお知らせ 

一年 高城・木村 

 

こんにちは。春合宿担当の高城・木村です。2016 年度の春合宿は 3/18(土)～3/19(日)に

栃木の那須・日光方面での開催を予定しています。春休み期間ということもあり、他に合宿

や旅行などの予定があるとは思いますが、それを考慮して低予算で企画したので奮ってご

参加ください！  

 

 

◇参加者 

参加の申し込みをいただいた方は以下の通りです。(敬称略) 

一年：高橋(遼) 森田 白崎 永岩 中村 山田 牧野 

二年：中田 佐々木 別所 横谷 三好 林 井澤 寺田 

三年：内海 大川 

以前メーリングリストでも流した通り、まだ宿の方に余裕があるので引き続き参加者を募

集します。追加で参加を希望される方は以下のフォームに必要事項の記入をお願いします。 

https://goo.gl/forms/hRHGruvT9H565RHZ2 

 

 

◇旅程 

※ルート上にトンネルが複数あるので、フロント・リアライトを忘れないでください。また、

三月下旬とはいえ土地柄肌寒さを感じる可能性があるので、体温調節が可能な服装での

参加をお願いします。 

 

 ・3/18(土) 

  http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=1d12a328826165f2ee0dde97c686a521 

 

JR 東北本線黒田原駅に 10:00 集合 

列車の本数が少ないので、黒田原駅 9:04 着/9:46 着のどちらかの電車をご利用くださ

い。都内から向かう場合、学割や青春 18 きっぷを利用すると数百円ほど安くなります。 

コンビニは駅から 400m ほどの場所に一軒ありますが、進行方向とは逆に位置してい

るので補給は予め買っておいた方が良いかと思います。 

http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=1d12a328826165f2ee0dde97c686a521


↓ 

南ヶ丘牧場 

  全班集合して記念撮影をします。牧場ならではの体験ができるようなので是非どうぞ。

食事できる場所が数か所あるのでこちらでお昼にしましょう。 

  ↓ 

  乙女の滝 

  パワースポットらしいので英気を養いましょう。 

  ↓ 

  もみじ谷大吊橋 

  本州最大の吊り橋を渡りましょう。 

  ↓ 

  塩原温泉静観荘 古山 

  夕食が 18:30～になるので、遅くともそれまでには宿に着くようにお願いします。夕食

前にお風呂に入りたい方は早めの到着でもいいかと思います。夕・朝食付き 5,680 円で

す。 

 

 

 ・3/19(日) 

  http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=ef01a6e956729bebdc4ffa77724d5bbe 

 

  宿 

  ↓ 

  五十里湖 

  五十里ダムの辺りに行きます。周辺でお昼にしましょう。 

  ↓ 

  竜王峡 

  龍王峡の中でも一番景観が良いと噂の白竜峡に行きます。 

  ↓ 

  くろがね橋・鬼怒子の湯 

  鬼怒川に架かっているくろがね橋の右岸に鬼怒子の湯という足湯があります。橋を渡

った後鬼怒川の景色を眺めながら休憩してもいいかもしれません。竜王峡からかなり

近いので気が向いたら行ってみてください。 

  ↓ 

  JR 日光線 日光駅で解散 

  近くに東武日光駅もあるので、必要に応じて利用してください。 

http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=ef01a6e956729bebdc4ffa77724d5bbe


  ※日光東照宮・いろは坂・中禅寺湖などは解散後各自の判断で向かってください。 

 

 

以上です。楽しんでいただければ幸いです！ 









2/9 KCC/NC 合同ラン@三浦
NC2 年　野崎　悦

こんにちは、NC2 年の野崎です。

1 月、突然僕が慶應サイクル部との合同ランのお知らせを流したのを見て驚いた人もいるかと思います。
去年の 12 月に高校の同級生で集まる機会があり、そこで久しぶりに会った慶應サイクル部（以下
KCC）の湯谷君と今度走ろうという話になり、それが実現しました。

と言いたいところなのですが、まずルートが三浦...12 月定サイに不参加の僕は 12 月定サイが三浦だっ
たことを完全に失念していました。三浦は過去 3,4 年にわたり 2 月定サイルートとして利用されてきた
超鉄板冬のサイクリングコースです。ルートも三浦半島時計回りの標準的なルートにしました。ほぼ
12 月と同じですね。。。

【ルート】

http://yahoo.jp/ZquBkc

横須賀〜三崎港〜城ヶ島〜鎌倉（〜江ノ
島）

【日時】

2/8(水)

もともとメーリスで流した通り 2/5 に実
施予定だったのですが、2/5 雨予定のた
め泣く泣く変更。。。そのためもともと
10 人ほどいた参加予定者が 4 人に減って
しまいました。

【参加者】

NC: 野崎、大熊

KCC: 湯谷、藏本

Illustration 1: 観音崎にて

http://yahoo.jp/ZquBkc


集合は 9:00 横須賀駅。僕は輪行で 8:30 につきましたが、
みんなが集まったのは結局 9:30。なかよしタイムはどこ
でも共通なようです。こち二人が GIANT と FOCUS の
アルミバイクなのに対し KCC 側は Pinarello と Scott の
カーボン。全員がサイクルジャージにレーパンという格
好なのもあり予想を超えたガチラン感が漂います。ラン
は主に藏本君が、たまに僕が引く展開。前日風が非常に
強く心配しましたが、この日は風も弱く爽快に走れまし
た。

特にトラブルもなく、途中灯台に立ち寄ったりとゆるゆ
る走りながら三崎港へ。咲乃屋さんというお店で海鮮丼や海鮮定食をいただきました。それぞれの
サークル事情、KCC の合宿及び湯谷君の四国ツーリング計画、ドローン空撮など話しました（ドロー
ン空撮は凄かった、NC も誰か買わないか
な）。

そのあとちょっと城ヶ島へと渡り、記念撮
影。妙な写真ばかりです。（左下は葉山で
撮ったもの）

その後も順調に走り続け、葉山コロッケ
（葉山の旭屋牛肉店で販売しているコロッ
ケ。美味しいらしいが店が閉まってた）を
食べ損なったものの目的地の鎌倉に到着。
バイトがあるという藏本君はここでさよう
ならです。

その後、残った 3 人で去年の
1 月定サイでも行った銭洗弁
財天の激坂に行きました。
やっぱりきつかったがダメー
ジの残らない程よい長さでい
いですね。

銭洗弁天に参拝後、湯谷君は
藤沢駅に向かい自走、僕と大
熊君は江ノ島観光を楽しみま
した。次こそは人数集めてや
りたい。。。！

Illustration 2: お昼の海鮮丼



Facebook にて自転車旅で撮りためた写真を投稿し始めました 

 

OB1 年 水野 

 

  OB1 年の水野と申します。現役の頃は会報によく記事を投稿していたので名前だけは知ってるよ、って人

もいるかもですね。1 年生で初めてロードバイクにまたがり、3 年生の夏に 47 都道府県を制覇し、海外を自

転車でフラフラした後また日本で自転車を漕いでいる、そんな経歴です。最近は NC には行っていないですが、

会報の印刷を辞めたと風の噂で聞いてなんだか隔世の感がありますね。4 年前の沖縄が懐かしいです。 

 

 さて完全に宣伝（？）なのですが、Facebook にて自転車旅で今まで撮りためた写真を公開し始めました。 

https://www.facebook.com/BikeToBestRoad/ 

 合宿や定サイのネタにもなるかもなので、もしよかったら「いいね！」とかしてくれたら嬉しいです。 

こんな感じ。 

 

 正直自分でも誰得だよ、と思わなくもないですが、5 年間で撮った 12,000 枚の写真を USB の中に腐らせ

ておくのはもったいないかなと思い、公開を始めました。1 日 1 枚のペースで公開しています。 

 私事ですが今年の 4 月から東京駅の門番ごとく丸の内で働いています。社会人になってもまだまだローデ

ィーとしては現役なので、もし社会人になっても自転車漕ぎたい！とか社会人と自転車漕ぎたい！（これはい

るかは不明）とかいう人がいたら気軽に連絡ください。 



2月の新着動画 

NC 1年 白崎大輔 

 

2月に ie3saienチャンネルで新たに公開したサイクリング動画を紹介します。 

 

計 1旅行 2本の動画を公開しました。 

 

・東京湾 1周 200kmライド 

東京湾 1周旅行に行ってきました。金谷～久里浜の区間はフェリーを使い、その他の部分

は全自走。コンパクトにまとめ、計 10分もないので、是非ご覧ください。 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBW5hBazVbrN60UcA1DTM8REN2dTmjn4S 

 

 

この会報を紙媒体で読んでいる方は、YouTubeで「ie3saien」と検索してもらえれば一番

上に出てきます。 

https://www.youtube.com/channel/UCVcyG2cVquJUhLoDEE7Zewg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBW5hBazVbrN60UcA1DTM8REN2dTmjn4S


駒代連載 Part1 

1年 三輪 

 

どうもこんにちは。1年の三輪です。 

毎回駒代は連載をしなくてはいけないという噂を聞いて、じゃあなにかこうかなと考えて

いたところです。 

自分の趣味みたいなものについて書いてもいいんですが、一般の人の目にも通るなーとい

うことを少し気にした結果、1 年間自転車に関する何かを書き続けていこうと決めました。 

ゆるゆると書いていきます、なるべく途切れないように頑張ります。 

あれ、1月会報に書いてないじゃんと思った人も一定数いそうですが、1月は冬合宿報告を

書いたので許して下さい笑 

 

それでは、記念すべき？第 1回目で何を書こうかと思ったときに、1月の末に行ってきた伊

豆旅のことについて書こうかなという気になりました。 

これはなかよしさいくるの人といったわけではなく、他サークルの自転車好きの先輩に誘

われていったものです (自転車旅を布教したいという思いもありましたけど笑)。 

 

ルートは伊豆急下田(伊豆の南端近く)から、ひたすら伊豆の海岸線を時計回りに北上してい

く、って感じでした。 

ただ、伊豆は元来山がちで（まあ成因からしてもそうなので何とも言えないですが）、海沿

いなのに獲得標高は 1000upをこえるというなかなかの鬼ルートになってしまいました。し

かも相手はクロスバイクでありローディーではないという笑。 

みなさんも伊豆に行く時は気を付けて。意外と、西伊豆スカイラインとかにいっても獲得標

高があまり変わらないプランができる気もします笑 

 

ということで、日にちは 1 月 31 日。春休み入って初めての泊りがけの旅と相成りました。 

朝 5時に起きて、6時の電車に乗るべく家を出ます。ランに何時間かかるかわからなかった

のでなるべく早く出た結果こんなことになりました。 

 

 

行きの電車はのんびりと過ごしました。途中中村

くんの最寄りを通ってその駒場からの遠さに絶

望（勝手に）したり、電車の天井が光るのに歓声

を上げていたりしているうちに、定刻通り 9:52に

伊豆急下田に着きました。 

ここで輪行解除。10:30くらいに無事出走しました。 リゾート 21の車内。キラキラしてました笑 



10 ㎞くらい走り、早速勾配が急であることに

びくつきながら竜宮屈へ。 

プライベートビーチみたく、かなりいい雰囲気

の場所でした。そこは恋人の聖地で（まあ男 2

人で行ったんですけど）、カップルがいい感じ

の写真(→)を取ろうとしていて、それにずかず

かと乗り込んでいてしまって申し訳なかった

なという感じです笑。 

 

 

そのあとは、標高 100mくらいの軽い峠を越え

て、弓ヶ浜へ。 

サザエの定食屋で食べた昼ご飯は最高におい

しかったですね。 

 

 

そのあとはひたすら作業。アップダウンがひた

すら続いて、70mくらい上がっては下がりを何

度か繰り返します。正直結構きつかった… 

でも、海沿いを走っていたので見下ろす海はき

れいでした。 

 

そんなこんなで城ケ島に到着。やたらサイレンが鳴って消防車が行きかっていてうるさか

ったので何が起こったのかと思ったら、どうやら僕らが今日泊まる宿の付近で火事があっ

た模様。「消防本部より連絡する。宇玖須地区クリスタルパーク付近で火災が発生した。第

1分団は直ちに出動せよ」などの放送が流れていて、かなり怖かったです。工程の最後で火

事現場の横を通ったのですが、全焼していて、リアリティのすごさにやられました。 

実際の火事を見るのは初めての体験で、正直怖くなりましたね。 

 

話を戻して堂ヶ島です。ここは伊豆八景の一

つで伊豆の松島とも呼ばれる、かなり風光明

媚な場所であり、その期待を裏切らないいい

景色が広がっていました。 

日も西に傾き、夕焼けがさぞかしきれいだろ

うと思われる中、僕らも夕日を見たいスポッ

トへと足を回します。最後の上りを終え、火

竜宮屈にて。綺麗なところでした。 



事現場の横を通り過ぎ、たどり着いたのは黄金崎。

文字通り金色に染まる岩場は、言葉にできない綺

麗さでした。 

 

 

 

 

 

太平洋の向こう、うっすらと見える蜃気楼(人生で初めて見ました)の向こうに沈んでいく夕

陽を見た後は、黄金崎付近の宿へ。とてもいい宿でした。 

宿はペンションだったのですが、1月はオフシーズンということもあり、2人で貸し切りで

した。なんといっても、宿でやったバーベキューは最高においしかったですね。 

 

そんな感じで 1 日目が終了したところ

で、筆をいったんおきたいと思います(端

的に時間がないだけですごめんなさい)。 

また、来月会報にはこの旅の 2 日目の模

様をお伝えしたいと思いますので、ぜひ

楽しみにしていてください！ 



編集後記 
1年 白崎大輔 

2月になり、春休みが始まりました。夏休みに比べると、峠が軒

並み凍っていることもあって自転車での行動範囲は狭まりますが、

それでも授業期間中には行けないような遠出ができるのが長期休暇

の良いところです。 

1年生は、2月下旬から沖縄へ行ってきます。私事ですが、今履

いているタイヤの走行距離が 3000kmを超え、後輪の交換インジゲ

ーターがだいぶ浅くなってきました。沖縄から帰る頃には替え時で

しょうか？ 

そろそろ新歓の季節です。この会報を読んでくれる新入生の方も

いると思いますので、適当なこと書けないですね… 

もし読んでくれていたら、NCには年間を通じて色々な行事があ

るので、春や夏の会報も読んでみてください。 


