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新入生のみなさんご入学おめでとうございます！新しい環境にはまだまだ
慣れないと思います。新生活への準備・履修決め・部活サークル決めなど、
これからも忙しいですね。体調には気を付けて是非楽しんでください。そ
してその中で、このなかよしさいくるというサークルに興味を持って下さ
りありがとうございます！新歓担当を務めています森田理紗子です。
この記事では、ロードバイクって何？なかよしさいくるってどんなサーク
ルなの？という疑問にどんどんお答えしていきたいと思います。皆さんの
部活サークル決めの一助になればと思います。
記事を書いていて思ったのはやはりなかよしさいくるは最高のサークルだ
ということ！みなさんの大学生活をより充実させてくれること間違いなし
です !(^^)!

なかよしさいくる（通称NC）は東京大学を中心とするイ
ンカレ自転車サークルです。構成員は各学年 30 人ほど。
１年、２年が中心となって活動しますが、3年以上の先輩
方やOBの方もたくさん遊びに来てくださいます。東大生
が8割ほどを占めますが、東京女子大、日本女子大、早稲田、
慶応など様々な大学のメンバーで構成されています。女子
比率は 2割弱くらいかな？ 40年以上の歴史があるサーク
ルです。

・定期サイクリング（通称定サイ）とは月１回、関東近郊
に日帰りでサイクリングに行くことです。担当になったメ
ンバーがルートを自由に組みます。新緑の山を走ったり、
海沿いを走ったり、ご当地グルメを目指したりと、様々な
プランが計画されます。
・長期休暇中には、合宿が行われ、日帰りでは行けない遠
方の地を走りに行きます。北海道や沖縄も走りました。
・定例会とは月１回、駒場キャンパスで集まって、定サイ
を振り返って反省をしたり、次のサイクリングの計画を立
てたりすることです。
・安全意識の向上を目的する会議や、走行中のトラブルに
対処するための講習会なども開かれます。
・月１回じゃ物足りない、というメンバーは仲間を募って
どんどん走ります。ひたすら峠を登ったり、ブルべに参加
したり、クリスマスイブにイルミネーションを見に行った
り。自転車の色々な楽しみ方を知ることができます。

このサークルに所属するメンバーのほとんどは
「ロードバイク」と呼ばれる自転車に乗ってい
ます。ロードバイクとは、主に舗装路を高速で
走るために設計された自転車のことです。ママ
チャリとは全く別物です。タイヤが細く、サド
ルが高く、ハンドルも変な風に曲がっています。
初めて乗る時は少し怖いかもしれませんが、慣
れれば驚くほどの速度が出るのでその爽快感は
やみつきです。どんな種類のロードバイクがあ
るのかは奥が深すぎてこの紙面では紹介できな
いので、割愛します。笑。自転車屋が開けそう
なくらい部品を集めて自転車のカスタムを楽し
んでるメンバーや、メーカーの流通事情に精通
しているメンバーもいるので、詳しくは彼らに
聞くのが一番です (' ω ')

サークル紹介
2016年度メンバーに聞きました
アンケートから見る

基本情報

活動内容

ロードバイクとは

（↑これがロードバイク。マイバイクを買った
時の喜びは忘れられない。ちなみに１年生の間
は、サークルが所有するロードバイクを借りら
れるので、いきなり自転車を買うつもりはない
な……という方でも気軽に活動に参加できる
よ！！←※重要）

（↑北海道の道！爽快！）

（↑ロードバイクに乗る男子はイケメン度
５割増しだと思う。（主観））

（→ロードバイク担ぐ女子もイケメン）
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なかよしさいくるの一年 

新 2 年 三輪哲大 

 

こんにちは！なかよしさいくる新 2 年で駒場代表(駒代と略されます)の三輪です。ここで 

は、なかよしさいくるがどのような活動をするサークルなのかを月ごとにまとめてみまし 

た。新入生の皆さんの参考になれば幸いです。 

 

4 月：新歓ラン、新歓コンパ 

・新歓ラン 

新歓ランは、新入生のみなさんにママチャリとは全く違うスポーツ自転車の楽しさ、爽快感

を知ってもらうためのイベントです。今年は、4/8.15.23.29に実施します。 

都内に点在しているサイクリングロードである、荒川サイクリングロードや江戸川サイク

リングロードを走り、スポーツ自転車のスピードを体感してもらいます。自転車やヘルメッ

トなど必要なものはサークルから貸し出しますし、スポーツ自転車独特の乗り方は上級生

がきちんと教えますので、初心者でもまったく心配ありません。自転車の楽しさの虜になる

こと間違いなし！ぜひ参加してみてください！ 

え、でもロードバイクって高いんでしょ？と心配するかもしれませんが、自転車などは 1 年

生の間はサークルから借りることができますので、ゆっくりお金を貯めてから買うことが

できます！例年、1年生は 12月ころまでに自分の自転車を購入するようですね。 

・新歓コンパ 

みんなでわいわいお食事をするイベントです。今年は 4/12です。自転車の話はもちろん、

大学生活の話なども先輩から聞けるかもしれません。参加していただければ、サークルの雰

囲気がよくわかると思います。 

 

5 月：新歓合宿、定サイ、五月祭 

・新歓合宿（5/13-14） 

土日を利用して 1 泊 2 日のツーリングを行います。都会の喧騒から離れて自然の中で走 

る...自転車の本当の楽しさを感じていただけると思います！ 

今年は富士河口湖方面となっています。5月の心地よい風を切って下っていくのはこれ以上

なく楽しいですよ！ぜひ参加してください！ 

 

・定サイ 

定サイとは定期サイクリングの略称で、ほぼ月に 1 回開催され、東京近郊に日帰りでサイ 

クリングをしに行くものです。例外はありますが、第 3土曜日の開催を基本にしています。 

この（2017年の）5月は 28日を考えています。 

2 年生が持ち回りでコースを考え参加者を募ります。1 年生から時には OB まで、幅広い
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層が顔を出します。海沿いを風に当たりながら走ったり、山に行ってがっつり走ったり、都

心をまったり走ったりと、担当者の好みがいろいろと現れたりします。 

・五月祭 

3 年生が中心となってお店を出します。1 年生が手伝う必要はないので安心してください。 

 

6 月：特訓ラン、定サイ 

・特訓ラン 

新入生に峠道を走るための技術や体力を身に付けてもらうための 1 泊 2 日の合宿です。ス

ポーツ自転車といえど坂道を登るのはなかなか大変ですが、登り切った時の達成感、景色の

よさ、下りの爽快感は病み付きになること間違いありません。 

 

7 月：定サイ 

 

8 月：夏合宿 

・夏合宿 

辛い期末試験を終えたら夏休み！なかよしさいくるでは長期休暇ごとに合宿が行われます

が、その中でも最も規模の大きいのが夏合宿です。去年は北海道へ行きました。自転車はタ

イヤを外して専用の袋に入れることで飛行機や電車に乗せることができる（輪行と言いま

す）ので、東京から遠く離れた場所にも簡単に行くことができます。今年は東北に行くとか

なんとか…？ 

先輩の中には、合宿の前や後に有志を募って自転車旅を続ける人もいます。人によっては 2

週間、3週間と旅する人も！？ 

 

9 月：秋合宿 

・秋合宿 

秋は夏よりやや短めの合宿を行います。去年は諸事情により無くなってしまったのですが、

今年は行う予定です。 

 

10 月：後閑杯、定サイ 

・後閑杯 

なかよしさいくるで唯一の競技イベントで、富士山の麓から 5 合目までを繋いでいる富士 

スバルラインを登り、そのタイムを競います。タイムを見ると自分の成長ぶりを実感する 

ことができます。 

 

11 月：駒場祭、定サイ 

・駒場祭 
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1 年生のみで模擬店を出店します。このサークルは駒場祭では毎年焼きそばを出すという 

伝統（？）があります。 

 

12 月：冬合宿、定サイ 

・冬合宿 

1 泊から 2 泊程度の短めの合宿を行います。去年は伊豆大島に行きました。クリスマスシ

ーズンに行われるので、プレゼント交換会をしたり、みんなで傷をなめあったり...とても楽

しいです！ 

 

1 月：定サイ 

 

2 月：沖縄研修、定サイ 

・沖縄研修 

1 年生のみで沖縄に行って沖縄を走り回る合宿です。沖縄のきれいな景色を堪能するのは 

もちろん、トラブルへの対処能力を身につけたり、親睦を深めたりするのが目的です。僕 

たちが行ったときも、本当に楽しい研修となりました。ぜひ参加してほしいです。 

 

3 月：春合宿、追いコン 

・春合宿 

冬合宿と同様、短めの合宿を行います。今年は那須高原に行きました。 

 

これらの他に、毎月駒場で定例会が開かれています。基本的には第 1 土曜日を考えていま

す。 

会報の読み合わせやランの報告などが行われます。 

 

サークルの公式行事は以上です。 

これだけしかないの？と思ったあなた！ 

なかよしさいくるでは各人が個人ランと呼ばれるランを計画し、メーリスで参加者を募 

ることがしばしばあります。イルミネーションを見に行ったり、ひたすら峠道を走った 

り、都会のスイーツを巡りに行ったりするなど、公式のランではできないようなランが数多

く企画されます。自転車に関係ないものもあったり… 興味のあるものにはどんどん参加し

てみてください！また、そのようなランの多くは、先輩たちが会報に詳細を載せてくれてい

ますので、過去の会報をさかのぼってみてください！雰囲気がわかると思います！特に、

轍は、いろいろな旅行記が書いてあるので面白いですよ！ 

 

こんなにあるの？兼サーするからこんなに行けないよ？と思ったそこのあなた！ 
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なかよしさいくるの行事はすべて自由参加です。かったるいなーと思ったものには参加 

しなくてもまったく構いません！また、基本的に平日は活動がないので、勉強、バイト、 

他サークルとの両立もしやすいと思います。 

 

最後に一言… 

「なかよしさいくる」という名前から、ウェイウェイ系のサークルではないかと思う方が 

いるかもしれませんが、実際はびっくりするほど健全なサークルです。男女比はいちじる 

しく男に偏っていますし(これもこれでどうかと思いますが)、お酒の強要・コール などは 

一切ありません(これは断言できます)。自転車に対する姿勢も非常に真摯なものだと思っ 

ています。このへんの雰囲気は新歓行事に参加していただければわかると思いますので、 

ぜひ一度お越しください。 

 

それでは、代表以下一同、新入生の皆さんをお待ちしております！ 
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新歓イベントのお知らせ！！ 

新入生のみなさん，こんにちは！新歓副担当の中村です．ここでは新歓イベントの日

程とイベントの詳細について詳しい話をします！新入生ではなくてもウェルカムです

ので興味のある方はぜひ来てくださいね！！ 

3/29(水)，3/30(木) テント列＠駒場キャンパス（東大生向け） 

なかよしさいくるもテント列やっています！13号館抜けて少し歩いたところでやって

いますので気力が残っていれば，ぜひ来てください！！サークル員とゆるーくお話し

できます．なかよしさいくるの雰囲気を知ってもらうにはうってつけです！ 

3/31(金)，4/1(土) サークルオリエンテーション＠1号館 106（東大

生向け） 

サークルオリエンテーションとは，新入生がサークルのブースに足を運んでサークル

の説明を聞いたりできるイベントです！もちろんなかよしさいくるも出店してます！
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場所は 1号館 1階 106 です．一号館は赤丸のところですね．正門をくぐって目

の前にある建物です． 

一号館に入ったら，下図の赤丸のところです． 

サークル員がお菓子を用意して皆さんをお待ちしています．サークルの雰囲気を知っ

てもらうには一番効率の良いイベントです！皆さんぜひ来てくださいね！！ 

4/8(土) 第一回新歓ラン＠荒川サイクリングロード 

自転車サークルということで，サイクリングロードを走ります！！自転車は持ってい

なくても大丈夫！サークルから貸し出しできます！春の荒川をゆったり走ります！ロ

ードバイクの虜になること間違いなし！！ 

当日は駒場キャンパス集合で，サークル員と一緒に荒川まで電車移動します．自転車

は畳んで小さくして電車に乗せちゃいます．自転車の畳み方，乗り方などすべて私た

ちが教えますから安心してくださいね！！詳しくは参加表明後のメールでお知らせし

ます． 

※自転車貸し出しや保険加入のため，参加表明は 3日前に締め切らせていただきま

す． 
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4/12(水) 新歓コンパ＠渋谷 

なかよしさいくるでは一度しかない新歓コンパです！駒場集合で渋谷まで歩きます！

サークルの先輩とお話しできるいい機会です！！なかよしさいくるのコンパは（サー

クルの名前から発せられるやばいイメージとは異なり）優しい飲み会になっていま

す．おのおのが自分のペースで楽しんでいますから安心してくださいね！！  

※おそらくタダ飯ではありません． 

4/15(土) 第二回新歓ラン＠江戸川サイクリングロード 

第二回新歓ランは江戸川サイクリングロードを走ります！！今回もゆるーく走りま

す！今回も自転車の貸し出しできますので安心してくださいね！ 

※自転車貸し出しや保険加入のため，参加表明は 7日前に締め切らせていただきま

す． 

4/22(土) 女子新歓ラン＠築地・浅草 

女子オンリーです．本気で女子オンリーです．築地，浅草を観光しながら，たのしく

走ります！！もちろん自転車の貸し出し可能です！！ 

※自転車貸し出しや保険加入のため，参加表明は 7日前に締め切らせていただきま

す． 

4/23(日) 裏新歓ラン＠ヤビツ峠 

裏新歓ランでは，きつい坂を登ってきれいな景色を見ます！ガチ勢向けのイベントで

す！坂を登った後の絶景はたまりません！！ヤビツ峠は自転車愛好家の中でも人気の

峠ですから後悔はさせません！ 

※自転車貸し出しや保険加入のため，参加表明は 7日前に締め切らせていただきま

す． 
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4/29(土) 第三回新歓ラン＠江ノ島 

第三回新歓ランはなんと江ノ島です！神奈川県の境川を下って江ノ島に向かいます！

きれいな湘南の海と江ノ島を観光しましょう！今回も自転車の貸し出しできますので

安心してくださいね！ 

※自転車貸し出しや保険加入のため，参加表明は 7日前に締め切らせていただきま

す． 

5/13(土)，5/14(日) 新歓合宿＠富士五湖（予備日 6/3，6/4） 

新歓イベントの最後は新歓合宿です！今回は富士五湖の中でも有名な河口湖と山中湖

周辺を走ります．大自然に囲まれ，富士山を見ながら楽しくサイクリングしましょ

う！ 

※自転車貸し出しや保険加入，宿の手配のため，参加表明は 7日前に締め切らせてい

ただきます． 
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・ なんとなく
・ 弱虫ペダル
・ 同クラなフレンズが乗ってた
・ 友達に誘われて
・ 趣味
・ 実家の周辺をよくローディーが通っていて、 見かける度　に自分も
乗ってみたいと思っていたから
・ 必然
・ このサークル
・ たのしそうっておもった
・ 歩くより速そうだから
・ 初めてクロスバイクに乗った時に感動を覚えた。
・ もともとクロスバイクに乗って出かけるのが好きだったけどロードバイ
クだったらさらに遠くに行けそうで、 楽しそうだなって思ったから！
・ たのしそー！
・ 高校の時にママチャリで旅をしていたから。
・ 中高でチャリ通だったから
・ 通学にママチャリを使っていて走るのが好きになっていた
・ NC に入ったこと
・ NC に入ったから
・ 昔から好きで気づいたらロードバイクを買ってた
・ 高校同期に誘われて
・ 伊豆大島一周

自転車を始めたきっかけ

ここからは、同期に答えてもらったアンケート結果をもとに、自転車の魅力
となかよしさいくるの魅力を探っていきたいと思います。

ママチャリやクロスバイクに乗っているうちに、ロードバ
イクにも乗ってみたいと思うようになったという人が多い
みたいですね。私自身は中高ほとんど自転車に乗る機会が
なかったので、NCの新歓イベントで初めて自転車に乗る
楽しさを知りました。

自転車の魅力
・ 爽快感
・ 気持ちいい
・ コアな部分まで観光できる
・ 走ると爽快なとこ？ あとは自走すれば交通費がかからないこと
・ 速く走れる
・ 自力で進むから目的地に到着した時の喜びが大きいところ
・ 思わぬ人や場所に出会えるところ
・ いい景色がみられる達成感
・ 風を感じられるところ
・ フォルム、 素材
・ 自由。
・ 歩きだと行けない遠いところに行けるし、 車だと見逃してしまうよう
な絶景とか小さなスポットを訪れることが簡単にできてしまう
・ たのしー！
・ 歩くより速く、 バイクや車より遅い。
・ 旅ができる
・ フットワークが軽くてどこ行くにも使えるから行動範囲広がるー
・ 地球環境に優しい
・ 鉄道旅でも車旅でも見えない旅先の様子が見える
・ 風を感じられる
・ ぼっちで許される

自転車の魅力は何といっても走っている時の爽快感です
ね。人力で時速 30キロも 40キロも出せるのは驚きです。
あと車などと違い、身一つで走るので、旅先の空気とかも
肌で感じられます。景色もより美しく見えると思います。
回答にも多いですが、小回りが利くっていうのもポイント
ですよね。ふらっと降りて旅を満喫できます。
フォルム、素材を魅力に感じらるのは上級者ですね……。
みんなでワイワイ走るのも楽しいですし、確かにぼっちで
一人の世界に浸って走るのも楽しいです。

NC に入った決め手
・ 新歓ランが楽しかった
・ ゆるそう
・ 雰囲気よかった
・ 同期がいたので
・ 友達
・ 活動の参加が任意なところ
・ ホムペ
・ サークルの雰囲気が良いこと
・ サークル員の仲がいいところ
・ 先輩に勧められ
・ ゆるくて楽しそう
・ 束縛が緩い。 けど活動はしっかりしてる。
・ 水泳をやっていたら運命の出会いをした！
・ たのしー！
・競技班でもなく、旅行班でもなく、と言ったら NC しかない ( 笑 )
・ ちょうどいいゆるさ
・ 新歓ランで初めてロードバイクに乗った時の感覚？ですかね
・ ロードバイクをタダで借りれること
・ 名前と裏腹に健全なサークルだったから
・ 初参加の時の雰囲気
・ 部活でなくサークルだから
・ 同クラがいたから
・ 知り合いがいる

そう、NCは雰囲気がいいんです。絶妙なゆるさ。新歓
イベントにぜひ来てみてください。

NC のいいところ
・ ゆるい
・ 全て
・ 優しい人しかいない。 優しさに満ちている
・ ゆるふわ
・ 坂も攻められるしゆっくり観光もできる！
・ 仲がいいゆるい
・ 走れる人はそうでない人に合わせた走りをしてくれるところ
・ 優しい優しい優しい
・ 仲がいい、 平和
・ 適度に気を遣わなくて済む関係
・ ゆるゆるしてる
・ ゆるくて楽しい
・ しっかり活動してるけど束縛は緩いところ。
・ とにかく、 たのしい♪
・ わーい！すごーい！たのしー
・ 強制参加のイベントがない
・ いつでも参加 OK
・ ゆるい、 平和
・ 真面目なところと適当なところ、 メリハリがついてる
・ 誰でもウェルカムな雰囲気
・ わいわいしてる
・ 自由 無駄にお金がかからない

めっちゃいいサークルですね。（驚き）確かに、自転車
に関する知識も、体力も、走る技術もバラバラなのに、
みんなお互いを思いやって仲良くやっている感じです。
強制参加や用途のわからない集金、飲み会での無理強い
なんかとも無縁です。
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NC のダメなところ
・ なし
・ ない
・ なかよしタイム
・ ないぞ〜
・ なかよしたいむ
・ 最近改善されつつあるにしても時間にルーズ気味なところ
・ さん付け
・ 時間管理ができない
・ ゆるゆるしすぎ
・ ゆるくて楽しい
・ 自由度がとても高いのでいまだに知らないメンバーがいる…
・ 親睦会みたいなのが少ない
・ 時間にルーズ ・ 名前
・ 飲みが平和すぎ
・ 女子が少ない
・ 時間にルーズ、 参加率
・ 特になし
・ ゆるい
・ 車通りの多い都心部ではなかなか活動できない ( 仕方ないけど )
NC は十分素敵なサークルなのですが、あえて欠点を挙げ
るとすれば、平和すぎってことですね。刺激を求める方に
は物足りないかもしれません。女子はこれから増えると期
待しています。これを読んでいる貴女！ぜひ入部してね。
あと、なかよしたいむとは、なかよしさいくる特有のゆる
さゆえのグダグダタイムのことです。

NC の第一印象と今の印象
・ 今も昔も最高
・ 第一印象：仲良さげ 今：仲いい！みんな優しい
・ 予想通り
・ はじめ：ゴリゴリ走るサークル 今：ゆるふわ旅行さーくる
・ ゆるい
・ 第一印象 : 怪しいサークル名 今の印象 : 安心安全
・ 静か→良い意味で静か
・ ダラダラしていると思ったがやはりそうだった
・ つよそう→ゆるふわ
・ ゆるくて楽しそう（今も昔も）
・ 第一 : 緩そう、 今 : 割としっかりしてる。
・ 東大生ばかりだから入りづらいかな…と思ってたけどみんなフレンド
リーだし、 自由で明るくて楽しすぎる
・ 第一印象 : わーい！すごーい！　今 : たのしー！
・ 今も当初も、 自転車好きの緩い共同体
・ ゆるそう→ゆるい
・ 第一印象はにぎやかだけどほのぼのした印象？それは今も変わら
ないかな
・ ゆるい→真面目
・ 皆良い人➡皆良い人
・ 緩そう楽しそう→自転車好き多い
・ フレンドリー
「なかよしさいくる」はこれが公式の名前なんです。「なん
ていうサークル入ってるの？」と聞かれて「なかよしさい
くるだよー」と答えるのは確かに憚られますがご理解くだ
さい。私の印象は、ゆるい→割と真面目、でしょうか。サー
クル運営や安全意識など、真面目にすべきところは真面目
なサークルだと最近思います。

・ 交通費にケチになった
・ 根性ついた
・ 足が ( 筋肉で ) 太くなりました
・ 走行距離
・ 行動範囲が広がったこと
・ 足が太くなったツライ
・ 任意の坂の斜度が気になる
・ 外に出ることがふえた
・ 車が嫌いになった
・ 交通ルールに厳しくなった。
・ 世界が広がった ^ ^
・ 坂道が好きになった。 かも。
・ 30km は近場。
・ 外に出るようになった
・ 距離感覚の変化。 20km とか近く思える。  
・ 都内のスポットならとりあえず自転車で行かない？みたいにな
る。
・ 運動不足解消
・ 坂を見ると反射的に斜度を考えてしまう
・ 坂を見ると斜度を気にするようになった　東京は狭いと思うよう
になった
・ 自転車ってきついものなんだなぁと
・ 日焼けした
・ 道交法に敏感になり安全意識が強くなった

自転車を始めて変わったこと

私が思う変化は、雑談のネタが増えたことかな。「自転
車で富士山登ったんですよー。」とか言うと初対面の人
でも興味を持ってくれます。行動範囲も広がりました。
「この週末、茨城まで走ろうよ！」なんて自分が言うよ
うになるとは想像していませんでした……。
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新歓イベントなどでお会いできるのを楽しみにしています！

6 割くらい
ほとんど
幽霊サークル員
合宿系は基本参加
そこそこ
ちょくちょく
レアキャラ
8 割
合宿そこそこ定サイたまに
6 割
きついランだけ。
1,2 ヶ月に１回くらい
6、7 割
定サイ半分、合宿 7 割出席
2 回に 1 回程度
…大体 100% ？ ( 匿名性…)
7 割くらい
高い
夏合宿までは月 1
気が向いたら
ほとんどなし

20 万
全然してない
必要に応じて
2 万 ( ウェア、チューブ、ライト )
40 万くらい？
初期投資 18 万
約 20 万円
稼いだ半分
20 万円
あんまし
数十万えん
15 万弱
15 〜 20 万円程度
S セメは家計簿が赤字になるくらい初期投資
したけど、今はだいぶ落ち着いた。消耗品を
買い揃えるくらい。
10 万前後
17 万くらい？
5 万円？
20 万行かないくらい（本体で 15 万）
ほぼ０
本体 15 万 ウェア関連 2 万 その他器具 1 万

陸上部
剣道部
バレーボール 新体操
サッカー、テニス
吹奏楽
帰宅部
バレーボール部
陸上
テニス部
なし
ボート部
水泳。何なら今も水泳。
6 年間茶道部
陸上部、弓道部
卓球部
卓球部→帰宅部
硬式テニス部
野球
地学天文部
物理部

とにかく色んな人がいるから
きっと楽しい！
入部待ってます！

サ
ー
ク
ル
へ
の
参
加
率
は
ど
れ
く
ら
い
？

自
転
車
関
連
に
ど
れ
く
ら
い
お
金
使
っ
た
？

中
高
時
代
の
部
活
は
？

新入生のみなさんへメッセージ

・ NC 入ったら人生変わるよ ( 変わらない )
・ 入るべき
・ お金はちょっとかかるけど、 いい経験を得られる
・ 大学に入ってからロードバイクに乗り始めた人も多いので初心者に
優しいサークルだと思います。 一緒に楽しく走りましょう！
・ レアキャラでも仲間にいれてくれる良いところです！
・ 兼サーでもいいので入って
・ 悩むことはない、 ただ漕ぐだけだ
・ 名前はヤバそうなサークルだけど、 歴史もしっかりしてて活動もか
なりまともなサークルです。 飲み会等もガチ運動部よりもおとなしいく
らいです。
・ NC はほんとに居心地がよくて楽しいサークルです！私は他大生
で部活も入っていますが、 行事に参加すると温かく迎えてくれてすご
く楽しませてもらっています！ちょっとでも興味を持ったら絶対入るべ
き！！！
・ 自転車楽しいよ！新歓で会いましょう！
・ 自転車に興味があるなら取り敢えず入っておきな〜。 自然消滅
余裕なので ( 笑 )
・ ゆるいので掛け持ちしやすいよ。
・ ゆるくやってこー ^( ' ω ' )^
・ とりあえず新歓ランに来てみて考えよう！
・ 楽しいサークルですよ！みんな言ってるけどインカレだからといって
ウェイサーではまったくありません
・ 自転車漕ぐのは楽しいよ！
・ 事故のない安全運転を心がけましょう

YouTube で 「ie3saien」 って検
索すると、 NC 準公式の俺のチャン
ネルが出てくるので、 チャンネル登録
よろしくー

自転車はメーカーにこだわり
がなければ見た目で選んで
いいと思います。 笑

自転車最高

限界きてから案外その
8 倍はいける

お金をかけて自転車の性能を
上げるのもいい手だけど、 お金
がないなら筋肉をつければいい
と思う。

自転車に乗る時荷物はでき
るだけ軽くしよう背骨がおば
あちゃんになります

・ 沖縄合宿
・ 特訓ラン
・ 夏合宿
・ 沖縄合宿。 コミュ障なので話しかけれなかった人ゴメンナ
サイ名前は知ってマス
・ 北海道のバーベキュー
・ 冬合宿でみんなでフェリーに乗って大島に行ったこと
・ 沖縄合宿の古宇利大橋、 風が強かった
・ まあ、 この時期に言われたら沖縄合宿でしょ！ ( 笑 )
・ 北海道の夏合宿でみんなで満天の星空を見に行ったこと
です☆
・ 沖縄の一日目の景色
・ 沖縄研修
・ 明神祭
・ 裏新歓のヤビツ

・やまなみハイウェイ
・多摩湖
・下り or 平地
・筑波山
・ニライカナイ橋
・まだ分からないです
・坂がない道
・ヤビツ
・弥彦スカイライン
・どこでもいいけど、海沿いは走っ
てて飽きない。ただ、風が強いか
ら注意。

・別府〜湯布院！！！
・やめといた方がいい道しか記憶
にない…( 笑 )
・しまなみ海道 ( 走ったことない )
・…井の頭通り？
・しまなみ海道、木津川
・ナイタイ高原牧場（＠北海道）
からのダウンヒル
・サイクリングロード ( 楽 )
・長尾台
・瀬谷駅→大船駅 右折、左折が少
ない

NC での思い出

おすすめの道
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部室紹介 

2年 大石健人 

 新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。部室担当の大石健人です。 

 なかよしさいくるは駒場のキャンパスプラザ B棟 205号室に部室を持っています。部室

には自転車関連の本や地図、過去の会報などがそろっているほか、こたつやゲーム、漫

画、麻雀などもあり、サークル員ならだれでも自由に利用することができます。空きコマ

に自習スペースとして使ったり昼寝をしたりもできます。平日は 9時から 21時 30分まで

空いているで、ぜひ一度部室に遊びに来てみてください！！ 

 またなかよしさいくるは倉庫も持っており、貸し出し用の自転車やメンテナンス用品な

どを保管しています。場所はキャンパスプラザ B棟の横です。 
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もともと競技用自転車です。ツール・ド・フランス
とかで使われているアレです。

　見た目の特徴はドロップハンドルというグネッと曲
がった触覚のようなハンドル。このハンドルのお陰で前傾姿

勢になって風の抵抗を減らしたり、あるいは、上りの時に手前の方を
持つことで姿勢を起こして呼吸を楽にしたりと、様々な持ち方によって臨機応変に姿勢を変えて自転車にのることができたりします。
あとは細いタイヤ。この細さのお陰でスピードでは圧倒です。一方でこれが未舗装路での弱さでもあります。また、フレームの素材に
は様々な種類があり、低価格から中価格に多い、比較的丈夫でまあまあ軽いアルミ素材、中価格から高価格向けの軽いカーボン素材、
比較的重いが昔ながらの味のあるクロモリ、さらにはチタンだったりと様々なものがあります。なかよしさいくるでは、アルミが多い
かな…？

　ロードバイクの楽しみ方は色々…長距離走れる特性を活かして自転車旅行なんかもできちゃいます。ちなみに現会長新三年生高畑
さんは三日間で約 800 キロも走って実家に帰省したことも有るみたいです（http://www.teamnc.net/online-magazin/pdf/14_
shinnkann）。すごいですね……。また、エンデューロイベント（決められた時間を走る。耐久レースみたいなもの）に出たり、ヒル
クライム（舗装された山道を登る）できます。自分の足だけで遠くへ行けるようになると、なんとも言えない達成感がありますヨ！と
にかく舗装された道をスピードを出して走りたい方はこれで決まりかと思います！

Road Bike
長所

短所

舗装された道ならば、他の車種よりも長距離
を速いスピードで進むことができる。軽い。

舗装された道でスピードが出るように設計さ
れているので、タイヤが最も細くダート（未
舗装路）には向かない。

　価格：10万円前後～

どんな自転車・・・？

どうやって楽しむ・・・？

ロードバイク

――スピードなら誰に
も負けません。

　新入生の皆さん！こんにちは！入学おめでとうございます！
　新二年生の安西です。anchor RA6 sport（ロードバイク）という自転車に乗ってます。
この記事では、ざっとスポーツサイクルの車種の紹介をしていきます。
「なかよしさいくるでは、どんな自転車に乗っているの？」「自転車いくら位するの？」「どれくらい走れるの？」ということ
も含めて紹介していきたいと思います！

　この記事で紹介する自転車は、ロードバイク、クロスバイク、シクロクロス、マウンテンバイクの 4つです。（自分が乗っ
てるのがロードなので少し偏り気味かもしれません。ご了承ください。）

　ではでは、まずはロードバイクから！（なかよしさいくるでは、圧倒的にロードバイク乗りが多いです。）

自転車ってどんな種類があるの？

車種紹介！
どれにする !?

15



　街によく放置されているマウンテンバイクっぽい
のは実はマウンテンバイクではなくてマウンテンバイ

クルック車と呼ばれているようです。ルック車では未舗
装路を走れるだけの頑丈さがないので、未舗装路を走るなら

値ははりますがちゃんとしたマウンテンバイクを買ったが良さそうで
すね。　見た目の特徴は、ごっついフレームとまっすぐ伸びたハンドル、そして太いタイヤですね。マウンテンバイクにも種類があり
競技や用途に応じてサスペンションが付いているものやないものがあるようです。

　なかよしさいくるではマウンテンバイクに乗る人はほとんどいないようですが、カナダ留学中の新四年生水野さんがカナダでのった
ことが有るようです（会報 2014.9 月号 http://www.teamnc.net/online-magazin/pdf/14_9）。ハマるとかなり楽しそう。未舗装の
ダートを駆け下りたり、ジャンプしてみたり、あるいはロードでは絶対に行けないような場所にも行けるようになったり。人の手が入っ
ていない美しい自然なんかは、ダートの先のほうがありそうですね！。舗装路を走るぶんにも、問題が有るわけではないので、一台で
色々してみたい！という人にはマウンテンバイクもありかも！

Mountain Bike

Cross Bike

マウンテンバイク

クロスバイク

長所

短所

未舗装路なら他の車種を圧倒。未舗装路向けゆ
え頑丈。

他の車種より比較的重く、タイヤも太いので舗
装路では遅れをとるか。

　価格：3万円前後～

どんな自転車・・・？

どんな自転車・・・？

どうやって楽しむ・・・？

どうやって楽しむ・・・？

　見た目の特徴としては、ロードバイクのドロップハンドルをまっすぐのハンドルにして、タイヤを太くしたもののような感じ。ロー
ドバイクの苦手な未舗装路もある程度はOK。ロードバイクとマウンテンバイクのイイトコどり的存在。一方で、ロードバイクとマウ
ンテンバイクの中間的存在なので、どちらか一方に偏った利用をするのであれば、やはりロードバイクやマウンテンバイクには劣るよ
うです。

　楽しみ方としては、ロードのようにもマウンテンバイクのようにも使えるため、長距離自転車旅行もオッケイだし未舗装路でもいけ
る。とまあクロスでもサークルの活動に支障はないです。（でも舗装路メインのサークルなので、たくさん走ってるとロードバイクが
欲しくなるかも…）あとはレース用ではないゆえに、気軽に乗るならこれが一番ですね！

　価格：5万円前後～

――圧
倒的走

破性能

――イイトコど
りの自転車

長所

短所

ロードバイクとマウンテンバイクの中間的存在で
オールラウンダー。

本格的に舗装路を走るならば、ロードバイクに遅れを
取り、本格的にダートを走るならば、マウンテンバイ
クに遅れを取る。
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Cycro Crossシクロクロス

もっと自転車の種類ないの・・・？

プチ FAQ

自転車の購入は・・・？

どうやって楽しむ・・・？

――泥地でも走り抜ける競技自転車
　価格：10万円前後～

長所

短所

ドロップハンドルでありタイヤの太さも
変えられる。オールラウンダー。

舗装路での利用を突き詰めると、舗装道
路専用のロードバイクにはさすがにかな
わない・・・？

どんな自転車・・・？

　上記の 4つ以外にもランドナーやリカンベントバイクなど様々な自転車があります。気になった人はいろ
いろサークルの人に聞いてみてください！

　今後、自転車ショップに行く企画も予定しています。購入の際に悩んだり、迷ったりしたら、うまくサーク
ルを利用してくださいね！
　ちなみに、なかよしさいくるでは一年生の間はサークルの自転車を貸し出しているので、今すぐに買うこと
ができなくても全然大丈夫です。（というか、6月の時点で自分の自転車を持っている人は殆どいませんので
安心してください！）

　

なんとも説明にしにくく知名度も低いと思われる自転
車。見た目の特徴はロードバイクにマウンテンバイクの太い

タイヤをつけた感じです。本来は泥地悪路を駆け巡るレース用の自転
車。それ故ダートでも行けます。また、ドロップハンドルなので、姿勢や感覚はロードに近く、スピードも出しやすいです。一方でや
はり、MTB同様、頑丈に作られている分ロードより重いようです。もともとシクロクロス競技はロードレース選手がトレーニングの
ために行っていたようです。先に書いたように、重量はロードよりも重く、タイヤは太めですが、タイヤに関しては、ロード用の細い
タイヤも使用可能であり、ここまでしてしまえば、サークルで舗装路を走る場合はロードに引けをとらないかと思われます。　

　ロードよりがっちりしているので、荷物をロードバイクよりも沢山積むことが可能です。シクロクロスで自転車旅行している人も見
たことがあります。よってツーリングにも向いています。さらに上記のように泥地を走ることも可能であり、タイヤの太さ次第でかな
り幅広く楽しむことができそうです。なかよしさいくるで泥地を走るシクロクロス競技をやってる人は見たことが無いですが、基本的
に自転車は何でもありの自自由なサークルなので、シクロクロス競技を流行らせたい！という方は是非是非。

もっと知りたい自転車のこと
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沖縄合宿2017 報告 
 
 
 

高橋遼太郎　齋藤耀玖 
 
 
【日程】　2/26(日)-3/3(金) 
 
【参加者】　以下敬称略 
荒井 大石 大江 鎌田 木村 久保 小林(健) 小林(由) 齋藤 白崎 高城 高橋(大) 高橋(遼) 竹田 中村 
永岩 仁木 西井 西村 古谷 牧野 三輪 森田 山田 山本 和田  　計27名 
  
 
二月末から三月の初めにかけてNC2016年度加入の１年生で沖縄に行って来ました！ 
頑張って書きました！どうぞお納めください！ 
いっぱい写真が見たい方は、グーグルフォトのアルバム「沖縄合宿2017」にて！ 
 
 
色々書きたいことはあるんですが、全然うまく書けなかったのでもっと詳しい旅行記が聞きたい人は齋藤耀玖まで。 

 
 
1日目　2/26 
 
＞宿泊先 
沖縄国際ユースホステル　http://www.oiyh.org/ 
 
＞高橋編 
ついに始まる沖縄合宿！といってもこの日は走らず、宿に集合するだけだったので特に話す

ことはないかも（笑）。しいて言うとすれば集合時間の21：00（本当は20：00だったとこ

ろを21：00にずらしてしまい申し訳ありませんでした！）に全員集合できてよかったこと

と、この日の宿の沖縄国際ユースホステルがとてもいい宿であったことである。ご飯はおい

しいし、備え付けのジェンガやらで遊べて楽しかった。あとみんな将棋つよいなぁと思っ

た。以上である。 
 
＞齋藤編 
待ちに待った沖縄合宿！何年かぶりの沖縄！今回は自転車で、ということで南国特有の綺麗

な海、澄み渡る青空を期待していた。しかし、希望に反して1日目の天気予報は雨のち曇

り。1日目は特に走る予定ではなく、ホテルに集合するだけだっためまだ良かったものの、

幸先の悪いスタートである。那覇空港に着いたら雨が降っていないことを願いながら仁木と

共に飛行機に乗った。従価で預けた自転車は、係員さんがきちんと手渡しで持ってきてくれ

た。市川さんと二人で大阪〜福岡を走っていた山田と合流し、輪行解除を始める。やはり輪

行というものは嫌だ。自転車はエンド金具ではなくディレーラーで自身の重さを支えてい

た。。。特に壊れている部分がなく、変速も問題なく動いていたので安心した。（この時点

では何も気づいていない。）那覇の天気は、雨。萎えた。とりあえず、この日走ることを断
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念し、ホテルに自転車を置きに行くことにした。案の定、路面が濡れ濡れで、水がめっちゃ

跳ねてビシャビシャになった。自転車を置いた後は、何人かで国際通りに繰り出し、お土産

などを買った後（この時点で家に発送）、夜ご飯を食べた。初日の夜ご飯はなんとステー

キ！1000円でご飯、サラダ、スープが食べ放題だった！お得感！夜には、全員が宿に到着

した。二泊分の集金をして、大量の万札を手に入れ、「これでBORA（カンパのホイール）

が買えるぜ！」などと自転車サークル全開の会話などをして盛り上がった。今までの合宿で

は、10時にクソ遠い現地に集合となっていたりして、前泊が必要だったり、絶起して遅刻

する人が少なからずいたりと時間通りの出発は難しかったが、今回のように夜集合にすると

遅刻者のことをあまり考えずに次の日朝から走ることができるので、夜集合は割と正解だっ

たと思われる。ホテルは、きちんとしたユースホステルだったので安心して寝れた。 
 

 
　　　　国際通りのシーサー　　　　　　　　　　　　　ステーキ 
 
 
 
2日目　2/27 
 
＞宿泊先 
1日目と同じ 
 
＞班分け（スマココ要員*） 
1班　中村、高橋(遼)*、西井、三輪 
2班　荒井、古谷*、森田、牧野 
3班　小林(由)、山本、西村、久保* 
4班　齋藤、小林(健)、竹田、高橋(大)*、和田 
5班　木村、鎌田、大石、高城* 
6班　永岩、山田、白崎、大江、仁木* 
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＞ルート 
66km 獲得標高566m 

 
ルートラボ：http://yahoo.jp/_IzyGR 
 
＞高橋編 
晴れ。朝ごはんバイキングでおいしかった。初日から飯のハードルが上がる。全員前泊して

いたこともあり9：00には集合完了。近くのファミマで補給後、9：30にはほぼすべての班

が出発した。おぉ、めっちゃスムーズ…。私の班はしょっぱなから少し寄り道して瀬長嶋

へ。透き通るような海(シー)の(・)蒼(ブルー)にまじりあう空(スカイ)の(・)青(ブルー)。どこまでも続くような

海岸線。これを見れただけでも沖縄に来たかいがあったというものだった。さてその後はルー

ト通り本島南部、沖縄ワールドを目指す。途中にあるひめゆりの塔、平和祈念公園には多くの

班が寄ったようだ。私の班は平和祈念公園の近くの慶座(ギーザバンタ)絶壁に寄った。50ｍの高さか

ら、海を160°見渡せる絶景である。しばしあっけにとられていると、そこにたまたま釣りに来て

いたおじさんが「本島南部なら、これよりもっとすごい場所がある」というではないか。どう

やらその場所は知念岬というらしい。親切な人もいたものである。そこにはあとで向かうこと

にして、おじさんに感謝しつつその場を去る。そんなこんなでようやく沖縄ワールドに到着。

ここで全班集合して写真を撮りたかったのだが、私の班含め各班いろいろと寄り道していたこ

ともあり集合は難しそうだったので、集合写真は宿で撮ることにした。このこと自体は少し残

念だが、寄り道がしやすいということは自転車の良さであるように思う。沖縄ワールドは鍾乳

洞やらエイサーやら見どころがあって楽しかった。エイサーを見ていたらほかの班員に置いて

行かれていたようで気づいたら一人だった（笑）。合流後、昼飯はモズク料理専門店「くんな

とぅ」にて。モズクに対する評価が激変した。ぜひ行ってみていただきたい。その後は景勝

地、ニライカナイ橋へ。ここはひょっとすると沖縄で一番きれいだったかもしれない。生い茂

る樹林の中を、一つの大きな陸橋がゆったりと蛇行しながらうねり、はしる。遠くには海が見
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える。そこを時速50ｋｍで下っていくのだ。控えめに言って最高だった。さてその下った先に

あるのが、斎場(せいふぁー)御獄(うたき)と知念岬。前者は沖縄最大の聖地、後者は先のおじさんおすす

めスポットなだけあり、やはりどちらも一見の価値はあった。その後は各班宿へ。忘れ物を取

りに戻ったり、道を間違える班が出るなどの少々のハプニングはあったが7：30には何とか全員

そろい、乾杯後にBBQを行った。いかんせん量が多くて最後の方はわりとみんな目が死んでい

たが、おいしかった。 
 
＞齋藤編 
予定通りの出発&晴れ。長袖で走っていると暑いくらいで東京との違いを体感。平和の礎や

ひめゆりの塔に立ち寄った班もあったようだが、自分の班はそれらに寄らず、岬の方に走っ

て行ったら結局岬にはつけず、謎の遺跡に立ち寄ったり、ダートの道を走ったりしてなんと

かおきなわワールドに着いた。おきなわワールドでは、有名らしい鍾乳洞にとりあえず潜っ

た。綺麗？だったけれども高音多湿で実に不快で多くの人が早く出ようと早歩きになったい

た。夏に行くとひんやりとして気持ちいいらしいので、また機会があったらリベンジしよう

と思った。鍾乳洞を出た後は、順路通りに進み、道中で人生初のヤシの実ジュース？を飲ん

だ、予想していたよりも味がなく、強引に表すとしたら、メロンの皮とスイカの皮を合わせ

て薄めたような味だった。割と量があって大変だった。昼飯に石垣牛の牛串と沖縄そばを食

べて次の観光場所、ニライカナイ橋に向けて再出発。ニライカナイ橋の直前、なかなかに長

く辛い坂がありみんなヒーヒー言いながら登った。晴れていたこともあり、ニライカナイ橋

からの眺めは壮観だった！ニライカナイ橋に行っていない班があるらしく残念。。。ニライ

カナイ橋の下り、ものすごく気持ちよかった。斎場御嶽に着くと続々とNC民が到着して、

ほとんどの人が集まったがここで事件発生！（割愛）宿に着いてからはBBQ！ユースホス

テルのBBQということであまり期待はしていなかったが、たくさんの食材、飲み物が用意

されていて最高！肉は、大量にあり過ぎて消費するのが大変だったほどだ。スタッフの方が

地作ってくれたちょっと太めの焼きそばもすごく美味しく優勝した。沖縄国際ユースホステ

ルに泊まる時はBBQもやることをオススメする！ 
 

 
　　　　　ヤシの実ジュース　　　　　　　　　　　　　石垣牛の牛串 
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　　　　　　沖縄そば　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠道中 
 

 
ニライカナイ橋 
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集合写真＠BBQ 

 
おまけ 

 
                             女子ver                                                               男子ver 
＞反省点 
・沖縄ランドで、班関係なく自転車が置かれ、かつ鍵でつながれてしまっていたたため班ごとの出発

がスムーズにいかなかった。自転車は班ごとに、ある程度場所を分けておくべき！ 
・先頭はペースをつかむのが難しい。適度にペース大丈夫か確認した方がよい。 
・自転車通行禁止のバイパスを通ってしまった班が多かった。事前に下見できない時など特に注意。 
・途中で集まって集合写真を撮るのは厳しい。班ごとに撮る、出発前に撮るなどの工夫が必要。 
・連泊にすると、荷物を置いたままサイクリングできるため嬉しい。 
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3日目　2/28 
 
＞宿泊先 
ホテル山田荘　http://www.yamadasou.com/ 
 
＞班分け（スマココ要員*） 
1班　齋藤、牧野、木村、白崎* 
2班　西村、古谷*、三輪、小林(由)、荒井 
3班　高城、大江、仁木、高橋(遼)* 
4班　鎌田、小林(健)、中村*、久保、西井 
5班　山田、和田、大石、永岩* 
6班　山本、高橋(大)*、森田、竹田 
 
＞ルート 
79.4km 獲得標高891m 

 
ルートラボ：http://yahoo.jp/-hjjKP 
 
＞高橋編 
昨日同様予定通り9：30に出発。順調に進み11時前にはアメリカン・ビレッジに到着。した

のだが、予想と違ってショッピングモールみたいなところだった。目新しくはあったが正直

あそこはいかなくてよかったかも…。気を取り直して残波岬・御菓子御殿へ。残波岬とはそ

の名の通り岬であり、お菓子御殿とはやはりその名の通りお菓子の御殿である。お菓子屋さ

んである。次々と現れては試食のお菓子を食い漁っていくサイクルジャージの集団に、御菓
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子御殿の人びとは何を思っただろうか。昼飯は近くのハワイアン料理店でポキ丼（日本名；

漬けマグロ丼）を食べた。午後はそのまま北上し万座毛へ。担当はここでアロハシャツを買

いましたが、結構恥ずかしくてすぐ脱ぎました。その後、ブセナ海中公園にて海中展望台を

初体験。夕日が海に映えて楽しかった。宿は名護の山田荘というところ。ホテルなので融通

が利かないところもあったが（しょうがない）、自転車をすべてフロントに入れてくれると

いう神対応をしてくれた。 
 
＞齋藤編 
この日は宿移動、つまり荷物を持って走らなければならない。前日夜からお葬式感はあった

が、天気は良好。予定通りに出発。出発したはいいものの、リアの変速がどうにもスパッ！

と決まらない、若干の不安感を抱きつつも予定通りアメリカンビレッジに到着。近くにチャ

リ屋があったので駆け込んだところ、リアディレイラーのアジャスターボルト折れが発覚。

（輪行解除時のフラグ回収完了）結局、アジャスターボルトを抜いてシフトケーブル直挿し

で応急処置、とりあえず変速に問題はなし。実は、夏に大島に行った時（2017年1月会報中

橋氏記事参照）にも同じところをヤってしまっている、カンパのこの部分弱い！（実際弱い

らしい）どうにかしてくれ〜。この間、待たせてしまった班員の方々ごめんなさい。フラグ

回収後は、アメリカンビレッジにて班員と昼食！沖縄に来て1回目のA&W（東京に帰るまで

に３回くらい行った）A&Wは、ルートビアという飲み物が飲み放題で有名なのだがあまり

馴染みのない我々班員は、飲み放題という魔法の言葉に魅せられルートビアの入ったジョッ

キの奪い合いを始める。見事牧野がルートビアを飲む権利を得るが、飲むや否や浮かない顔

をしていた。その後みんなで飲んだが、個人で好みが分かれる味だった。沖縄でしか飲めな

い？ので、飲んだことない人は一回は飲んでみるといいかもしれない（？）。実際、白崎や

山本は気に入ったらしくおかわりをしていた。無論残している人もいた。昼食後は、淡々と

残波岬を目指した。スタートしてからずっと曳いていたので若干疲れ始めていたが誰も変

わってくれないのでしょうがなくそのまま走る。残波岬は、岩に草？が生えてたくらいの記

憶しかない笑　残波岬を出た後は、道中にあったお菓子御殿で休憩。試食のお菓子がいっぱ

いあったのでいっぱい食べた♡（販売員のおばさんたちがすぐに寄ってくるのでめんどくさ

かった）せっかく沖縄に来たんだしということで、班員全員で紅芋のケーキも食べた。１時

間弱お菓子御殿でグダグダ休憩した後、万座毛（初め「まんざけ」と読んでいたが「まんざ

もう」と読みらしい）に向けて走り出す。万座毛でいくらかのNC民と合流し観光。ここで

あることが頭をよぎった、「沖縄の観光名所は岩ばっかりなのではないだろうか。」斎場御

嶽、残波岬、万座毛、城、鍾乳洞、、、岩？ばっかりじゃん！まぁそれは置いといて、万座

毛を出た我々は、コンビニで補給、補給している間に抜かれまくりビリになってしまった

（悪いことではない）。ビリ？は渋くね？と言って淡々と走り出すも、ここまで65kｍほど

ずーーーっと曳いていてさすがに脚が回らなくなり、ここで次世代エース木村に先頭交代！

（※三班の内訳　齋藤:ザク　牧野:おじいちゃん　白崎:クライマー　木村:次世代エース）

次世代エースは温存していたからかどんどん加速し班員をちぎり35km/h（推定）巡航を始

める、誰も暴走を止めることができずどんどん離されていく。そんなこんなで追いかけっ

こ？していたらブセナ海中公園をガンスルーして宿まで残り5kmの地点でやっと休憩。この

時我々の班は、２位まで浮上していた。休憩後は、ゆっくりとしたペースで走り出し、途中

で６０円のサーターアンダギーなどを食べ、宿に到着。夕飯は各班ごとで食べにいくことに

なり、我々３班は、タコス、タコライスを食べに行った。 
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　　　　　1班昼食A&W　　　　　　　　　　　　　　残波岬（の岩と草）　　　　　　 

 
　　紅芋ケーキ各種＠お菓子御殿　　　　　　　　　　　万座毛（の岩） 

 
　　　　　　　＠残り5km地点　　　　　　　　　　　　　夜飯のタコス　　　 
＞反省点 
・路駐の避け方が危ない。班の一番後方を走っている人が先に横に出て車をブロックする必

要がある。ハンドサインもしっかり出す。 
・スマココがフリーwi-fiに引っかかって誤作動を起こしてしまった。wi-fiは切っておこう！ 
・別ルートで混雑を回避したら安全に走れた。必ずしもルートラボ通りに走る必要はない。 
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4日目　3/1 
 
＞宿泊先 
3日目と同じ 
 
＞高橋編 
予想していたことではあるが朝から雨。夕方までやまない予報だったのでこの日はやむなく

自転車なしということになった。みんなでバスで美ら海水族館に出発、集合写真を撮ったの

ち各自自由行動ということになった。というわけでここからは私個人の体験になるが、まず

美ら海水族館は水槽前に設置してある椅子に座って、ジンベイザメとか見ながら昼寝したの

がとても気持ちよかった。それ以外に特筆したいのは、水族館に併設されている海洋文化館

についてである。200円で入れるのだが、一度はいるだけでなんと中にあるプラネタリウム

を何回でも楽しめる。数年ぶりのプラネタリウム、それを見ながら昼寝したのがやはりとて

も気持ちよかった。この日は本当に寝てばっかりだった。山田荘に連泊だったので帰りは楽

だった。宿に帰って寝た。やはり連泊にするメリットは多いように思う。 
 
＞齋藤編 
起きるとあいにくの雨。前日に話し合っていた通り、全員で美ら海水族館に行くことになっ

た。全員(２７人)が同じ田舎の路線バスに乗れるのかとドキドキしながらバス停でバスを待

ち、結局余裕で全員座れて、バスに揺られること約45分。最初は、ワイワイ賑やかで麻雀

などをしていたが、徐々に静かに寝始める人も。水族館の近くのバス停に着いた。雨。まぁ

どうこう言ってもしょうがないので、水族館に向かう。道中にあった小さい子用の噴水に永

岩を突っ込ませて永岩はビシャビシャ、「水も滴るいい男」などとキャッキャッしていた

が、実際寒かったと思う笑。みんなで集合写真を撮って入館。団体料金で入ることができた

ので安かった！入館後は、皆思い思いの時間を過ごした。2回目だったけれども、面白かっ

た、晴れてればもっと良かったのになぁ。自転車で美ら海水族館まで来ていたらあんなに

ゆっくり回れていなかったので、バスで水族館に行ったのは正解だった。（ちょうど雨が

降ったのが良かった）昼は、美ら海水族館で食べ放題を食べ、夜はなに食べたか忘れた。 
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集合写真＠美ら海水族館　永岩濡れ濡れ 

 
 
 
 
5日目　3/2 
 
＞宿泊先 
AJリゾートアイランド伊計島　http://www.aj-hotels.com/ikei/ 
 
＞班分け（スマココ要員*） 
1班　鎌田、西井、小林(由)、永岩* 
2班　和田、木村、三輪*、中村 
3班　山田、白崎*、山本、高城、牧野 
4班　齋藤、久保、古谷*、森田、西村 
5班　小林(健)、高橋(遼)、竹田、高橋(大)* 
6班　大石、大江、荒井、仁木* 
 
＞ルート 
103.8km 獲得標高1204m 
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ルートラボ：http://yahoo.jp/cUoQaQ 
 
＞高橋編 
昨日いけなかった古宇利大橋だが、ここはニライカナイ橋に並ぶ名所。どうしても寄りた

い、ということで朝早くに出発して橋までピストンした。これによりこの日は総走行距離

100ｋｍを超えることとなったが、行く価値はあったように思う。ただ、風が強くて橋をわ

たるのが大変だった。その努力に報いるためであろうか、曇天の隙間にわずかに朝日が顔を

出したのである。本日の天気は曇りのち、晴れ。その後本島東に連なる伊計島を目指し名護

を出発。途中上りも結構ありそこそこ苦労したが、真に大変だったのは海中道路である。海

の中を突っ切る道で景色はきれいなのだが、やはりこの日は横風が非常に強くまともに進む

ことが非常に困難だった。昼飯は海中道路の道中にある海の家でとった。午後はそのまま平

安座島・宮城島へと進み、途中で製塩工場・果報バンタに寄った。前者の方もそこそこ楽し

かったが、果報バンタに関しては正直、沖縄の海岸の中で一番きれいなのではないだろうか

というくらいの絶景だった。あまり有名ではないしなんとなく寄ったところだったのだが、

寄ってみて大正解だった。宿は伊計島のAJリゾートアイランド。なんかすごかった。各部

屋にマッサージチェアとかあった。卓球とかバスケとかもできる。すごい。 
 
＞齋藤編 
この日の朝は早かった。な、なんと5時半出発。前日に雨で行けなかったけど、ぜひ行きた

いという皆の声を考慮して、古宇利大橋までピストンした。参加人数はあまり期待していな

かったが、27人中26人きちんと起きてピストンした。古宇利大橋の上はものすごく風が強

く、朝早くからなかなか辛い朝練だったが、すごく綺麗だった（曇り）。古宇利島の奥に

は、ハートロックと言われる観光名所もあり、そこまで走った班もあったようだが、ほとん
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どの班が橋を渡りきったところで自分の愛車の撮影などをしていた。ピストンした後は、ホ

テルで朝食をとり、本合宿で一番良いとされるリゾートホテルに向けて再出発した。沖縄の

西側から東側へ抜けるために小さな峠を登り、辺野古へと向かった。昨今、米軍基地の埋め

立て問題で話題の辺野古では、埋め立て反対のデモが行われておりたくさんの人々が座り込

みをしていて、TVでしか見たことなかった光景を目の当たりにして何か考えさせられられ

るような気持ちになったが、この日の目的地のリゾートホテルのことでそんな気持ちは吹っ

飛んだ。座り込みの人たちに「登り辛いですかー？頑張ってくださーい」などと拡声器を

使って応援されたりもした。昼食として道中で沖縄そばを食べ、ホテルへと向かった。海中

道路では、風が半端なかった。台風並みの暴風で、横風でハンドルがものすごく取られ、バ

イクを斜めに倒して走ってうまくバランスを保った。海中道路を抜けると、残すは後10km
ほどで、リゾートホテルまでもうすぐ！とウキウキしていたが、この後にさらなる難関が待

ち受けていることをNC民誰も知らなかった。そのことを知らずに走っていると、最後の最

後に割ときつい坂が５連発、強風付き、しかも、100km超えてから！ルートを自分で引いて

起きながらあんな坂があるとは思ってなかった、申し訳ない。なんとか宿に着いて一休み。

着いて早々足湯に入っているNC民がいる中、少し走り足りなかった僕と古谷は、来た道を

爆速で戻った。一番遅い班とぶつかったらホテルに戻る予定が、行き違いで行き過ぎてしま

い、また最後の割ときつい坂５連発を登るはめに、、、せっかくなのでと寄った果報パンタ

は、すごく綺麗だった。その後なんとかホテルに戻り、足湯にザブンして、休憩。部屋に

戻って、マッサージチェアに腰をかけた古谷はそのままお眠りになった。露天風呂で汗を流

した後、夜ご飯。ブッフェで優勝した。 
 

 
　　　　　古宇利大橋と女子　　　　　　　　　　　　　　ハートロック 

　　　　　　　　＠道中　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄そば 
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　　　　　　　果報パンタより　　　　　　　　　　コテージの前にロードが生える図 

 
集合写真＠AJ 

＞反省点 
・パンク、は仕方ないとして交換チューブに穴が開いていた。気を付けよう。 
・細い道で後ろからバスが来て大変だった。 
・テールの電池切れが外側に行ったときは危ない。電池切れは内側に。 
・焦って走った結果、落車事故があった。大きな事故には幸いならなかったが、焦りは禁物。 
・二段階右折失敗した。 
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6日目　3/3 
 
＞班分け（スマココ要員*） 
1班　三輪、中村*、木村、荒井、高城 
2班　仁木*、牧野、森田、西村 
3班　齋藤、山本、大石、西井、高橋(遼)* 
4班　小林(由)、白崎*、古谷、永岩 
5班　山田、大江、竹田、高橋(大)* 
6班　小林(健)、久保*、和田、鎌田 
 
＞ルート 
48.6km 獲得標高439m 

 
ルートラボ：http://yahoo.jp/yUj-E8 
 
 
＞高橋編 
朝飯はバイキングだった。担当は朝から豚しゃぶなどした。ちなみに沖縄合宿中、計6回目

のバイキングとなる。せっかくいい宿なので少しゆっくりしようということで出発は遅めの

10：30。出発後は勝連城等に寄りつつ、15：00に首里城にて再集合。本来は14：00集合に

していたこともあり時間的制約が厳しく、勝連城に寄れなかった班もあるのは反省点。やは

り出発はもう少し早くてもよかったかもしれない。首里城にて集合した後はみんなで集合写

真を撮り、解散。各々後ランに向かったり、そのまま首里城を観光したりした。担当は、

リュックに入れておいた焼酎のフタが緩んでいて悲しい思いもした。なんにせよ、以上で沖
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縄合宿は幕を閉じる。少々のトラブルはあったが、大きなケガ等がなくて本当によかった。

サークルのみんなの協力と、ルート作成を始めいろいろとやってくれたもう一人の担当

（よーく）のおかげだと思う。本当にありがとうございました。楽しかった！ 
 
＞齋藤編 
ついに最終日。いつもより遅い起床（8時頃）。朝食バイキング。最and高。今までNCで泊

まった宿の中で一番良かったのではなかろうか（ヒント:お金）部屋にマッサージチェアが

あったり、露天風呂があったり、コテージだったりと最高すぎて帰りたくなかったがそうも

言ってられないので出発。この日は、勝連城跡に寄って、中城城跡をパスして、首里城へと

向かうルートだった。前日、暴風だった海中道路もこの日は落ち着いていてまだ走りやす

かった。勝連城跡からの景色は素晴らしかった、一番上からは360度市街を見渡すことがで

きた。一番上までに通る道が岩がちだったので、ビンディングシューズの人は結構大変そう

だった（自分を含めて）。こういうことを考えると、NCの活動でビンディングを使うん

だったらSPDが良さげ。首里城までは途中道を間違えつつもスムーズに進み、昼飯に黒糖

カレーを食べた。これがなかなかの曲者で、店のオススメの辛さ25-35のところ、40を頼ん

だのだが、普通の中辛が辛さ15ということを後になって知り、死んだ。頼んだのがスープ

カレーで全く減らず結局残してしまった。その後、首里城の守礼門で集合写真を撮って解

散！その後はそれぞれ空港に向かったり、首里城を見学したりしました〜。合宿前は計27
人をうまくまとめられるのか、ルートは大丈夫かとか色々不安もあったけど、とりあえず、

大きなトラブルなく合宿を終われることができて良かった！６日間楽しかった！NCのみん

な、遼太郎ありがとう！ 
 
 

 
　　　　　　　勝連城跡　　　　　　　　　　　　　　　城跡からの眺め 

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　城跡からパノラマ 
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集合写真＠守礼門 

 
＞反省（合宿全体） 
・スマココは班が変わったらちゃんと名前を更新する 
・一時停止の看板はきちんと守ろう 
・信号発進時、横にダンプカー（大型車）があるときは、それらの発進を待ってから発進する 
・手信号は右手で出すのが基本。車からよく見える 
・車の死角に注意 
・オレンジの棒ゾーンは車線が狭いため、停滞しないように注意。歩道に逃げるなどしてもよい 
・側道が溝になっているところは先頭がしっかり後ろに呼びかける。 
・ナイトランはしっかり準備しないと危険。基本的に避ける。 
・走り終わった後はタイヤのチェックを！ゴミはついていないか（パンクの原因になる）、サイドは

切れていないか、空気圧は適切かetc 
 

 
 
 
 
 
↓次のページより、実際に使われたしおり（決算、詳細タイムスケージュールを含む）↓ 
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沖縄合宿2017　しおり 
2/26-3/3 
 
 

高橋遼太郎 齋藤耀玖 
 
 
◼ 緊急連絡先 
緊急の時は、以下の電話番号に電話するか、LINEしよう 
09081179054(高橋遼太郎) 
09021259908(齋藤耀玖) 
 
 
◼ 自転車のこと 
●飛行機輪行 
飛行機輪行の仕方 
→電車輪行と基本的に変わらないが、ディレイラー付近、シフター付近のケアを重点的に！

(特に何もしてなくても大丈夫な説もある) 
フレームに傷つけたくない人は全部プチプチ 
 
従価料金制度 
→価格申告のない手荷物および身の回り品についての賠償限度額は、お客様一人あたり15万円まで。

15万円以上の者については、10円で１万円分賠償 

空港で自転車を預ける時にきちんと言うと安心！ 

 

輪行後の空気圧調整 
→バイシクルキッズ、３０円？ 
空港から15分、ユースホステルか３分 
 
●自転車整備 
→不具合があれば夜のうちに 
チェーンオイル飛行機禁止らしいので注意 
オイルの種類によっては大丈夫かも？要確認 
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●沖縄ロードバイクショップ 
自分たちで直せない故障や不具合等が生じたら駆け込みましょう。 

 
・バイシクルキッズ 
http://www16.plala.or.jp/a-kids/ 
・沖縄輪業南風原店、那覇前島店 
http://okirin.ti-da.net/ 
・バイシクルショップマイヨ 
https://www.maiyo.org/home 
・永山サイクル 
http://cyclesp.sakura.ne.jp/ 
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・サンセットバイク 
http://sunset-bikes.com/ 
・サイクル館 
http://saikurukan.jp/ 
●交通規則 
各自で確認 
→安全会議 
 
●自転車置き場26台分 
沖縄国際ユースホステル　屋根付き 
山田荘　屋根なし 
AJリゾートアイランド伊計島　屋根付き 
なるべくディレイラーが干渉しないように置きましょう。 
 
●休憩場所、コンビニ、昼食、夕食 
沖縄コンビニマップ 
https://cvs-map.jp/map?ll=26.2124013%2C127.6809317&s=14 
 
●気温、服装 
最低8℃　最高26℃　平均17℃ 
昼間は半袖でも可、朝夕方は上着が必要な模様 
 
●合宿中のメカトラブル 
パンク×6 
 
 
◼ 持ち物例 
＞絶対必要なもの最低数 
金(宿泊費28000、食費12000、その他観光費10000、計50000) 
着替え×1(レーパン又はクッション入り下着は必須。また上着も必須) 
寝間着×1 
タオル×1 
洗面道具  
チューブ×1（1人1つ必須） 
パンク修理キット 
常備薬 
保険証 
学生証 
カッパ（上下別れているのが好ましい） 
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ライト（フロント・リア） 
洗濯ネット 
輪行袋＋エンド金具 
ロードバイク 
ヘルメット 
 
＞あると便利 
予備タイヤ 
携帯工具 
洗剤 
サングラス(海からの照り返しが割とある) 
麻雀セット 
バイクロック 
軽い靴（ビンディングの人） 
ボトル・ボトルホルダー 
ハンガー 
グローブ 
 
 
◼ 班分け 
あみだくじでランダム決定 
前日の夜に発表 
走る前に班ごとにLINEのグループまたはトークを作る 
班で一人スマココ要員を任命 
スマココはバッテリーを食うのでモバイルバッテリーを持ってる人などに協力してもらう 
 
 
◼ グルメ 
・サーターアンダーギー 
・沖縄そば 
・ステーキ 
・タコライス、タコス 
キングタコス 
http://okinawa.kawawii.com/post-1129/ 
・チャンプルー 
沖縄の方言で「混ぜこぜにしたもの」 
・A&W 
＞http://www.awok.co.jp/ 
・BLUE SEAL 
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http://www.blueseal.co.jp/ 
・ポークたまご 
・道中にある沖縄そばなどの出店が意外と安くて美味しかったりするらしい 
 
 
 
◼ 費用 予算案 
食費12000 
もろもろ10000 
回収11000+9000+8000=28000 
10788+8400+7910=27143 
差額23452はコンパ代に使う 
4-5万+飛行機代+前ラン、後ラン 
 
●収支会計 
・買い出し 
2/26　ビール代　4850 
2/28　買い出し　6791 
3/1　買い出し　3506 
3/1　買い出し　1343 
3/1　魔剤発送　2276 
3/2　買い出し　4850 
3/2　買い出し(自販機）　1000 
4850+6791+3506+1343+2276+4850+1000=24616 
 
・収入：29500×26=767000 
(11000(1日目)+10000(3日目)+1500(美ら海水族館)+7000(5日目)=29500) 
 
・支出：734480(宿代＋水族館入場料)+24616(上記)=759096 
 
767000-759096=7904　→　部費 
 
 
＜改訂＞ 
予定報告では、平和記念公園とビオスの丘を()つきで観光場所として挙げていましたが、時

間の関係上やはり行かないことにします。行きたかった方、申し訳ございません。 
 
<2/26> 
この日の夕食は各自でお願いします。 
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那覇市街、国際通りに出ればなんでもあります。 
 
駐輪場所に関しては担当が確認次第連絡します。 
→1年全体LINEを確認してください 
 
20時より入室できるようにしときます。 
21時に1Fロビー集合し、今後の予定など軽くブリーフィング 
 
沖縄国際ユースホステル 
http://www.oiyh.org/ 
沖縄県那覇市奥武山 51 
コインランドリーあり 
バスタオル、歯磨きセット、寝巻きなし(レンタル可能。有料。) 
※近くにファミリーマート奥武山店 
 
※各種有料アメニティ 
バスタオル(レンタル)　　100円 
ハンドタオル　　100円 
浴衣　　100円 
歯ブラシセット　　50円 
ひげそり　　50円 
洗剤　　50円 

<2/27> 
66km 566mup 

ルートラボ:  http://yahoo.jp/_IzyGR 
(strava: https://www.strava.com/routes/7201230 ) 
 
7:30　朝食 
9:00　集合 
9:30　出発 
26km地点　おきなわワールド　昼食　http://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/ 
入場料かかります 
集合写真ワンチャン 
13:00　再出発 
40km地点　ニライカナイ橋 
42km地点　斎場御獄 
19:00-ホテルにてBBQ!!! 
 
沖縄国際ユースホステル 
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http://www.oiyh.org/ 
沖縄県那覇市奥武山 51 
コインランドリーあり 
バスタオル、歯磨きセット、寝巻きなし 
※近くにファミリーマート奥武山店 

<2/28> 
79.4km 獲得標高891m 

ルートラボ: http://yahoo.jp/-hjjKP 
(strava: https://www.strava.com、/routes/7201244) 
 
7:30　朝食 
9:00　集合 
9:30　出発 
17km地点　美浜アメリカンビレッジ 
昼食？ 
35km地点　御菓子御殿　読谷本店 
35.5km地点　残波岬 
57km地点　万座毛 
60km地点　御菓子御殿　恩納店 
70km地点　ブセナ海中公園、グラスボート、海中展望塔 
74.5km地点　道の駅許田 
夕食（ホテルにはありません） 
 
ホテル山田荘 
http://www.yamadasou.com/ 
沖縄県名護市大東1-9-6 
コインランドリーあり 
バスタオル、歯磨きセット、寝巻きあり 
※近くにローソン名護大東一丁目店 

<3/1> 
64.1km 獲得標高865m 

ルートラボ: http://yahoo.jp/GXLrBx 
(strava: https://www.strava.com/routes/7201256 ) 
 
現時点で雨の可能性が高いので、ホテルに自転車を置いてバス等で美ら海水族館に行って、

一日中満喫？ 
 
7:00　朝食 
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8:30　集合 
9:00　出発 
16km地点　瀬底大橋、瀬底島 
22km地点　10:30　美ら海水族館　団体料金1480円 
集合写真ワンチャン 
昼食　美ら海水族館にて？ 
14:00 再出発? 
24km地点　エメラルドビーチ 
24km地点　備瀬のフクギ並木 
30km地点　赤墓ビーチ（ルートから少し外れる） 
40km地点-　古宇利大橋、古宇利島、ハートロック 
夕食（ホテルにはありません) 
 
当日は雨の予報なので雨の強さによってはバスで美ら海水族館に行き、時間をつぶすことも

考えたほうがいいかもしれません(最大7時間は遊べるらしい)。以下バス運行表のリンク。 
http://oki-park.jp/sp/kaiyohaku/acc/147 
ホテル山田荘 
http://www.yamadasou.com/ 
沖縄県名護市大東1-9-6 
コインランドリーあり 
バスタオル、歯磨きセット、寝巻きあり 
近くにローソン名護大東一丁目店 
  
  

<3/2> 
103.8km 獲得標高1204m 

ルートラボ: http://yahoo.jp/cUoQaQ 

(strava: https://www.strava.com/routes/7201274) 
 
神ロケーションホテルなのでさっさと漕いでホテルでゆっくりしましょう。 
温泉もあるよ！ 
 
7:00　朝食 
8:30　集合 
9:00　出発 
23km地点　道の駅ぎのざ 
昼食 
53km地点-　海中道路 
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56km地点　道の駅あやはし館 
17:30-22:00(21:30)　夕食 
浜比嘉島 
 
AJリゾートアイランド伊計島 
http://www.aj-hotels.com/ikei/ 
沖縄県うるま市与那城伊計１２８６ 
コインランドリーあり 
バスタオル、歯磨きセット、寝巻きあり 
売店あり 
※ローソン与那城海中道路前店が１番近いコンビニ 
 
<3/3> 
48.6km 獲得標高439m 

ルートラボ: http://yahoo.jp/yUj-E8 

(strava: https://www.strava.com/routes/7201283 ) 
 
※首里城での駐輪場未定 
駐輪場があるっちゃあるけど小さ過ぎて26台分入る気がしない。 
 
8:30　朝食 
10:00　集合 
10:30　出発 
20km地点　勝連城跡 
34km地点　中城城跡 
50km地点　14:00? 首里城 
集合写真撮影後流れ解散 
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大阪 
→ 

兵庫 

→ 

岡山 
← 広島 

→ 

しまなみ海道 

→ 
愛媛 

↓ 
フェリーに乗って… 

← 

大分 → 
福岡 

 

山田英佑/市川真奈子 
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1 日目 ２/１７ 新大阪駅～神戸三ノ宮 

この日は、新大阪駅を９：３０に出走しよう！！ということ 

で、私は始発で熊谷駅を出発、山田君は地元の大垣から出発。 

人生二回目の東海道新幹線に乗って車窓を眺めていたら、山 

田君が「メガネを忘れた…」とツイートしている！しかし彼 

は度付きのサングラスで旅を乗り切るというのでそのまま新 

大阪へ向かうことにした。 

 

 新大阪につくと、さっそく雨がパラパラと降っている…神

戸まで走り続けるか迷いながらだらだらと走っていると、た

こ焼き屋さんを発見！雨宿りがてら、立ち寄ってみることに

した。たこ焼きを片手に神戸の観光スポットを調べるけれど、

一向に雨のやむ気配がない…ということで、尼崎駅まで自転

車で走って、尼崎～三ノ宮間は電車輪行することにした。 

 

 三ノ宮駅についてからは、この日の宿の二宮旅館さんに 

自転車を預けて、歩いて神戸観光をした。異人館めぐり→ 

元町のカフェ→神戸タワー＆ハーバーランド→南京町中華 

街→神戸牛焼肉 という、かなり盛りだくさんの観光をし 

てしまった。 

 

 異人館街に向かうと、「斜度何パーセント！？？」と思うく

らい急な激坂が待っていた。心底、「雨でよかった…」と思っ 

た！全部の建物に入ると破産しそうだったので、中でも一番

立派そうだった風見鶏の館に入った。入口に、「ハッシュタグ

をつけてツイートするとポストカードをプレゼント」と書い

てあったので人生初のハッシュタグ付きツイートなるものを

してみた。 

 

 元町周辺は広い商店街があって、風月堂の本店や博物館、 

おしゃれなカフェがたくさん並んでいた。風月堂の博物館で 

はゴーフルをプレゼントしてくれたのでこの日の夜食とする 

ことにした。とりあえず私は、「神戸に行ったらおしゃれなカ 

フェに行ってスイーツを食べたい！！」と思っていたので山 

田君を巻き込んで可愛いケーキを売ってるカフェに行ってみ 

た。ケーキを 2 つ頼んだらチョコレートをサービスしてくれ 

♡
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て、とても幸せな気分になった。 

 

 次に向かったのは神戸駅周辺にある、ハーバーランド

エリア。閉館時間にぎりぎり間に合わなくて神戸ポート

タワーに登ることはできなかったけど、たくさんライト

アップされていてとてもきれいなところだった。 

 

 夜ご飯は神戸牛をいただこう！と決めていたので山田君 

お気に入りの神戸牛焼肉屋さんに行くことにした。焼き肉 

を食べるからおなかをすかせて行こうと思ったのに途中通 

った南京町の中華街でこらえきれず北京ダッククレープ 

（？）を買ってしまった。初めて食べたけどおいしかった。 

中華街グルメも満喫したしいよいよ神戸牛！と思ってお目 

当てのお店に着くと、なんと満員で入店できるのは 21：30 

以降という…仕方なく先に銭湯に行ってきてジャージに着替 

えて出直してきた。初日にもかかわらずけっこう奮発したの 

でかなりおいしい神戸牛をいただくことができて大満足な一 

日だった＾＾焼肉奉行の山田君にほとんど焼いてもらって私 

は食べ専になっていた ww 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 日目 ２/１８ 神戸三ノ宮～姫路 

 朝、三ノ宮を出発してさっそく姫路へと向かった。前日夜に

明日寄りたいところをリストアップしていたらついついお寺と

か神社ばかりになってしまったので、調べた中で一番立派そう

な須磨寺に寄ることにした。須磨寺付近で源平合戦（一の谷の

戦い）があったらしく、お寺の宝物館内には平敦盛が愛用して

いた笛などが展示されていた。実はこの平敦盛を討ち取ったの

は熊谷直実という私の地元が誇る武将で、このお寺にも二人の

像が飾られていてテンションが上がった＾＾一の谷の戦いのこ

のシーンは平家物語の最も美しい場面とも言われているのでも

し興味がある方はぜひ一度ググってみてくださいね～！この須

磨寺でいただいたご朱印をみた山田君に「力強くていいね～！」

と言われて（なんじゃその感想…笑）と思っていたらバリバリ

関西弁のおばちゃんに、「自転車でこんなとこ来ちゃうあんたら

のほうが力強いわ！！」とごもっともなツッコミをされて笑い

が止まらなかった。 
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 須磨寺を出発して次は明石海峡大橋を見に、舞子公園 

に向かった。公園であったおじちゃんにオススメの橋の 

撮影の仕方があるというので一緒に写真を撮ってもらっ 

た。世界最長の吊り橋というだけあって、快晴ではなか 

ったけどとても立派で綺麗だった。登ったりもできるそ 

うなので今度行ったら登ってみよう…対岸には淡路島が 

見えていて、「一周してみたいね～」などと、ガイジトー 

クをしていた。でも淡路島には初級から上級までさまざ 

まなサイクリングコースが用意されているそうなのであ 

ったかい時期に行ったら気持ちいいかも。 

 

 次に向かったのは明石。一時間駐輪無料の駐輪場を見つ

けて商店街で食べ歩きすることにした。知らなかったけど、

明石は穴子が有名らしくて穴子の串焼きを売っているお店

がたくさんあった。おいしそうでかつなるべく安い穴子を

求めて商店街を何往復もした。ようやくたどりついた 4 枚

1350円のお店で無事穴子を get ! タコ飯と明石焼きも食し

て明石名物を食べつくして明石を後にした。 

 

 パラついてる雨が弱まるのを待ってこの日の目的地、 

姫路に向かうことにした。私のスピード的に姫路城の中 

に入るのはムリ…な時間になってしまったのでのんびり 

サイクリングロードを使いながら向かうことにした。お 

城はいれなくてちょっと残念だったけど、途中、すっご 

く綺麗な虹を観測できて、ハッピーな気分になれたので 

よかった。姫路城に着くと、世界遺産なだけあって、想 

像以上に立派なお城でびっくりした。夕日をバックに撮 

った姫路城も、ライトアップされたまっ白な白鷺城も息 

をのむほどきれい。閉まりかけていたお土産屋さんに駆 

け込んでお城の形をした人形焼を滑り込みゲットした。 

 

 前日奮発しすぎたのでこの日はラーメンでも、ということ

で山田君の直感に選び抜かれたラーメン屋さん「甚八」に行

った。部活で次郎系ラーメンに連れて行かれるくらいしか経

験のない私はもちろん、山田君のラーメンランキングの３本

の指にランクインするほどおいしいラーメンだった。 
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 この日の宿に向かう前にわがままを言い、駅マニアの私 

は姫路駅に行って駅スタンプを押し、おみやげを購入して 

きた。姫路駅は立派！！（走り回ってビンディングシュー 

ズで滑って床に傷をつけてしまいました…ゴメンナサイ） 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 日目 ２/１９ 姫路～倉敷 

 3 日間で一番長い距離を走る日だったのでちょっと早めに出

発。200 円でつけてもらった朝食ビュッフェをおなかいっぱい食

べてスタート！（前日にポジションチェンジとビンディングの

クリート位置を調節してもらった私は少しパワーアップしまし

た。）距離が長めだったので赤穂浪士で有名な赤穂市はスルーし

て岡山県に向かう。途中のファミマで出会ったローディーのお

じちゃんと山田君はロードバイクのブランドの話で盛り上がっ

ていたけど私はよくわからずこの先に待ち受ける山に怯えてい

た。（のぼりの途中で休憩してたら後ろからこのおじちゃんが

悠々と私たちを抜かしていきましたとさ。）全日程を終えて振り

返るとたいしたことないんだけどこの時の私にはとってもキツ

イ峠越えが待っていた。無事山頂について県境に来たときには

嬉しすぎてツイートしてしまった笑。（山頂で新ポケモン 3 匹捕

まえました）無事岡山県に入ってお昼どころを探していると、

山田君の勘が一軒の中華料理屋さんをキャッチ。さっそく入店

してみると定食 780 円と安い！！しかもボリュームもあってす

ごくおいしかった。となりで真っ昼間からビールを飲んでるお

じちゃんとひとしきりほのぼのトークをして後楽園に向かった。 

 

 後楽園には閉園一時間前くらいに着いて閉園までのんびり 

観光した。園内にお茶屋さんがあったのでさっそく抹茶ソフ 

トときび団子をいただいた。日本庭園でいただく和菓子は最 

高だった。岡山城も見えた！！すみからすみまで後楽園を堪 

能したあと、またしても滑り込みで閉店間際のお土産屋さん 

に入り、後楽園っぽいお土産を購入した。 

 

  

48



後楽園を後にしてひたすら倉敷に向かう。政令指定都市なだ

けあって、路面電車が走っていたり、とっても道幅の広い道

があったりして、岡山市は立派だった。途中立ち寄ったコン

ビニから見えた夕日が絶景だった。そんなこんなで残り約

20km だったから私は景色を楽しみながらのんびりと倉敷の

宿に向かっているつもりだったけど、引いてくれている山田

君は交通量の多い国道×暗くなってきたという状況に神経を

ピリピリさせていたようで申し訳なかった…（汗。でもやっ

ぱり倉敷の夜景は息をのむ素晴らしさだった。着いたころに

はもうほとんどお店がやっていなくて商店街もしーんとして

いた。それでもライトアップされている倉敷美観地区は最高

のフォトスポット！倉敷でももちろん、駅スタンプをゲット

してきた＾＾倉敷駅は想像以上に立派で驚いた。 

 

 夜ご飯は倉敷らしいおしゃれなお店で食べたい！！という 

ことでイタリアンをいただいた。ピザが 1 枚 500 円だったか 

ら調子に乗って 6 種類くらい食べてしまった。おいしかった～ 

 

 夜ご飯を食べ終わってからも、まだ寝てしまうに

は早い時間だったので美観地区内を散歩した。（自称）

隧道（ずいどう）マニアの山田君が近くにあった鶴

形山の隧道探検をしたいというので夜中の山登りを

してみた。山頂にある阿智神社に、神様を怒らせな

いかちょっと心配しつつも潜入してみた。（ちゃんと

参拝しました b）神社から見る倉敷地区の眺めもとて

もよかった。 

 

 倉敷の夜景を堪能したところでこの日の宿、クオーレ倉敷でゆっくりお休み… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 日目 ２/２０ 倉敷～尾道 

 目覚めてみると、天気予報通り、雨…。でも、前日 

から「明日は倉敷を観光してから尾道に向かおう！！」 

と思ってたのでのんびり倉敷のお店を見て回ることにし 

た。宿泊していたクオーレ倉敷はとってもおしゃれなゲ 

ストハウスで、朝ごはんもとっても女子力高めだった＾＾ 

腹ごなしをして倉敷観光に出発！倉敷の名物は、帆布・デ 
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ニム生地・マスキングテープなどなど。（女子っぽさとかな 

さそうだけど山田君はマスキングテープをお土産に買って

いたよ！！）私はデニム生地を使ったかわいいクマグッズ

を売っているお店でポーチかポシェットを買おうと思って

いたけど、「これ倉敷製じゃないよ（笑）」とか誰かさんが

言うので買う気が失せてしまってしょんぼりしていた…。

食べ歩きとかしてみようかと思ったけどなかなか雨がやま

なくて外で濡れながらお昼ご飯を食べるのも悲しかったか

ら結局お昼もゲストハウスに戻ってカレーとパスタを食べ

た。 

 

 午前中いっぱい雨宿りをしつつ倉敷を遊びつくし、 

尾道へと向かう。雨がやむ気配がなかったし、途中の 

道もそれほど期待している観光地がなかったため、倉 

敷駅から尾道駅までは輪行していくことにした。 

 

 山陽本線に揺られること、一時間…尾道駅に到着！（途中

福山を通ったので福山城でも観光したいなーと思ったけどさ

すがに輪行状態の自転車を持ち運ぶのはきついのであきらめ

て尾道に直行した。）とりあえず輪行解除して宿に向かお

う！！…と思ったら山田君のタイヤがパンクしている…！！

「えぇー（汗）…！！」「RED BICYCLE さんに行こう＾＾」 

 

どうやら山田君は尾道のサイクルショップの店員さんと 

twitter で ff 内らしい。無事パンクを修理し、この日の宿、 

「尾道みなと館」に向かう。さすが自転車のまち、尾道！ 

ホテル内に自転車をかけるラックがあった。初めて見たの 

で感動した。部屋にキャリアバッグを置いて荷物を整理し 

、尾道の商店街を散歩。実は私、この日は実家に帰らなけ 

ればならなかったのだ…。一時間くらいお土産を買ったり 

夜ご飯を探して、終電に乗るために 18：30 くらいに尾道駅 

を出発する電車に乗った。電車に乗る前に広島らしく、もみ 

じまんじゅうを買って食べた。このまま帰って戻ってこない 

のではないかと心配した山田君が尾道駅まで見送りに来てく 

れた。ありがとう＾＾（もしこの時までに別府～湯布院の鬼 

ルートを経験してたら戻ってきてなかったかも…（笑）） 
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山陽本線に乗って福山駅に向かい、新幹線で東京、熊谷まで帰った…。 

 山田君は、明日しまなみ海道の裏ルートに行くそう。 

 私は明日、物理の後期試験の再試です＾＾♪ 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 日目 ２/２１  

尾道～今治～尾道（やまだ） 

さてボッチサイクリストになった私は荷物を宿に預けしまなみ海道の裏面に突入した。そ

れぞれの島の山を登りつつ今治へ向かっていったところ、水軍スカイラインなるルートを

発見、突入したのだが細かいアップダウンの連続で心が折れ、正規ルートに復帰。しまな

み海道の詳細レポートは 6 日目に詳しいので、割愛させていただく。この日は亀老山展望

台に一人で登った。その後、市川さんが戻ってくる時間に合わせて尾道へ戻った。 

亀老山展望台では仲良くなった人に写真を撮っていただいた。また来たときは登りたいと

思える景色であった。 

 

---------------------------------------------------------------- 

 （㊙尾道～熊谷） 

 13：00～14：30 の再試を[サイクルウェア×ビンディングシューズ]というカンペキな服

装で乗り切り、再び尾道へ。到着予定が 21：00 近くて、夜遅いと尾道には食べるところが

ほとんどないことが前日の経験からわかっていたので東京駅から駅弁を買って行って宿で

食べることに。姫路の穴子弁当・山形牛弁当・たこむす（おにぎりにたこ焼きが入ったや

つ）というよくわからない組み合わせの夜ご飯を食べた。 

 宿は前日と同じで「尾道みなと館」。この宿もとってもきれいで、シャンプーとリンスを

帰りに福山駅を通ったの

で福山城の写真を撮って

きた。右は福山名物ばら

寿司。薔薇と鯛が福山の

特産品らしい。 
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15 種類くらいから選んで好きなのを使えるというステキなサービスがあった。大浴場もと

ってもきれいでぐっすり眠れた＾＾ちなみにこの日の私の移動距離は、912km（笑）。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 日目 ２/２２ 尾道～道後温泉 

 いよいよ待ちに待った、しまなみ海道ラン！！ちょっ

と天気が心配だったけど、何とか雨も降らず朝を迎えら

れた。しまなみ海道はたくさんの島を橋が結んでできて

いて、尾道→向島→因島→生口島→大三島→伯方島→大

島→今治の順で訪れた。尾道から向島までは船に乗って

わたる。乗車料金は自転車も含めて 110 円と安い。地元

の学生も利用していた。向島に着いたらさっそくしまな

みコーススタート！サイクリスト用に道路にきちんとブ

ルーラインが引かれているので道に迷わず進める。因島

大橋を渡って因島に着くとさっそく「はっさく大福」の

お店に到着。朝ごはん食べてこなかったし、いっか～と

思ってはっさく大福に加えてイチゴ大福まで食べてしま

った…おばちゃんたちがもち米をついてつくってる大福

はとってもおいしかった！！しあわせ～☆ 

 次に向かったのは生口島。生口橋を渡って海沿いを 

走っていると見えてきたのがジェラート屋さん「ドル 

チェ」。朝からスイーツ食べすぎかな…とすこーし 

思いつつもやっぱり外せない！！「瀬戸田のレモン」 

と「瀬戸田の夏みかん」をいただいた。おいしい～！ 

！！お店の前にある白いベンチがフォトスポット 

らしいのでパチリ。 

 

 さてさてお次は多々羅大橋を渡ってしまなみ海道最大の

島、大三島へ。多々羅大橋は広島県と愛媛県の県境があっ

て、きちんとまたいできた。途中には鳴き竜現象を体験で

きるところがあって、山田君が体験してたよー！橋を降り

てすぐのところにある道の駅多々羅しまなみ公園の「サイ

クリストの聖地」で写真をパチリ。橋の上で出会った地元

のおじちゃんが、大三島の見どころスポットを紹介してく

れて、私がとっても行きたかった大山祇神社がいかに魅力

的かを語ってくれた。日本の神様のことはあまり詳しくな

いけどアマテラス大御神の兄神様が祀られているらしい。
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わくわくしながら大山祇神社へ。神社では名物のヘルメッ

トお守りをゲット。さっそくヘルメットに着けた。併設の

宝物館には義経や弁慶などの名だたる武将が使った太刀や

鎧兜が展示されていてかなり充実していた。もちろんちゃ

んとご朱印もいただいた。 

 

 次は大三島橋を渡って「伯方の塩」で有名な伯方島へ。 

さすがにそろそろおなかもすいてきたので「道の駅伯方 S 

・C パーク」に立ち寄ってしらす丼とカキフライ定食をいた 

だいた。食後に伯方の塩ソフトも。ホント食べてばっかだな 

（笑）。どれもこれもおいしいから仕方ない。 

 

 伯方・大島大橋を渡って最後の島、大島へ。このあたりで少

し雨が降り始めてしまったけど気にせずレインコートを着て続

行。19：00 閉店の今治のジャイアントストアにどうしても行き

たかったから頑張った。大島には特にお目当ての観光スポット

がなかったので最後の橋、来島海峡大橋を渡る。亀老山展望台

から見える来島海峡大橋は絶景らしいけれど雨なのと山を登り

きる自信がなかったのとで断念してしまった…次来たら絶対の

ぼる！！来島海峡大橋は三連の吊り橋で 4105m もある。しまな

み海道最後の橋で名残惜しくて途中何度も写真を撮りに止まっ

てしまった。ほんと綺麗な橋！！ 

 

 来島海峡大橋を渡りきるといよいよ四国地方に到達。 

今治駅前にあるジャイアントストアへ、しまなみ海道オ 

リジナルサイクルウェアを求めてペダルをこいだ。お目 

当ての商品を無事ゲットしたところでそろそろ夕ご飯を 

食べよう、となるも、今治駅周辺は健全すぎて全然営業 

しているお店がない…！！だいぶ暗くなってきたし雨も 

降っていたので輪行してとりあえず松山駅まで予讃線に乗 

ってだらだら向かった。3 両しかない超ローカル線で、1 

時間も揺られていたのでぐるなびで宿周辺のご飯どころ 

を検索…（疲れ切ったやまだくんは寝てらっしゃいました 

（笑））。松山駅で輪行解除して、道後温泉に向かう。この日 

の宿「ホテルルナパーク」へ。宿の露天風呂に雨に打たれな 

がら入った後で夜ご飯を求めて近くの商店街を歩いた。浴衣 

♡
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に草履というとっても風情のある恰好で歩く道後温泉は素敵 

だった。夜ご飯には「サバのバッテラ」を食べた。これがま 

たおいしい…！コンビニで一六タルトを買って夜食にしよう 

と思って宿に帰ったけど、眠すぎて朝気づいたら布団の上で 

倒れていた（笑）。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 日目 ２/２３ 道後温泉～湯布院 

 前日に寝落ちしてしまったので出発が遅くなってしまった

…。でも、フェリーに乗る八幡浜の駅まで輪行して行こう！

ということになって午前中は道後温泉街を観光することに。

まずは有名な道後温泉本館で神の湯に入浴。温泉自体はそれ

ほど大きくないけど内装がとても立派だった。一六タルトの

お店に寄ったり電車の中で食べるお昼ご飯を買ったりしなが

ら松山駅に向かう。途中松山城も見てきた。松山駅から八幡

浜駅まではアンパンマンの絵が描かれた特急列車に乗った。

駅からフェリー乗り場までは 2 キロくらいで歩こうと思えば

歩けたけど、私はどうしても輪行して歩くのがイヤだったの

でわがままを言って輪行解除させてもらった。ゴメンナサイ

…。フェリー乗り場にはけっこうギリギリに着いて慌ただし

く輪行してフェリーに自転車の積み込みをした。 

 

 フェリー内はとってもきれいで窓から見える景色も絶景 

だった。風がかなり強くて飛ばされそうなくらいだったけ 

れど外にも出てみた。これから向かう湯布院の観光スポッ 

トを調べたり音楽を聴いたりしていると別府の港に到着。「 

ここからかなりきつい峠が待っている」と言われていたの 

でビクビクしながら輪行解除。別府の市街に出るといきな 

り上り坂が登場。しかも終点が見えない…！途中のコンビ 

ニで焼き芋を食べたりして休憩をしながら進んでいくとい 

よいよ今回の旅の最大の敵、由布岳に突入した。というか 

いつの間にか突入してしまっていた。ほんとどんなにのぼ 

ってものぼってもずーっと登り坂で、「そろそろ降りて押そ 

うかな…」という自分の中の悪の自分が何度もささやいて 

きたけど山田君の「宿に着けばおいしい焼き鳥が待ってる 

から！！」っていうちょっとずれた応援に支えられて何と 

か約 800 メートル登りきった…あまりにもきつくて由布岳 
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サイアク！！って思ったけど下りで見える湯布院の夜景は 

言葉にならないほどきれいで疲れが吹っ飛んだ。 

 

 この日の宿は「田舎村いなか荘」。宿に着くとおばちゃん

が歓待してくれた。炭火で焼く地鶏と豊後牛はおいしすぎ

た！二人ともあまりにがつがつ食べていたからか、宿のお

ばちゃんがお肉をもう一杯サービスしてくれた…！おなか

いっぱい食べて、次は名物、温泉♪…と思ったら、宿周辺

の温泉が止まってしまっている！？？らしく、タクシーに

乗ってふもとの温泉に入りに行った。地元の人たちが入り

に来るほど良い温泉らしくてとても気持ち良かった。（山田

君が歌っているのが聞こえてきた…笑）ライトアップされ

た湯布院を少し散策した後宿に戻る。おばちゃんが気を利

かせて荷物を置くように１つ余分に部屋を貸してくれたの

でそこで洗濯したり片づけをしたりしてたらまたしても寝

落ちてしまった…おかしいな、夜型人間のはずなのに。で

もこの日はかろうじて 3：00 くらいに目覚めたのでそのあ

と布団でちょっとねられたからよかった。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 日目 ２/２４ 湯布院～中津 

 宿のおばちゃんがとっても親切で朝ごはんを 6：00 

にしてほしいという無茶な要望を聞き入れてくれたの 

で朝ごはんを食べてさっそく出発。「湯布院観光の証が 

ほしい！！」ということで宿のおばちゃんが教えてく 

れた金鱗湖とお土産屋さん街めぐりをした。金鱗湖に 

は外国人のお客さんの団体がいて混んでいたけど頑張 

って自転車を持ち込んで写真を撮ってきた。お土産屋 

さん街にはたくさんお店が並んでいたけど何を買った 

らいいのかわからないし山田君曰く「湯布院に名物は 

ない」そうなのでスルーしてこの日のメイン、国東半 

島に向かった。 

 

 国東半島に行くには前日ほどではないけどアップダウン

があって、由布岳クライムによる筋肉痛が残っていた私は

ヒーヒー言いながら山田君について行った笑。そんなこん

なでなんとか山道を抜け、国道 10 号線に出た。噂によると
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大分空港を越えたあたりにサイクリングロードがあったみ

たいだけどどこにあるのかイマイチわからないしちょっと

進んで迷い込んだ「ミニサイクリングロード」を名乗る道

は自転車乗りをいじめたいのかと思うような砂利道だった

のでそのまま大通りを進み続けることにした。右側には青

い海、左側には田んぼや畑、というザ・自然のとってもき

れいな景色に囲まれて晴天のなか走り抜ける気分は最高だ

った。おなかの空き具合が MAX に達しかけたので見えてき

た「道の駅くにさき」でお昼。「国東半島に行ったら太刀魚

を食べよう！！」となぜか出発前から言っていたのできち

んといただいてきた。あと大好きなタコも有名らしく、大

興奮！国東半島の新鮮な魚介を食べつくして再出発。しば

らくは景色を楽しみながら黙々と走った。この日は今回の

旅の中で 1 番天気が良くて海がキラキラしていた。次にた

どり着いたのはかわいいタコのオブジェが迎えてくれる

「道の駅くにみ」。甘いものが食べたかったけど海鮮関係の

ものばかり売ってたのでエビチップスを買ってポリポリし

た。 

 

 １周１００キロ近くある国東半島もそろそろ終わり 

…という頃に、太陽が西に沈んできた。きれいだなーと 

思いながら走っているとなんと、「日本の夕日１００選 

」の看板が！！真玉海岸という夕日スポットらしい。ま 

ったく計画せずに来たので超ラッキー。わざわざ車を停 

めて見に来る観光客がいるくらいの絶景スポットでしば 

らく見とれていた。 

 

 夕日に満足して国東半島ランを終えると都会の街並みに

なってきて中津市に突入。中津市街をしばらく走ってこの

日の宿「竹内旅館」に到着。宿に着いたのが 20：00 くらい

だったのだが、宿の向かいにあった 21：30 閉店の「youme

タウン」というスーパーがとっても気になったので夜ご飯

を 20 分くらいでたいらげて、滑り込んだ。中津っぽいお菓

子を買いこんで夜食に食べた。スーパーって、お土産とか

地元のものをたくさん売っていてほんと楽しい。 
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 最終日の明日もなかなかに登りがキツイ宣告をされていたのでよく休んでおくことにし

た。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 日目 ２/２５ 中津～博多 

 いよいよ長距離を移動するのは最終日。とはいっても 

少しは余裕がありそうなのでせっかく中津市を訪ねたか 

らには観光をしてから博多に向かおう、ということで 1 

万円札で有名な福沢諭吉の生家と中津城を観光すること 

にした。 

 

 最初に向かったのは福沢諭吉の生家。展示館も併設されてい

てかなり見ごたえがあった。ちょうどひな祭りに合わせた飾り

付けがされていたりお茶会をしていたりで華やかだった。 

 

 次に向かったのは中津城。黒田官兵衛が築城したことで 

有名らしい。西南戦争の時に全焼してしまったので再建で 

はあるけれど最上階まで中に入って登ることができた。中 

津の街並みを一望してきた。 

 

 中津の街をあとにして福岡県に向かった。本当は中程度の

山を 3 個くらい越えて行くはずだったのだが、私が足を痛め

て「山はきつい！！」となってしまったので急きょルート変

更していただいた…（すみませんでした…）。福岡県の行橋市

を通ってそのまま西に進む。途中何度か山が登場して、その

たびにトンネルを行くか山道を回るかバトりながら（笑）太

宰府まで向かった。（もちろん私はトンネル派…山には行きた

くなかったんだよー）直感に任せたけど結構いい道を選んだ

らしく私でもそれほど苦労せずに上りきれる山だけを通って

太宰府駅に到着。 

 

 太宰府名物の「梅が枝餅」を買って太宰府天満宮に向か 

った。このお餅、焼き立てのアッツアツでとってもおいし 

い…！太宰府天満宮に入って境内を散策。学問の神様が祀 

られているのでせっかくだから学業のことをお願いしてき 

た。「再試パスしていますように。2 年生では余裕をもって 

単位をとれますように…」参拝を無事済ませた後、お守り 
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とご朱印をいただいた。大収穫＾＾ちょうど梅の花も咲き 

始めてとってもきれいな太宰府天満宮だった。おいしすぎ 

たので帰りにもう 1 つずつ梅が枝餅を買って太宰府駅で駅 

スタンプを押して前ランの終着点、博多に向かった。 

 

 距離自体は 20キロもなかったけれど博多はかなりの大都

市で道がものすごく広いし交通量も尋常じゃなく多いので

のんびりゆっくり走ることにした。今回学んだのは、「博多

はこわい（いろんな意味で）」ということ。すごくにぎやか

な街だった…！せっかく博多に来たから中洲の屋台で夜ご

飯を食べたい＾＾と思って行ってみたけどあまり治安がよ

ろしくなかったのでおとなしく駅周辺に戻って明るい屋台

に入った。ラーメンと餃子、やっぱりおいしい！！ 

 

 …とここまでは良いんだけどこの時点で自宅に帰ることは 

不可能。でも宿は取ってない。ということで人生初のネット 

カフェへ。意外と居心地が良くて驚いた。明日はもう帰るん 

だなーとか思いながら思い出に浸って 4：30 まで徹夜した。Zzz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 日目 ２/２６ 博多～那覇 （博多～熊谷） 

 山田君は本ランの沖縄、那覇空港へ向かうべく博多空港

へ。私は始発の山陽新幹線にのるべく博多駅へ。早朝 4：

30 に走る博多の町は前日夜とは全く違って人が全然いな

くて快適だった。新幹線では車窓を眺めながら帰るつも

りだったのにさすがに徹夜してしまったので爆睡… 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 今回 8日間自転車でほぼすべて移動する、という今までの私では考えられないようなす

ごい旅をしたけれど、走るたびにいろんな景色や名所、地元の人たちに巡り合えて新しい

発見があって楽しいことの連続だった。ほんとは白崎君と 3人で行く予定だったけど白崎

君は免許取得で一緒に行けなくなってしまい（残念…）出発前に NCの色んな友達に「えっ？

山田君と行くの！？（絶対ついていけないって！）大丈夫？？笑」と心配されたけどかな

りペースを合わせてくださり（笑）無事に完走することができた。山登ってるときとかす

ごくつらかったけど今回の旅を通してだいぶ強くなれた気がする！皆さん今度一緒に由布

岳登りましょう＾＾今回の旅はルート引きとかナビとかほとんどのことを山田君に任せき

りにして私は後ろからついていくだけになっちゃったけど一人では絶対できないとっても
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楽しい旅をさせてもらった。8日間、本当にありがとう！もっと山に強くなりますね… 

-------------------------------------------------------------------------------- 

今回の旅ではご朱印と駅スタンプをたくさんゲットしたのでちょっと紹介します♪ 

①ご朱印 

 
←神戸の異人館街にあった 

 北野天満宮のご朱印。 

 風見鶏の館がすぐそばに

あって、神戸港も見渡すこ

とができる。 

神戸市の中心から少し→ 

西に行ったところにあ 

る須磨寺。源平合戦に 

まつわる展示品が多か 

った。力強い（笑）。 

←しまなみ海道上の島、大三

島にある大山祇神社。有名

武将の太刀や鎧兜などが

展示されていて見ごたえ

があった。自転車乗り向け

のヘルメットお守りもあ

った。もちろん購入！ 

福岡県の有名な神社、太宰→ 

府天満宮。ちょうど梅の花 

がきれいに咲いていた。 
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大山祇神社では、ご朱印帳を入れる袋も

ゲットした。兜がデザインされていてか

っこいい…！！これでまた自転車旅に持

ち歩くことができる＾＾ 

②スタンプ 

ご精読ありがとうございました！！ 

                   終 
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沖縄合宿前ラン＠奄美大島 
～自転車にあまり乗れなかったけど奄美を満喫したお話～ 文責：森田 

 

概要 
沖縄合宿前ラン（前ランとは、サークル公式行事の前に、希望者を募って行くおまけの旅行です。）の計画を練りはじめていたころ、バニラエアが

提供するセール「わくわくバニラ」を利用すると成田―奄美間を 2880円で移動できるという情報が。これは乗るしかない？！調べたところ 23日

出発の便が残っているそう。というわけで 23 から 26日の４日間にわたる前ランが企画されました。（2880円のワナについては後述……）結

論から言えば雨のために自転車にあまり乗れなかったので、自転車旅行の楽しさをお伝えするには不十分な記事になってしまいました。でも NC に

はこんなゆるーい旅を一緒に楽しめるメンバーもいるんだよってことで、４日間の旅の記録をお伝えします。 

参加者 
（すべて１年）中村・木村・高城・森田・永岩・三輪・高橋遼太郎 以上７名 

 

 

反省点:バニラエアは安くない 

成田空港にぞくぞくと集まるメンバーたち。

13:25出発の飛行機だったからみんな余

裕をもって到着したよう。しかしチェックインカ

ウンターを済ませたメンバーたちの様子がおか

しい。不審に思いながらもチェックイン手続き

を始める私。 

カウンターのお姉さん「自転車ですね～。」 

私「はい。」 

お姉さん「長さはかりますね～。・・・・・・三辺

の合計が 208cmなので、定形外ですね

～。」 

私「んん？」 

お姉さん「定形外料金 2000円と、前もっ

て申請されていなかったのでカウンター手数

料 2000円もいただきますね～。」 

私「定形外ですか？？自転車は？」 

お姉さん「はい～。三辺の合計が 203cm

以上だと定形外です～。（薄笑い）」 

というわけで 

(運賃)2880円 

(旅客サービス施設使用料)380円 

(支払手数料)600円 

(手荷物料金)2000円 

(定形外料金)2000円 

(カウンター手数料)2000円 

合計 9860円 

2880円とは大嘘でした。 

（補足）定形外か否かはカウンターのお姉

さんの裁量によって決まるらしい。私は 5cm

オーバーで 4000円追加料金払うことにな

りましたが、高城＆永岩は定形内に収まっ

たらしい。中村・木村も 4000円取られ、

高橋は 6000円取られたとかいう噂…… 

（補足２）飛行機輪行自体は問題なく

終わりました。 

反省点：天気 

わくわくしながら降り立った奄美大島は今に

も降りだしそうな曇天。空港に掲げてあった

「いもーれ奄美へ！」の看板だけが虚しく明

るかった。（上図参照）16:15奄美大島

着だったので、海沿いを走りながらサンセット

を楽しもうと思っていたが、なんかそんなテン

ションじゃなく、すでに現地入りしていた三輪

と合流した後、一行は宿へ直行することに。

でもやはり初めて訪れる土地を自転車で走

るのは楽しい！車も少ないし、道はきれいに

舗装されているし、山と海に囲まれた道は眺

めもよく気持ちよく走れた。植生も本州とちょ

っと違って面白い。そんな旅先の空気を肌で

感じられる自転車旅は最高です。あとは天

k… 

宿は最高 

http://www5.synapse.ne.jp/tida-

yui/ 

民宿「結の家」で一晩お世話になりました。

宿の方も気さくな方で、最寄りのコンビニまで

車を出してくださったり、どーんと缶ビールをふ

るまってくださったり、たんかん（※奄美沖縄

名産のミカン）をひたすら切ってくださったり。

部屋も広くてきれいでした。三輪のピアノリサ

イタル楽しかった。 
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【１日目まとめ】 

 

東海岸のピストンをショートカットしたので実

質走行距離は 15kmほど。 

 

トンネル三昧 

宿から徒歩５分ほどのところにビーチがあった

ので６時過ぎに起きて、日の出を見に行くこ

とに。（NCは日の出を見に行きがち）でも

やはり朝日は雲のせいで拝めず……岩場で

遊んで撤退。 

 

予報がくもりのち雨だったので、宿で朝ご飯

をいただき、早めに出発。途中、奄美大島

名物「鶏飯」を食べたりしながら 40km ほど

走ります。国道 58号線を走りましたが、と

にかくトンネルが多かった。幸い軽車両通行

禁止のトンネルはありませんでしたが、車道

外側線と歩道の間がせまく、歩道もブロック

で一段高く作られたもので、横を車が通るた

びにひやひや……歩道を走ったりもしました

が、歩道は歩道で障害物や落下物も多くて

危ない。結局車道を走りました。反省として

は、安全のためライトだけでなく反射板も必

要だったかな、と。あとルート上にトンネルが

ある時は自転車が通行可能か予め確認し

ておくべきでした。 

 

（でもトンネルを抜けた先に突然広がるマン

グローブは神秘的。思わず自転車を止めて

しまう。三太郎トンネルの先にて） 

マングローブでカヌー 

本日のメインイベントは「黒潮の森マングロー

ブパーク」でのカヌー体験。もはや自転車関

係ないじゃん、という突っ込みはなしで。

2000円で一時間ほどマングローブの中をカ

ヌーしました。小雨のマングローブは鬱蒼とし

た感じで雰囲気があってとても素敵でした。 

 

雨の中のランは辛い 

カヌーを楽しんでいるうちにいよいよ本降りに。

レインコートを着込み、宿までの作業ランが

始まりました。やはりトンネルが続く国道 58

号を奄美第二の都市、古仁屋を目指して

南下。雨の中を走っていると、屋根があるト

ンネルが嬉しくなってきます。途中最長４

km のトンネル（網野子トンネル）も通過

しましたが、このトンネル、下り基調でしかも

車がほとんどいなかったので実はとても爽快

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

素泊まりのワナ 

http://www4.synapse.ne.jp/show

asou/ 

島情緒溢れる安宿「昭和荘」 

そして満身創痍で宿に到達したわけですが、

そこは予算を削るために選んだ一泊 1500

円安宿。もちろん食事もないし、入浴もシャ

ワーがひとつだけ！一人旅や少人数なら無

理がきくでしょうが、７人の旅行ではもうちょ

っと設備の整った宿を予約すれば良かったな

……と反省。結局この日は雨の中再び繰り

出して近くの銭湯に行き、ジョイフルで晩御

飯を食べました。 

 

（翌日の朝食の図。結局楽しかったね。） 
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【2日目まとめ】 

 

宿に着いた後海岸を観光するつもりだったけ

ど、行けなかったので実質 62kmほど。 

 

予定って変わりやすいよね 

このランのルートを引いたのは私なのですが、

とりあえずルートラボでスタートとゴール結べば

いいのかなー、山登りたいなー、ぐらいの認

識しかないままに私が作っていた当初の３

日目の予定のルートがこちらです。 

 

獲得標高 2415m…… 

非現実的なルートだったので却下され、しか

も天気もあいにくの雨が予想されたので、な

んとこの日は古仁屋から名瀬までフェリーで

の全輪行が決定。 

古仁屋 15:30出航だったのでそれまで、

奄美大島の隣に位置する加計呂麻島に渡

って観光したり、古仁屋のビーチで遊んだり

……。史上稀に見るなかよしたいむでした。 

フェリーと宿と。 

無事にフェリーに乗船して、2時間半ほど。

船酔いした木村君は辛そうでしたが、ゆるゆ

るとおしゃべりをしているうちにあっという間に

名瀬に到着。この日も素泊まりだったので、

晩御飯を食べようと店を回りましたが、土曜

の夜とだけあってかどこも満席……素泊まり

の時は風呂と夕食の場所は要チェックです

ね。割り切ってコンビニ飯にしてもよかったで

す。なんとか定食を食べた後、宿向。 

http://www2.synapse.ne.jp/ryouf

uu/ 

ゲストハウス「涼風」 

ゲストハウスの最大の特徴は他のお客さんと

の距離が近いことですよね。相手がどんな方

かによって居心地がまるきり違います。で、こ

の宿に足を踏み入れた時、ウェイっぽい男子

大学生が 15人くらい酒盛りしていて、おわ

ったと思いました。（泊まる階が違ったので

無事共存できました。あと中村曰く「いいウェ

イ」だったそうです。いいウェイって何……） 

この晩は遅くまでおしゃべりしましたね……。

○○の○○な話とか。いけませんね……。 

 

（中村に迫る永岩の図） 

【3日目まとめ】 

 

前述のとおり、全フェリー輪行を決行したの

で、走行距離は細々とした移動を合わせて

たぶん４km ぐらい。驚きの予定変更。晴

れていたら、海岸沿いを走る当初のルートも

楽しかっただろうになあ。 

 

この日は朝 5:50名瀬港発のフェリーで、

沖縄の那覇港に向かいました。那覇

19:00着なので、ほぼ丸 1日フェリーにい

たことになりますが、楽しくて一瞬でした。 

 

（カメラ目線永岩） 

那覇に着いた後、のんびり晩御飯を食べて

集合のホテルに向かいました。集合時間が

遅く変更されたのは私たち７人が間に合い

そうになかったからです。たぶん。ごめんなさい

～。 

 

総括 
・自転車旅行は天気が何よりも重要 

・漕げなかったけど楽しかった 

・自転車に乗らなくても NCは楽しい 

・牽いてくれたり、フェリーの時間調べてくれた

り、ご飯の店探してくれたり、みんなありがと

う！ 

・晴れの奄美、いつかリベンジしようね！ 
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沖縄合宿後ラン@沖縄本島～与那国島～石垣島 

NC2年 白崎大輔 

 

沖縄合宿本ラン後、飛行機が取れなかったため+丸一日沖縄本島にそのまま滞在

し、その後与那国島を日帰りで訪問し、最後に石垣島に 3泊 4日しました。 

わかりづらいと思うので、カレンダーにすると、下のような感じです。 

3 本ラン終了/那覇泊 

4 沖縄本島観光/那覇泊 

5 与那国島観光/石垣泊 

6 石垣島観光/石垣泊 

7 石垣島観光/石垣泊 

8 石垣→羽田 

 

 本ラン・後ランの様子をいつも通りソニーのアクションカム HDR-AS200Vで撮

影してきました。この記事をご覧の段階で全ての動画がアップロードされているかはわか

りませんが、段々とアップロードしていく予定なので、ご期待下さい！ 

 また、冬合宿や夏合宿等の他のなかよしさいくるの行事や、個人ランの様子も同

チャンネルにアップロードしていますので、合わせて御覧ください。 

 

沖縄合宿再生リスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBW5hBazVbrM3SbKarAOUU2on45PwW6Qe 

↓↓↓↓↓↓↓ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

準 NC公式チャンネル 

https://www.youtube.com/channel/UCVcyG2cVquJUhLoDEE7Zewg 
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春合宿報告 
1 年 木村 高城 

 

【日時】3月 18 - 19 日 

【場所】那須、塩原、日光 

【参加者】(敬称略) 

1 年 木村 白崎 高城 高橋 永岩 中村 三輪 森田 

2 年 井澤 佐々木 寺田 中田 林 別所 三好 横谷 

3 年 内海 大川 

 

■3月 18日 

・ルート 53.4km 獲得標高 上り 961m 下り 748m 

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

 

 10:00に黒田原駅集合…の予定でしたが、前ランをしていた担当一行は宿から向かう

途中、集合場所の 500mほど手前で落車事故があり 30分ほど遅刻となりました。(担当

は先に集合場所へ向かったためぎりぎり間に合いました。) 

 その後班編成の変

更や合宿用 LINEグ

ループの作成などを

行い 11:00頃に出

走。最初の目的地は

黒田原駅から 14km

ほどのところにある

南ヶ丘牧場。ペンシ

ョンが立ち並ぶ並木

道を走り向かいま

す。快晴なこともあ

り那須岳などの山々

が奇麗に見えました

が、ずっと上りなので景色を楽しむ余裕もあまり無く牧場へ到着。三連休ということも

あってかなかなかの賑わいでした。ソフトクリームが有名だったらしいのですが、風が

冷たく寒かったので今回は見送りとなりました。 
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引き続き有名企業の山荘が立ち並ぶ中

高原を走ります。向かい風がとても冷た

く涙を流しながら坂を下り乙女の滝へ到

着。ルート上に観光地があまり無く、苦

肉の策で選定した場所だったためあまり

期待はしていませんでしたがそれなりに

迫力のある滝でした。そして三輪君は次

の旅行があるとのことでここで離脱。過

密スケジュールにもかかわらず参加する

ところに駒代としての気概を感じます。 

ここから高原をしばらく下り、宿がある塩原温泉へ続く 400号線へ。緩やかな下り坂

が続き、舗装さえ良ければ気持ちよく走れそうな道でした。400号線へ入ってすぐ、初

日最後の目的地、もみじ谷大吊橋に到着。無補剛桁歩道吊橋としては本州最大級の長さ

を誇るそうです。しかし閉業が 16:00と想定より早く 15:58に到着した担当の班は渡る

ことができませんでした。(15:55頃に到着した班は時間が少ないからと特別に無料で渡

らせてもらえたそうです。) 仕方なく併設されていた森林の駅で少し休憩し宿へ。 

宿には 17:00頃に到着。川沿いに建ち眺めも抜群で非常に良い宿でした。上り下りが

多く思ったよりも疲れた一日でしたが、反省会後のコンパではいつも通り疲れを忘れ盛

り上がりました。 

 

■3月 19日 

・ルート 62.0km 獲得標高 上り 853m 下り 847m 

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

 

 宿の前で集合写真を撮り 9:30に

各班出走。近くのコンビニで補給

を購入し、400号線、121号線を日

光方面へ走ります。この日は最初

に 5kmほど上ってからはひたすら

下り。事前の情報通り交通量も非

常に少なく、道沿いを流れる川に

は雪が積もりとても奇麗でした。 

 五十里湖の周辺で各班昼食タイ

ム。担当の班は旧道沿いにあった

お蕎麦屋さんに入りました。湖岸に建ったお店で景色も良好、いろりがあったりと風情

のあるお店でした。もちろん味も良かったです。 
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 その後もどんどん下り竜王峡へ。竜王峡と言っても範囲が広いので今回は一番景色が

奇麗と噂の虹見橋付近へ。橋からの眺めは非常に良かったです。また、橋のすぐ近くに

神社があり寄ってみたところ、なんと立て看板に『お願い事は言葉に出して参拝してく

ださい』との驚きの注意書きが！(本当なのかはさておき)2年生が「喪中だから…」と

参拝できないことを悔やむ中、執行代は全員願い事を大声で叫んで参拝。東大生らしい

ものや慈愛に満ちた願い事から、掲載 NG が出そうな際どい願い事までありました。 

(左が竜王峡、右が鬼怒川温泉。違いは建物の有無ぐらいですね。) 

 

そして川沿いをさらに下り最後の目的地、鬼怒川温泉へ。くろがね橋からの景色はま

さに鬼怒川温泉と言われて誰もが想像するイメージそのものでした。各位近くのお店で

温泉まんじゅうを食べたり、橋のすぐ横にあった足湯、手湯に浸かったりと自由に過ご

しました。また、当初の予定では東武日光駅前で流れ解散でしたが、今市から東京方面

へ自走したいという意見や、今回のルートで一番標高が低い今市手前の大桑駅から電車

に乗りたいという意見が出たため、時間も想定より過ぎていたこともあり実質的に鬼怒

川温泉で解散となりました。少し締まりの悪い解散となってしまったことが反省点でし

た。 
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■反省点 

・ブレーキ閉め忘れなどの出発前の確認不足 

・細く交通量多めの道では班をさらに分割して走るという対応も必要 

・後ろを振り返るときに右側に膨らみがち 

・障害物などの手信号は早めに(遅いと最後尾まで伝わる前に障害物を通過してしまう) 

・減速の合図はブレーキをかけ始める前に(合図してから原則) 

・下りなどは車間をしっかりとったりと各自で適切な判断を 

・膨らみがちな時は特に最後尾は後続の掛け声を 

・路肩の舗装があまりに酷いときはあえて右寄りを走り車をブロックすることも大事 

・観光場所の営業時間や料金は事前に確認を 

・事前に合宿 LINEグループを作成すべき 

・前ランでのトラブルには気を付ける 

 

■おわりに 

 沖縄合宿直後ということで 1年生の参加率は低めでしたが、多くの上級生に参加して

頂き本当にありがとうございました。舗装の悪い区間が多く反省点もそれ関連が多いこ

とが残念でしたが、多くの人に景色の奇麗なルートだったと言っていただきとてもうれ

しく思います。ありがとうございました！ 
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～会長連載 新歓特別号編～

とりあえず、自転車を始めてみよう
新 3年 小森

みなさん、ご入学おめでとうございます！この会報を読んでくれていて、しかもこの記事にまで

目を通してくれている人ならきっと少しは自転車に興味があるのだろうと思います。それを仮定

したうえで、東大唯一の自転車”サークル”であるなかよしさいくるの会長の僕（最近は全然活動

に参加できていないのは秘密）が、みなさんにもっと自転車に興味を持ってもらえるよう、自転

車のイイトコロをプレゼンしてみたいと思います！そんな長くないので、ぜひ最後まで目を通し

てみてね！

イイトコロ①：かっこいい！
まあ、まずはこれでしょう。なかよしさいくるのメンバーが乗っている自転車は、大部分が

「ロードバイク」と呼ばれる種類のものです。ロードバイクの写真はきっとほかの記事でもたく

さん見ているかと思いますが、だいたい下のような感じ。

かっこいいですよね。こんな感じの自転車に乗って走っている自分の姿を想像してみると、なん

だかテンションが上がってきませんか？

イイトコロ②：速い！
普通のママチャリだと出せてせいぜい時速 20kmが限界でしょう。でも、ロードバイクに乗ってみ

ると、その漕ぎ出しの軽さやスピード感はママチャリとは比べ物にならないことが分かると思い
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ます。平地なら加速すると時速 40kmくらいなら簡単に出ますし、人によっては 50kmくらい出せ

る人もいます。もしかすると、このスピード感に魅了されてロードバイクにハマる人がほとんど

なのかもしれません。

ちなみに、速いと聞いてもそんなに魅力に感じない人もいるかもしれません。だって、速いとむ

しろ事故のリスクも上がりそうだし、怖いですもんね。でも大丈夫！なかよしさいくるの安全意

識は日本一と言っても過言ではありません。新入生に対しては、走る前に必ず走行上の基本ルー

ルを教えるようにしている上、毎月開催される定例会と年に二回の安全会議で構成員の安全意識

を高める取り組みも行っています。個人的な見解ですが、この安全意識の高さは本当に日本一と

言ってもいいと思っています。ですから、怖がらなくて大丈夫です！

イイトコロ③：旅路と、たどり着いた先に見える景色

なかよしさいくるの活動内容は、「自転車に乗って小旅行」という１フレーズにまとめら

れると思います。毎月開催される定期サイクリングでは、都内を出て神奈川、山梨、埼玉、

群馬、栃木、千葉、茨城などの、ちょっと静かな場所に向かいます。ふだんは駒場や本郷

というビルに囲まれた場所で過ごしている分、自然の中でサイクリングするのは非常にい

い気分転換になると思います。定期サイクリングでは関東近郊にしか行けませんが、長期

休暇中などの合宿では、もっと遠くまで行って走ります。沖縄から北海道まで、行先はさ

まざまです。旅好きの人にはたまらない活動内容です！

上に貼った画像は乗鞍岳という山の写真ですが、ここはサイクリストならだれでも知って

いる絶景スポットです。どうでしょう、こんな景色、生で見てみたくありませんか？こん
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な絶景を見に行くことができるというのも自転車の魅力です。ただ景色を見たいなら車で

行けばいいのかもしれませんが、自分たちの足で、時間と体力を使ってたどり着いた先で

見る景色は、本当に感動ものです。山に限らず、草原、湖、川、海など、他にも日本中の

きれいな景色を見に行けます。ぜひ、私たちと一緒に旅に出ましょう！

「旅が好き」「自然が好き」「きれいな景色が好き」のうち、どれか一つに当てはまるな

ら、きっとこのサークルの活動を楽しめるはずです！

…さて、スペースを使いすぎても申し訳ないので、こんな感じでまとめてみようかと思い

ます。ここではたった 3点しか紹介できませんでしたが、自転車にいざ乗ってみれば、自

身で気づける他のイイトコロも必ずあるはず。みなさんもぜひ新歓にきて一度自転車に

乗ってみてくださいね！お待ちしています！
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駒代連載 2回目 

新 2年 三輪 

みなさんこんにちは。駒代の三輪です。駒代は毎回、何かしら連載をすることになっていま

す。楽しみにしてくれてる人がいるかはわかりませんが（笑）、今回も書いていきたいと思

います。 

今回は、先月の会報でも書いた、他サークルの先輩といった伊豆旅の続きについて書きたい

と思います。 

 

前回の会報では、黄金崎に宿をとったところまで書いたと思います。黄金崎は、伊豆半島の

西海岸の、ちょうど真ん中くらいのところです。ここから伊豆半島の付け根にある沼津まで

70 ㎞の旅になります。今日も、ひたすらアップダウンが続くかなり過酷なコースになって

しまいました。 

 

さて、前日の夜は 2人で貸し切りの宿だったわけですが、あまりの疲れに 2人とも 11時前

には就寝してしまい、起きたら 8時。久しぶりに良く寝てしまいました笑。 

 

朝食をしっかりととった後は、宿の主人の気遣い

に感謝しつつ、9時過ぎに出発しました。 

道は、しょっぱなからアップダウンが続きます。

ただ、天気は快晴。とても気持ちいい一日となり

ました。 

 

丘を登っていくと、恋人岬という岬に達しました。このようなオブジェのあるところで、正

直男 2 人の僕らの居場所などなかったのですが、まあそれは気にしない。とても景色のい

い場所でした！日本じゃない雰囲気に包まれた素晴らしいところでしたね。 

 

そこからは土肥に向けてのダウンヒル。カーブを曲がると、真正面には大きな富士山が！富

士山を海の向こうに見ながら下っていく道は非常に爽快でした！ 
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土肥では、土肥金山に入りました。江戸時代に

盛んであった金鉱都市の様子を再現したとこ

ろで、思った以上に細かい装飾に手が込んで

いて見ていて楽しかったです。 

写真の金のトランプはいくらに見えるでしょ

うか？実はこれ、1620 円です。これなら買っ

てもいいと思えましたね笑。 

 

その後も、ひたすら海岸線沿い（といっても山がちなんですが）を北上していきました。 

大瀬崎まではひたすらアップダウンが続きます。かなり体力を消費してしまいましたが、食

事をとりつつゆっくりゆっくりと登って行きました。 

 

何とか大瀬崎までついた後のラスト 20㎞は、ずっと平地です。日も西に傾き、海に映る夕

日を見ながら走り抜けていくのはとても気持ちよかったですね。（自転車に乗っているとき

の気持ちを爽快や気持ちいいとかしか表現できていませんが、これは実際に乗ってみれば

わかります。これ以外の感情を失いますので笑） 

 

何とか日没前に沼津駅至近の海岸につく

ことができ、そこでサンセット。2 日連続

で夕陽を見ましたが、やはり夕日は何度見

ても飽きませんね笑。 

そこからは沼津駅まで 2kmくらい走って、

輪行して家へと帰りました。 

 

 

そんな感じで 2日間の旅でした。正直、めっちゃ楽しかったです。天気がいいって最高です

ね。一緒に行ってくれた先輩が残した「上りが辛くて降りていくのが一瞬って人生と一緒だ

な」ということばがとても頭に残りました。自転車って人生と同じなのかもしれませんね。 

 

 

 

 

 

旅じゃありませんか、誰だって人間の生涯は 

    ―島崎藤村― 
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編集後記(会報について) 

2年 白崎大輔 

 新入生の皆さん、こんにちは。編集長を務めさせて頂いている 2年の白

崎です。編集後記をいきなり読み始めた方は流石にいないと思うので、編集後記

に辿り着くまでに幾つかの記事をご覧になったと思いますが、いかがだったで

しょうか？各執筆者の個性が出た様々な記事があったと思います。 

この NC会報は毎月 1回発行されています。会報には、来月のランの告

知や先月のランの報告・反省、そして有志が行ってきた個人ランの記事等が載っ

ています。 

過去の会報は、サークルのホームページ(http://www.teamnc.net/)から見

ることができます。毎月の行事の様子等を詳しく知りたい方は、是非、過去一年

分くらいの会報を御覧ください。 

 

 

 

 

サークルのホームページはこちらから→→→ 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 ここからは、やや個人的な話で申し訳ないのですが(笑)、YouTubeチャ

ンネル(https://www.youtube.com/channel/UCVcyG2cVquJUhLoDEE7Zewg)

でサークルの行事や個人ランの様子をアップロードしています。 

 会報と合わせてご覧頂くと、よりサークルの様子がわかるかと思いま

すので、是非御覧ください。 

 

 

 

 

 

準公式 YouTubeチャンネルはこちらから→→→ 
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