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5 月定サイのお知らせ 
2 年 藤村柊吾 

  

 

こんにちは！5 月定サイ担当の藤村です。今年の 5 月定サイは自

転車に初めて乗る新入生の参加が多く見込まれるので、例年より優

しさ溢れるルートとなっております。 

 

 

ルート：https://yahoo.jp/wm4Fa8 

久里浜駅〜三崎港〜湘南国際村〜長者ヶ崎〜逗子駅

(52.9km,593mup) 

 

 

日程：5 月 13 日(日)  

集合：JR 久里浜駅 9 時半 

https://yahoo.jp/wm4Fa8


解散：JR 逗子駅 

 

 

なお、前日 18 時の時点で降水確率が 50％以上の場合は中止となり

ます。 

 

 

参加表明： 

新入生用 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNtqB3yDMDHWL

vU7hRhGyTRSySzNj0nbjQUU9o8w2nKFPKCA/viewform 

上級生用

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb4FlIgyxAlqaU7N

IQikEdDzs4_MMR-Su3VURgftquxh5vcw/viewform 

〆切： 

サークル車を借りる新入生→5/5 24 時（先着順） 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNtqB3yDMDHWLvU7hRhGyTRSySzNj0nbjQUU9o8w2nKFPKCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNtqB3yDMDHWLvU7hRhGyTRSySzNj0nbjQUU9o8w2nKFPKCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb4FlIgyxAlqaU7NIQikEdDzs4_MMR-Su3VURgftquxh5vcw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb4FlIgyxAlqaU7NIQikEdDzs4_MMR-Su3VURgftquxh5vcw/viewform


通常の参加表明→5/10 18 時 

 

 

何か質問等ございましたら shugo256@gmail.com までお願いしま

す。 

 

皆さんのご参加をお待ちしております！ 

 

 

mailto:shugo256@gmail.com


新歓合宿のお知らせ 

 

NC の皆さんこんにちは、新歓合宿担当の河原です。新歓合宿のお知らせです。

今年の新歓合宿は房総半島へ行きます。 

 

日時 6/2(土)~6/3(日) 

集合 6/2(土)10:40 JR内房線館山駅 

解散 6/3(日)15:30 JR内房線・外房線安房鴨川駅 

 

宿：白浜フローラルホール(千葉県南房総市白浜町滝口 6767 番地１)、一泊二食

付き 6700 円(+コンパ代) 

ルート 

1 日目  

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=2c17fbd18f51a536d3fdf6d48

b81fd48  

館山から海岸線沿いに野島崎灯台のあたりまで行きます。 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=2c17fbd18f51a536d3fdf6d48b81fd48
https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=2c17fbd18f51a536d3fdf6d48b81fd48


 

2 日目  

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=9fc4a0c96eb50e1ca72bfc52a

7fba2a8  

宿から前日と同様にほぼ海岸線に沿って安房鴨川駅まで行きます。 

 

宿の関係上合宿に参加できない場合があります。ご了承ください。また宿の予約

の都合上雨天中止の決定が早まる事があります。ご了承ください。 

 

参加を希望される方は下の参加フォームからお願いいたします。

https://docs.google.com/forms/d/1vAYDMe7PM3n1Uka5Os6Sa9GgGB-

KzJIccXjOVyiv1ME/edit?usp=sharing (すでに在籍している方) 

 

https://docs.google.com/forms/d/1hPDJ2BPpYNpEvlnlRe1GW0_zxUCHb9M

imO7bevSGLu4/edit?usp=sharing (新入生) 

 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=9fc4a0c96eb50e1ca72bfc52a7fba2a8
https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=9fc4a0c96eb50e1ca72bfc52a7fba2a8
https://docs.google.com/forms/d/1vAYDMe7PM3n1Uka5Os6Sa9GgGB-KzJIccXjOVyiv1ME/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1vAYDMe7PM3n1Uka5Os6Sa9GgGB-KzJIccXjOVyiv1ME/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1hPDJ2BPpYNpEvlnlRe1GW0_zxUCHb9MimO7bevSGLu4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1hPDJ2BPpYNpEvlnlRe1GW0_zxUCHb9MimO7bevSGLu4/edit?usp=sharing


皆様のご参加をお待ちしております。 

 

東京大学文科二類 

河原光之 

 



特訓ランのお知らせ 
 ２年 福山遼平 

 

特訓ランでございます。 
特訓ランは毎年 6月に行われるヒルクライムを主としたツーリングです。 
この合宿を通じて 1年生に体力・技術を身につけ、そしてなにより 

自転車で山を登る楽しさ 

を感じてもらいたいと思います! 

 

今年の舞台は箱根です。 

有名観光地である箱根が地理的にいかに複雑で珍しく面白いところであるかを

自転車で走ることで身を以て感じましょう！ 

 
以下概要です。詳細につきましては後日発表予定です。 
【日程】 6月 16日、6月 17日（台風等荒天を除き雨天決行） 
【集合場所・時間】 湯河原駅 ゆっくり班 9時 
               普通班   10時 
 
【ルート】  
  1日目：湯河原駅〜椿ライン〜大観山〜芦ノ湖畔〜長尾峠〜民宿山久荘 
       ルート https://yahoo.jp/rO01bW （60.2km 1532mup） 
  2日目：民宿山久荘〜函南〜熱海峠〜箱根峠〜元箱根〜箱根湯本〜小田原 
       ルート https://yahoo.jp/CntgLG （76.0km 1088mup） 
 

https://yahoo.jp/rO01bW
https://yahoo.jp/CntgLG


【宿】 民宿山久荘 http://www.yado-39.com  
          静岡県駿東郡小山町桑木 681-3 
 
【費用】1万 5000円程度（宿代＋補給費＋コンパ代＋保険代 orサークル費） 
交通費…東京駅〜湯河原駅（99km）で 1700円ほど 100kmを超えると学割を利用で
きます 
サークル費…なかよしさいくるでは万が一の時のためにサークルメンバー全員に適用
される保険(定サイ、合宿等サークル活動のみに適用)に加入しています。新歓期の新
入生には生協の 1日保険などを利用していましたが、以後のサークル活動にも継続的
に参加するつもりでいる方々にはこの機会にサークル費を払っていただいて全体保険
に加入していただきたいと思います。宜しくお願いします。 
 
【その他】 
・例年通りサポートカーが出る予定です。大きな荷物はサポートカーに積んで走るの
で貴重品だけ身につけられるようにしましょう。 
 
・休日の箱根は交通量が多いことが予想されます。ロードバイクに慣れていないドラ
イバーも多いと思われるのでいつも以上に安全走行を心がけましょう。 
 
・初日の登りに物足りなさを感じる方々のために宿近くには足柄峠が用意されていま
す。 
 
・ブラタモリの箱根、箱根関所の回を見て予習できたら楽しさ倍増です。 
 
【参加表明】 
参加表明を Google Formから受け付けています。下記 URLからどうぞ。 
https://goo.gl/forms/Zkzl534BLBn5OpbV2 
宿泊人数に制限があるので満員になり次第、締め切ります。 
みなさんのご参加お待ちしております！ 

 

http://www.yado-39.com/
https://goo.gl/forms/Zkzl534BLBn5OpbV2


2月定サイ（餃子ラン）報告 
 

１年 林峻也 

 

【日程】2/18（日） 

 

【ルート】栗橋駅～(国道４号)～小山～田川サイクリングロード～宇都宮 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=5646d8ddb310b7ffbe2dcb0f

d9b3de1chttps://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=5646d8ddb310b7ff

be2dcb0fd9b3de1c 

 

 

【参加者】＊敬称略 

２年 大江 

１年 岡(俊) 遠山 福山 林 

 

 

こんにちは。２月定サイ担当の林です。先日の沖縄合宿では、飛行機輪行に

ビビってクロスバイクで行ったら見事リアディレーラーがお亡くなりになり

ました。某自転車屋に修理断られてガン萎えでしたが、無事修理できまし

た。沖縄輪業最高です(調整ダメだったしグレード下がったけど)。ハプニン

グこそあったものの沖縄合宿めっちゃ楽しかったです。企画してくれた方々

本当にありがとうございました！ 

 

さて、ここからが本題です。毎年２～３月の定サイは餃子ランと称して、宇

都宮に行って餃子を食べるのが恒例になっているそうです。担当者であるこ

とを線形の教官との単位をかけた戦いですっかり忘れていた僕は、時間がな

くて去年のルートを丸パクリするという暴挙に出てしまいました。本当に申

し訳ありません。そのせいか、担当者の求心力の低さのせいかはわかりませ

んが、参加者はあまり集まらず、さらに当日ドタキャンもでて、最終的には

５人でのランとなりました。 

 

もはや個人ランではという声は無視することにして報告を続けます。大江さ

んから遅刻連絡があり、途中で合流するとのことでしたが、輪行解除してグ

ダグダしていたら出走予定時刻から２０分くらい経っていたので（）、栗橋

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=5646d8ddb310b7ffbe2dcb0fd9b3de1c
https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=5646d8ddb310b7ffbe2dcb0fd9b3de1c


駅で大江さんを待つことにしました。まず、国道４号を北上して、田川サイ

クリングロードを目指します。砂混じりの横風がめちゃめちゃ強い+舗装悪

い＋交通量多い、であまり快適なランではありませんでした。岡のコンタク

トが紛失するというアクシデントもあり、早めに国道４号を回避して、小山

駅方向に走って昼食を摂ることにしました。駅前には何もなくて途方に暮れ

かけたのですが、頼れる新駒代が見つけてくれた吉田商店というラーメン屋

に行きました。ネットでも高評価らしく美味しかったです。久々に二郎系じ

ゃないちゃんとしたラーメン食べました。ここでは餃子は我慢しました（美

味そうだった）。 

 

その後、田川サイクリングロードを北上したのですが、ここでは向かい風が

強く想定外の過酷なランとなりました。前日１時間睡眠の某氏はレッドブル

を飲んだのですが、休憩時にチャリの上で寝てました。ラン前日はちゃんと

寝ましょう。さらに、途中通行止めになっていて、急遽回避ルートを取る必

要が生じたのですが、僕にスマホの電池が急逝してしまい、岡に牽いてもら

いました。下見の重要性を痛感しました。。。 

 

そんなこんなで宇都宮に到着し、ドンキ地下の来らっせに行きました。ここ

ほんと良かったです！！！いろんな店の餃子を一箇所で食べることができま

す（フードコート的な感じ）。どれも美味しかった！！ただ、サラダ餃子は

想像に反して千切りキャベツの上に餃子が乗ってるだけでした。。。ラン終わ

りにうまいもん食って帰るの最高ですね！頼りない担当者で申し訳ありませ

んでしたが、参加者の皆様、ありがとうございました！！！ 

 

 

以下、反省です。 

・告知が遅れてしまった 

・メーリスを送る時間が遅くなってしまった。 

・メーリスの宛先にミスが有り、正しく送れていなかった。 

・工事等の影響が考えられるので、以前のランとルートが同じでも下見をす

るべき。また周辺の地図を把握しておくべき。 

・保険関連の仕事を把握していなかった→サークル費を払っていない人が参

加する場合保険担当に連絡する。（今回はいなかったのでよかった。。。） 

・引いている時、横風が強い区間で後ろを見たらバランスを崩しそうになっ

た。無理に確認しないほうがいいかもしれないです。まず自分の安全を確保

しましょう。 



・国道４号は交通量が多く、道幅も狭くて危なかった。 

 

・去年のルートの丸パクリはやめましょう！！ 
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第一回新歓ラン＠荒川河川敷 

 
【参加者】敬称略 
 
1年：森屋 大竹 津田 谷岡 西村 武縄 松田 小宮 赤坂 高橋 河村 青木 
2年：岡 南雲 中村 福山 林 河原 泉田 遠山 山口 
3年：森田 木村 白崎 
4年：佐々木 
OB：松野 中橋 
 
ルート：https://yahoo.jp/e0EBpt 
和光市⇒荒川河川敷⇒押上駅 

 

【概要】 
朝 8：30 に駒場に集合。倉庫前に釘が多く落ちていてパンクの危険性があったため正門前まで
自転車を輸送して新入生に届けた。正門前にて輪行作業をしていたが、輪行袋が破れていたりチ
ャックが故障していたり、さらにはエンド金具が足りなくなったりなどトラブルが多発。執行代
だけでなく来てくれていた森田さんにかなり手伝わせてしまった。遅れること 9：50 より準備
できた班から駒場出発。担当である自分は最後まで残って 10；27に駒場出発。渋谷での井の頭
線⇒副都心線の乗り換えが長距離のため予想以上に時間がかかった。最終班は 11：10ごろに和
光市に到着。準備のできているところから順次出走した。自分の班も 11：30ごろには出発した。 

https://yahoo.jp/e0EBpt


 
和光市から荒川河川敷までは市道を通
ったが、いきなり狭いところや坂があ
ったため、少し慣れていない新入生に
とっては大変そうであった。交通量は
ほどほど、大型車の通行が無かったの
はよかった。 
河川敷に入るとスムーズにこぎ始めた。

巡航速度は 12-17km/hだったため、他のロードバイカーらに沢山追い越された。途中、新入生
のブレーキングが危なかったため急遽自分の班はブレーキング講座が開かれた。ただ、追い風で
天気もよかったためその解放感に、多くの人が楽しくこいでいた。 

  お

昼ご飯は各班で、という形をとった。みはらし茶屋で昼食をとる班もいたが、かなりの混雑と
のことだったので、あらかじめ和光市で昼食を買って河川敷で食べた班が多めであった。自分
たちはちょうど芝桜が満開の場所を見つけたのでそこで草野球観戦をしながら昼食をとった。 

   

昼食後はまっすぐ押上方面へ走行。再び一般道へ戻ったが、新入生も自転車の操作に少しずつ慣
れてきていたため注意することは減った。ただ、信号が多かったうえに交通量がそこそこあり、
1年生にとっては少し怖かったかもしれない。 

 



各班押上に順次到着。早く着いた班はエネルギー補給のためスカイ
ツリーに寄ってから移動したそうだが、それ以外の班はすぐ電車に
乗ったため、せっかく来たのに…という声が 1 年生中心に挙がって
いた。来年度は時間を早める、または新歓自体の時間を延ばすなどし
てスカイツリーに寄るという案も検討しても良いかもしれない。 
 
ただ、押上到着後、MARINの自転車の QR(クイックリリース)が正
しく取り付けられていないことが判明、応急措置では QR を外すこ
とができなかったため、本人の希望もあり 2年生二人（岡・福山）の
引率のもと駒場までの自走を決定。安全に十分配慮して駒場まで走
行した。 
（ルートは押上駅⇒蔵前橋通り⇒水戸街道⇒日本橋⇒内堀通り⇒国

道 246号⇒駒場 C） 
尚、1年生本人曰くこの自走ランのほうが楽しかったとか… 
 
16時以降順次駒場に輪行組が到着。自転車を再び輪行解除して倉庫に返却する作業を行った。 
自走組も 17 時までには到着。MARIN の修復に取り掛かったが、工具を使ったらすぐ修復する
ことができた。 
全体の片づけは 18時半ごろに終了。執行代で集まって各班の状況を報告、反省会を行った。 
 
【反省】 
以下の反省内容は 9日夜に行われた臨時安全会議を踏まえての反省である。 
・情報共有が浅く、事前に自転車の台数や備品の個数、状況が共有できていなかったため駒場で
の輪行作業にかなり時間をかけてしまった 
・輪行時及び輪行解除時、1年生の面倒を完全に見ることができず QRの扱い・輪行時の運び方
など細かい指導ができていなかった。 
・走行時のマナー・ルールの確認を各班に任せてしまったので、班によって重くみているところ
とそうでないところができてしまった。そのため、上級生も含めて安全意識が緩い班が生じてし
まった。 
・執行代の集団走行の経験が浅く、先頭を走る経験の浅い人がいた。ペース配分などができず、
１年生に大変な思いをさせてしまった。 
・下見が甘かったためルート把握が完全にできていなかった 
・直前の確認がなかったため、ブレーキング方法や降り方・曲がり方の指導が徹底できていなか
った。 
・執行代に新入生の命を預かっているという意識が足りなかった。 
・新歓マニュアルの内容の把握 



・全体での情報共有方法の確立 
・上級生も「新歓ラン」という意識をもってランに参加するべきであった 
・時間に対する意識が甘く、遅刻する人がいたのは大問題。 
・班内もしくは全体でブリーフィングをして、自己紹介をする時間を設ける。 
・反省会をしっかり行い、挙がった反省をもとに次の改善点の具体案を考える。 
・女子の乗る自転車のブレーキの調整をするべき。握力が弱くてブレーキ握れない。 
・反省を明確な行動に移す！ 
・スカイツリーにまで行ったのに寄らずに帰ったことに残念との声があった。ラン+観光を売り
にしてるサークルなのに…どうなのか？ 
 
【担当より】 
第一回新歓ランということもあり、かなり不慣れなまま進めてしまった。上にある通り、
沢山の反省が生まれていて、安全面に直結するもの、今後のサークル運営方針に関わる
事柄が多くある。正式に１年生がサークル員となる前に、執行代で話し合って、このよ
うな反省が２度と生じないよう具体的に案を決めていく予定だ。 
ランに参加してくれた１年生、授業始まってすぐのところ NC の新歓に来てくれてあ
りがとうございました。なかなかドタバタしてしまったが、普段はもっとスムーズにラ
ンも運営されていて、またラン自体もスピード・距離共にスケールが増しますので、も
っと楽しんで自転車に乗っていけるかと思います。今回のランで少しでもロードバイ
クに興味を持っていただけたら幸いです。ぜひ NC の今後の活動にも参加してくださ
い。 
 
担当 
東京大学理科一類 2年 NC駒代 
岡 俊輔 



第二回新歓ラン報告 
 

日時 ４/１４（土） 
 
参加者（敬称略） 
OBOG 松野 中橋 内海 
4 年 三好 野崎 井澤 
3 年 森田 齋藤 永岩 
2 年 河原 岡(敬) 岡(俊) 南雲 泉田 山口 中村 

1年  小林 高橋 下畑 末廣 上村 船渡 

 

ルート：松戸駅～江戸川サイクリングロード～春日部駅 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=40bac4f53be0564defccbdc3cdf71913 

 

タイムスケジュール 

7:30 執行代倉庫前集合 

8:00 新入生正門前集合、輪行開始 

9:00 駒場出発 

10:30 松戸集合 

11:00 出走 

16:00 春日部駅出発 

17:00 駒場着次第正門前で輪行解除→倉庫へ 

 

 

こんにちは。第二回新歓ラン担当林です。餃子ランの記事の提出遅れてすみませんでし

た。今回は来年の執行代への引き継ぎという点に重きを置いて報告します。 

前回の新歓ランの反省を踏まえて、今回は執行代は 7時 30分駒場集合ということにしま

した。にも関わらず、多くの執行代が 10 分程度遅刻するというまさか（想定内）の展

開。。。まあ、新入生には集合を 8時と伝えていて、7 時半は少し早すぎたかもしれませ

ん。結構時間に余裕があったように思います。担当者はちゃんと一番乗りしました（ドヤ

顔）。早くから来てくださった先輩方、本当にありがとうございました。 

基本的に新入生一人につき上級生一人が面倒を見るというスタイルで今回はかなりスムー

ズに貸し出しを行うことができ、現地集合勢の集合時刻である１０：３０までに全員が松

戸に到着できました。一つだけハプニングがあったとすれば、当日ドタキャンが出たこと

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=40bac4f53be0564defccbdc3cdf71913


ですね。。。結局最後まで連絡が取れず、未読無視されてます。。。一言くらい返して欲し

い。。。遅刻含め、タイムリミットを決める必要があるかと思います。 

 

天気が微妙だったので全体での集合は無しとし、昼食はコンビニ等で購入し、班ごとにた

べることにしていましたが、思ったよりも各班スムーズにランを進めることができ、気づ

いたら運河付近の公園に全班集まっていたので、集合写真を撮りました。その後も特に大

きなトラブルもなく、１６時には全班春日部駅に到着し、班ごとに反省を行ったあと、東

部武スカイツリーライン（半蔵門線直通）で駒場に戻りました。僕の班では、河原のタイ

ヤがパンクするハプニングがありましたが、通りすがりの自転車屋のちょいワルおやじが

わざわざ車を止めてパンク修理してくれました。ものすごい手際良かったです。また、注

意するポイントを教えてくれて、マジで勉強になりました。世の中捨てたもんじゃないで

すね。 

 

 

反省点 

・乗り方は教科書的に教えてもらったとの声 

・3番目の方が走りやすい。前が止まっているのが見える 

・公道では圧迫感を感じて精神的に疲れる 

・MARIN バーキャップはずれ 

・ブレーキ幅せますぎる自転車があった 

・貸し出しの際の乗り方の教え方、備品の確認 

→マニュアル化は厳しい、クロスチェックの方がいいかも 

・先頭は振り返ったりして声をしっかりかける、声大きくだす。 

・手信号しっかり伝える 

・経験者 or 走力のある子をゆっくり走らせるのはどうか→新入生に合わせて行く、最初

は様子見で 

・走り出し不安定。止まる前にギア軽くするように伝えたが改善されず 

・信号変わって発進する前に後続確認 

・安全面は繰り返し説明する 

・抜かす時声かけ、スピード上げる 

・班がくっついてしまった 

・春日部駅周辺交通量多かった、一年生怖かったとの声 

・サークル車変速不調(giant defy白青) ディレーラーワイヤー切れてる＆ディレハン曲

がってる 

・ディレーラーいじれるように 

・ヘルメット大事に扱うように 



・先頭と殿がしっかりコミュニーケーションとる(特に追い越しが発生するとき) 

・パンク修理スムーズにできるようにする 

・信号のタイミングに注意 

・集合時間まもる 

・ 

 

参考  

【持ち物】 

・お金 (3000〜4000円) 

・保険証(コピー可) 

・飲み物(コンビニに寄るのでその時でも構いません) 

・スポーツ用の手袋(なければ軍手をこちらで用意) 

・タオル 

 

【服装】 

・ジャージなど汗をかいても良い格好。動きやすい服装で。(特に脚) 

・ズボンは裾が広がっていないもの、止めるバンドがあると尚良いです。(自転車に引っ

かかってしまうのを防ぐためです) 

・できれば長ズボン(転倒時の怪我を出来るだけ防ぐため)半ズボン＋アンダーも良いかと

思います。 

・レインジャケット(あれば)(丈が長くないもの) 

・体温調節用にウィンドブレーカ

ー 



女子新歓ラン報告 

 
日時 

4/21㈯ 
ルート 

https://yahoo.jp/iSqavL 
吉祥寺駅→eggg café→多摩湖自転車道→メルポーチ 

→多摩湖→多摩湖自転車道→吉祥寺駅 
参加者 

1 班  泉田(2) 森田(3) 長谷川(1) 
2 班  中村(2) 中橋(OG)  赤坂(1)  

*敬称略 
 

  

https://yahoo.jp/iSqavL


  
今年もなんだかんだ去年とほぼ変わらずのルートで走りました。(だって

去年すごい楽しかったんだもん！) 今年も(?)新入生の女子率の低さに、女子新歓開

催できるかなーと不安でしたが二人来てくれました。ありがたや～。 

 

当日。駒場での貸出はスムーズに行うことができたので20分も早く吉祥寺駅の集合時間に着

きました。先輩方も早く来て下さっていたのでとても助かりました。輪行解除は南口寄りのアトレのス

ペースで行いました。ちなみに佳香さんが新入生のためにレーパンとグローブを持ってきて下さいまし

た。女神。 

 

  ここで問題が。当初15時ごろに立ち寄る予定だったパンケーキ屋さんが、3月

に某番組(○にしやがれ)で紹介されたことやInstagramの影響もあり、休日は1～3時間待

ちらしいのです。急遽予定変更で11時開店に合わせて最初にパンケーキ屋さんに向かう

ことに。実際は10:50出走だったので、途中私がひとり爆走して予約名簿に名前を書きに

行ったのですが…それでも1時間待ちでした。けれど女子は1時間なんておしゃべりして

いれば待ててしまうのです。お店の方が優しく、レモン水を出して下さったり、自転車

乗りのおじさん達とおしゃべりしたり、1時間はあっというまでした。カフェでもかなり

長居して女子トークしていました。こんなことができるのは女子新歓ならではですね～。

オムライスやパンケーキは値段の割に大きくてとてもお腹いっぱいになりました。 

 

カフェを出てから北上。いよいよ多摩湖自転車道に入ります。ちょうど犬のお散歩時間は過ぎていた

ので、車止めがあることを除けば走りやすかったです。小平駅を過ぎれば人通りも減りました。そして次に立ち

寄ったのは八坂駅にあるメルポーチというパン屋さん。4/28から休業とのことで寂しいなぁと思いながら、みん

な1、2個パンを買いました。お腹もあまり空いていなかったのですが。(笑) 

八坂駅を越えたら多摩湖はすぐそこでした。かんかん照りの太陽を避けて公園の日陰へ。写真を撮ったり、おし

ゃべりをしながらパンを頬張りました。時間もあまりなかったので、エネルギーチャージをしたら吉祥寺まで一

直線に帰りました。二人ともロードバイクの楽しさを感じてくれたそうで、良かったです。 

 

今回は、新入生の数が少ないこともあり、臨機応変でもスムーズ

に進行できましたが、人数がこれ以上多かったらここまでのんびりはでき

ないと思います。距離も新歓としては長め（ルートラボの表記は嘘）なの

で、来年走ることがあればタイムスケジュールをしっかりすることをお勧

めします。それと、夕方になるにつれ犬のお散歩時間になるので自転車道は

とても危険になります。朝の集合時間を早めるのが無難です。ちなみに、

eggg caféは今年の6月にリニューアルオープンするらしいですよ！ 

いきたい！ 

 

(文責 2年泉田) 



事故対策とその後について 

                                        2018年４月 ３年山田 
１ロードバイクの特色と対策 
 まずロードバイクは舗装路を走る際に最大のパワーを発揮できるようなポジションに設
定されている。このためロードバイクは２輪の中で最も重心が前側にある乗り物の一つで
ある。 
 では重心が真ん中にある MotoGP のコーナリングを見てみよう。コーナー手前で最大の
制動力をかけたのち、ブレーキを緩めながら、しかし少し掛けた状態で車体を倒し込んでい
く。そして一番旋回速度が速くなるところ（クリッピングポイントという）でブレーキをリ
リース、そこから出口に向かってアクセルを開けていく。 
 しかしロードバイクではそうもいかない。もともと極端な前重心であるから、ブレーキを
かければ前につんのめって曲がるどころではなくなってしまう。しかもドロッパーポスト
搭載のMTBと違って、リアに重心をずらすこともできない。したがって、コーナーに入る
前に十分に減速する必要があることと、コーナリング中はリアブレーキをごく軽く掛ける
程度にとどめる必要がある。恐怖感を感じてもフロントブレーキを掛けてはならない。曲が
れずに道からコースアウトするよりは滑って転倒する方がまだましであるからだ。そして、
コーナリング中にブレーキをあまりかけられないので、急傾斜で直線部分がなく左右に切
り返すような場面ではスピードが出過ぎる場合があるので、やはり手前までに十分減速し
よう。 
 
2事故が起こったときの対応 
 まず事故が起きたら救急車を呼ぼう。余次に、自爆でない場合は警察も呼ぶ必要がある。
そして、事故った人への意識確認等をする。この時ポイントがあり、も必ず、事故った人が
向いている側に回り込んで声をかけること、つまり事故った人が首を回す必要が無いよう
にすることである。人は声をかけられた側に反射的に首を回してしまうものである。もし頸
椎を損傷していた場合、事故った人が首を回したことで神経を損傷して取り返しがつかな
いことになるかもしれないからである。救急隊員にも頸椎損傷の可能性があることを伝え
よう。そして、事故った人は、事故った体勢から動かない、周りの人も動かさないべきであ
る。これも頸椎/脊椎損傷(ryで同様の理由による。当然周りの車に迷惑をかけるが、同行者
が整理しよう。余裕ができたら、当人の血液型を確認して、救急隊員に伝えられるようにし
ておこう。すぐには当人は痛みを感じない場合がある。少し待ってから事故った人が、首や
背骨の痛みが全くない場合に限り、移動させ退避させよう。 
 最後に、事故った自転車はその場に置いて行かれることになる。轢かれたときでも警察は
自転車を回収してはくれない。ではどうするかというと、レッカーサービス付きの自転車保
険に加入しておくとベター。 



 
3事故を起こさないために、また事故が起こった際に被害を最小限にするために 
① 車から視認性の高い服装をしよう、できればデイライトを付けるとより良い。後続の確
認でいちいち振り返るのも危ないので、ミラーがあるとベターである。 

② バーエンドプラグを付けてください。バーエンドプラグがないと、ハンドルの筒部がク
ッキーの抜型になって肉体を貫通する。しかも、事故った際に突き刺さるのは当人でな
く一緒に走っている人である。繰り返します、バーエンドプラグを付けろください。正
直、付けてない人は除名でもいいんじゃないかと個人的には思う。一緒に走っている人
が死んでも構わないってことだとみなせるから。バーエンドプラグ、どこで買えるかわ
かんないとかいう人は、一升瓶のフタでも代用できる。お近くの酒豪等に相談すれば手
に入ると思う。実際にバーエンドが刺さった画像を URL で添付するのでバーエンドの
重要性が分からない人は見てください(グロ注意)。 
https://twitter.com/sekira_ame/status/600111266435182592 

③ ヘルメットやグローブをしよう。事故ったときのダメージを最小限に抑えてくれるアイ
テムである。それだけでなく、ライドを快適にしてくれるので使って損はない。 

 
かく言う私も、自分は大丈夫だろうと轢かれて大事故になるまでは思っていた。自転車は

弱い乗り物であるから、こちらでできる対策はすべてしておくとよい。 

https://twitter.com/sekira_ame/status/600111266435182592


日本酒のすゝめ 壱、日本酒のいいとこ 

4年 佐々木雪 

新入生の皆さんは初めまして！NC4 年の佐々木と申します。よく苗字の語呂合わせで 339 と名乗っています

ので、お見知りおきを。 

タイトルで「飲みサーかよ」と引いてしまった方もいるかもしれませんが、ご安心ください。NCは決してそ

んなことはありません。合宿に参加してお通夜のような反省会を体験してみてください、イメージが払拭され

るでしょう。 

さてさて、ご存知の通り（？）私はお酒が好きなのですが、中でも日本酒が一番好きです。日本人はやっぱ日

本酒でしょ。といっても、ストレートで飲まざるを得ない飲み方、どうにも強いアルコール、年寄り臭いイメ

ージなどなど、苦手な人もいると思います。そこで、月に 2升は飲み歩き、そんじょそこらよりはお酒を知っ

ていると自負する 339が、毎月ちょこちょこと日本酒のいろはをご紹介したいと思います。 

記念されているかどうか分かりませんが、記念すべき第一弾は、ひとまず日本酒のいいとこを語ります。 

 

①おいしい 

これに尽きる。「美味しくないから苦手なんだろ！いい加減にし

ろ！」と石を投げられそうですが、多分それは美味しい日本酒を

知らないだけなんです。飲み放題の安くて不味い消毒用アルコー

ル豪快しか飲んだことないなら、そりゃ苦手意識を持っても当然。

ちょっと洒落た日本酒バルや小料理屋さんで飲んでみて下さい、

場所補正も相まってめちゃくちゃ美味しく感じるはず。 

具体的な銘柄紹介はいつかしますが、日本酒初心者の人はとりあえ

ず獺祭を飲むといいです。レア酒として名高かったものの、今は有

名になりすぎてどこにでも出まわっちゃってますが、間違いなく美

味しいです。癖がなく、するりと喉を通ります。味の透明感がとて

も綺麗です。おつまみと一緒に飲むと双方が引き立ちますひとまず、

日本酒を不味いと言うのは獺祭を飲んでから！ 



②味の多彩さ 

日本酒は、基本的に米と水で造られています。なのに、驚くべきはその味の多彩さ。キリッと辛口のものもあ

れば、香り高く酸味のある白ワインのようなもの、対極にとろりとした甘口のもの、米の旨味全振りのもの、

微炭酸のもの、本当に様々あります。すごくないですか？これだけでそそられません？ 

使う米の種類や水の性質、醸し方によって味のバリエーションが生まれます。地域によって特徴があるのはも

ちろん、同じ銘柄でも味や香りがガラリと変わる、なんてことはザラ。それを楽しむのも醍醐味の一つです。 

③地酒としての性格 

先ほど、日本酒は地域によって特徴が出るといいました。地方の酒蔵が、地域

の特産と自身の酵母から誇りをかけて造ったのが日本酒です。東北、関東、新

潟、近畿、四国、全国津々浦々に散らばる酒蔵が作るお酒は、自然と地酒とし

ての性格を帯びます。と、ここで思い出して欲しいのは NCの活動。自転車で

全国に行きますよね？そう、旅行と相性がよろしいのです。旅行する目的とし

て自転車一つでも十分ですが、何かしら付加価値を付けたいとなったときに日

本酒はうってつけです。せっかく全国に行けるのだから、その地酒を飲まない

ともったいない！会報にこんな趣味全開の記事を載せた理由は、③に尽きます。 

今日は嬉しいもので、地方のコンビニには地酒が売られています。一人でもそ

の日に飲み切れるくらいの、小瓶に入ったものも簡単に入手できます。一日走

って、宿に着いて、お風呂上りに一杯。至福の一時をワンコインで設えること

ができるのです。（※もちろん飲んだら乗らない！自転車でも立派な飲酒運転

です） 

（写真上：ツールド東北の民泊先石巻にて 宮寒梅） 

（写真下：2年夏合宿後ランで北海道にて 大雪の蔵） 

 

まだまだ語りたいところではありますが、会報に何ページも割くのは申し訳ないので、今月はここまで。もっ

と聞きたい人は 339を飲みに誘ってください。喜んで語ります。 

締切当日のやっつけに思いついた企画ですが、自分の満足いくまで連載する予定です。よく分からない日本酒

の分類とその特徴やら、銘柄紹介やら、お店紹介やら、気ままにやっていこうと思いますので、駄文にお付き

合い頂ける日本酒好きの稀有な方はこれからもよろしくどうぞ。 



目指せ北海道 フェリー輪行 
3年 永岩 

 
NC3年の永岩です。今年は沢山記事書くぞい！ってことで適当にお付き合いくださいな。 
というわけで年度初の一回目は珍しく真面目な記事を。来る北海道夏合宿に向けフェリー輪行について

書いていきます。 
 
まず始めにフェリー輪行の個人的な総評を。これで興味を持った方は後の記事の方も是非。 
 
 

〇フェリー輪行 メリット 
・飛行機に比べ、自転車に傷がつきにくい。 
・価格が予約時期で変動しない。空きが確保できればギリギリでも安価。 
・（特に港までで）寄り道がしやすい。自転車とのシナジーも〇。 
・ふぇりーたのしい。 

 
〇フェリー輪行 デメリット 
・とにかく時間がかかる。（短くとも丸一日） 
・経路によっては電車が長く自転車が邪魔。 
・酔う人は酔う。 
・突然の欠航。（飛行機もですが） 
 
〇こんなあなたにおすすめ 
・絶対に自転車に傷をつけたくない。もう飛行機輪行はこりごり。 
・夏休み暇なんだよねーゆっくり北日本旅したい。 
・前ラン後ラン考えたいし、あんま早く飛行機決めたくないな・・ 
・予約サボってたら飛行機めっちゃ高くなってるんですけど・・・（絶望） 
・鉄の塊が空を飛ぶなんぞ信用できん、わしゃ死ぬまで乗らんぞ。 
・ふねのりたい。 
 
〇行程(to北海道) 
東京 → 青春 18切符鈍行 → 港（仙台 or新潟 or大洗）→ フェリー（船泊） → 北海道 

 
〇交通費 
（実質）片道￥10,000~12,000 

 
 



 
それでは記事のはじまりはじまり。 
先の総評を少し細かく説明していきます。本当に細かいところは Google先生の方が詳しいです。あと口
上はいいから説明からって方は 1ページ飛ばしてね。 
 
 
今年の夏合宿は北海道ですね！北海道ですよ北海道。すごいところに合宿いくものです。実際自分も 1年
の時行きましたがもう本当充実してて・・今でもよくよく覚えています、すごいオススメです。 
 
 
しかし！北海道旅行にも一つ難点が・・それは、 

遠い！ 
遠いんです、北海道。海の外ですよ？実質海外。ドライブガチ勢ならとも

かく大体の関東民は飛行機を使っていくのがメジャーでしょう。科学の

力で北海道までひとっ飛びですからね、ひこうきすごい。 
 
 
 

ただ今回は僕たち、手ぶらでバカンスしに行くわけではないですよね。 
最大の同伴者、自転車さんがいらっしゃるわけです。これまた旅には非常

に邪魔で。 
知ってる方は多いでしょうが、自転車も一応飛行機で運ぶことができま

す。扱いとしては荷物で、社によって追加料金があったりなかったり。上

級生は大体沖縄とかで経験したんじゃないでしょうか。 
 
 
要は飛行機で行けば北海道にだろうが自転車同伴だろうが問題なく行けるわけで、実際メジャーな交通

手段です。ただ問題点もあってですね・・ 
 
 
飛行機輪行、自転車に非常に傷がつきやすいんです。特に LCC。まあ揺れる機内に平積みされるわけで
すから当たり前でしょう。本当に念入りにガードしていないと問答無用で傷・最悪では不良が生まれま

す。（これまた経験した方も多いのでは？） 
そういうわけで疎まれがちな飛行機輪行。でも北海道に行くためには仕方ない・・なんて、思っていま

せんか？ 
 

http://wadaphoto.jp/japan/images3/kusiro01l.jpg


そう、もう一つ方法があるんです。それがフェリー輪行！ 
本州の港からフェリーで北海道の港に向かうわけです。やっぱ海

を渡るといえば船ですよね！鉄の塊で飛び越えるなんて邪道なの

さ。 
 
 
フェリーも飛行機同様、自転車も運ぶことができます。（ただし事前連絡はしておいた方が無難で

す！） 
そして置き方も経験上、大体は空きスペースや柱に縦置きです。縦置きならよっぽど動かない限りどこ

かに当たりはしないですし、そうそう輪行客もいないため他の自転車と重ねられることもないでしょ

う。平積みの飛行機に比べて自転車に傷がついてしまう可能性は非常に低いんですね。（まったくない

とは言いませんが） 
 
またフェリーの利点は価格が固定であること。 
飛行機って予約とるのが遅いほど値段が上がっていきますよね。早く決めるの嫌いな方や前ラン・後ラ

ンをゆっくり考えたい方にとってはなかなか嫌なのでは？ 
一方フェリーなら、空きさえあれば例え 3日前だろうが通常料金で乗ることができます。ギリギリでや
たら高いお金を出さずに済むところは利点です。 
 
 
さて、そんな優れたフェリーですが港を経由しなければいけない以上、

港までの交通手段も必要になりまして。 
北海道に行くために使える港は下の三つ。 

1.新潟港（新潟） 2.仙台港（宮城） 3.大洗港（茨城） 
・・どれも遠いだろって思いました？確かにです。普通に電車・新幹線

で行くとかなーり交通費がかさむこと請け合いです。 
 
 
 
ですが！そこで出てくる裏技が「青春 18 切符」です。これを使えばどんな遠方にも片道交通費は実質
2,370円になります。夏合宿期のフェリー輪行にはうってつけのアイテムです。 
勿論時間はめちゃくちゃかかりますが、時間のつぶし道があれば苦ではないでしょう。途中の寄り道も

自由です。 
 
 
じゃあどの港に行くかって話になりますが・・そこは経路ごとで価格設定やら寄り道具合やら変わって

くるので、ここからはそれぞれの港・フェリーについて軽くご紹介。 
 

ｃ

ｖ 
ｃ

ｖ ｃ
ｖ 



① 仙台港→苫小牧港 太平洋フェリー 
仙台からは、苫小牧に向けて太平洋フェリーが出ています。 
（http://www.taiheiyo-ferry.co.jp/） 
なんてったて太平洋、王道です。価格は安く、自転車は輪行状態なら無料。

船内はとても綺麗で豪華な雰囲気です。自転車は空きスペースに置かせてく

れました。 
 
 

弱点は仙台までの遠さ。18切符だと 7時間もの鈍行が必要になります。まあ
走るよりは早い。 
でも行きは仙台 19:40発なので、朝頑張れば多少の仙台観光は可能です。勿
論前泊すれば仙台付近はかなり楽しめるでしょう。帰りならば朝 10：00 着
から数時間は満喫できます。魚介に牛タン、ずんだ餅。夢が広がります。 

 
 
 
夏合宿期間の価格は学割使って最安 8,000円程度。絶対寝台が欲しい！って方で 10,000円程度です。 
8/1までの渡道だと更に 500円ほどお得。 
 
 
THEフェリーって雰囲気が楽しめます。おすすめ。 
（惜しむらくは渡道期間。太平洋フェリーには 50％早割が存在
し、なんと 8 月後半からは 3,600 円で渡道可能という破格の安
さ。やばい。今後のため覚えておくとお得ですよー） 
 
 
 
② 新潟港→小樽港 新日本海フェリー 
新潟からは、小樽に向けて新日本海フェリーが出ています。（苫小

牧着の別便もあるようです！） 
（http://www.snf.jp/） 
こちらは自転車に対し輪行状態でも 1,850円のお金がかかります。 
ですが学生割引が 2割引きと大きく 7/20～8/5は最安運賃 5,840円
となるため、実は往路なら 8,000円弱と太平洋フェリーとほぼ変わ
らず。ベッドへの金額 upも 1,000円弱と安めです。 
 

http://www.taiheiyo-ferry.co.jp/
http://www.snf.jp/


注意しなければいけないのは、絶対に復路で使うべきではありません。期

間の問題で基本運賃は 3,000 円引き上がる上に学割は適用外。12,000 円
超とかなり高くなります。往路が良いです。 
船内はぶっちゃけ太平洋より豪華感は薄めですが、コンサートや映画上映

など船内の時間の過ごし方が充実していました。（太平洋は洋画だけだっ

たんですがこちらは邦画・アニメ映画でした）割と暇せず楽しめます。 
 
 
 
何よりオススメなのがその出発地と到着地。 
まず出発の新潟。やはり電車で 7時間ほどかかりますが・・・なん
と夏合宿前の 8/2,3 に長岡で花火大会が開催されているんです。そ
の辺の花火じゃありません、日本三大花火の一つです。知人曰く「人

生に一度は見るべき」。それが道中、タイミングばっちりで開催され

るのですから逃す手はないでしょう。 
 
 

 
さらにさらに成年の皆様におすすめなのが新潟・長岡にある「ぽんしゅ館」。

（http://ponshukan-niigata.com）150 種類以上の地酒日本酒を 500 円でお猪口 5
杯楽しめる、日本酒好きには天国のような場所です。本気で勧めるので新潟行く時

は是非。 
 

 
 
そして到着地の小樽もこれがまた最高なんです。写真のように運河の通

る美しい街で、雰囲気もさることながら海鮮・スイーツ・硝子細工と散

歩しているだけで充実っぷりがすごいです。いや本当、街並みが落ち着

いてて雰囲気すごくいい。本気で小樽に恋をしているせいでやや贔屓な

評価ではありますが、フェリーを使うなら是非観光を考えてみてくださ

い。（多分また小樽の記事書きます） 
 
 
 
まあ要はゆっくり旅を楽しむならかなりオススメの航路です。往路に是非！ 
 
 

http://junichi-m.com/camera/nagaoka-hanabi/ 

http://ponshukan-niigata.com/


③ 大洗港→苫小牧港 三井商船フェリー 
大洗港からは、苫小牧に向けて三井商船フェリーが出ています。 
（https://www.sunflower.co.jp/） 
関東圏に港があり都内から最も電車移動が少ない航路、です。 
 
・・ですが、正直あんまりオススメ出来ないですね・・というのも基本料金

が高く（特に夏合宿期間は往復ともに）、自転車は輪行でも追加料金がとら

れます。学割をきかせても最安で 15,000 円程と、他 2 つに比べ明確に高価です。大洗までも最安は 18
切符なので、交通費はかなり高いですね。（自転車で行くことも不可能ではないですが 110km…） 

実際使ったことがないので詳細に書けなかったり。 
 
 
大洗を楽しみたかったり、茨城の方に泊まる場所がある方は一考、とい

ったところでしょうか。 
 

 
 
 
以上、3つの航路の紹介でした。 
 
現時点ではまだ合宿場所の詳細が出ていないため、苫小牧・小樽・はたまた新千歳空港と各地のアクセス

の比較がどうなるかは分かりません。 
なので一概には言えないのですが、個人的に勧めるのは 
 

【往路：新日本海フェリー（新潟） → 復路：太平洋フェリー（仙台）】 
 

の経路ですかね。行きは 8/2,3に花火を楽しめる新潟に行き、帰りはゆっくり仙台を満喫することがで
きます。便・客室にもよりますが最安の往復費は 20,000円ちょいってところですね。 
 
勿論飛行機も早くとればそのぐらいの費用で済みますし、時間を使わない飛行機がいい手段であること

は確かです。往復飛行機もいいでしょうし、片道フェリー片道飛行機なんてのもよいでしょう。 
 
 
今回の記事で自転車を連れてフェリーで北海道に行く、といった手段があることも是非覚えておいても

らえたらって思います！何か聞きたいことがあれば何でも聞いてください。 
以上、フェリー輪行についての記事でした。読んでくださってありがとうございました！ 

 
 

https://www.sunflower.co.jp/


岡 俊輔 

 

駒大連載 5 月号は、春の多摩湖です。きっと多くの NC 民の方が身近なサイクリングロー
ドとして走りに行っていると思いますので、内容重複するかもしれないですが、ここ走った
ことある、という感じで読んでもらえればと思います。 
 
【ルート】 

 
水道橋⇒茗荷谷⇒目白通り⇒新青梅街道⇒多摩湖サイクリングロード⇒井の頭通り⇒方南
通り⇒外堀通り⇒水道橋 
 
 
本来津田沼スタートで全自走（120km 越え）をしたかったのですが、朝の千葉県内の交通
事情は決して素晴らしいものでなく、むしろ船橋市内の国道 14号は「危険」という表現の
ほうが正しい、さらに通常の都心までの時間よりも大幅に時間を要することになる、という
ことからおとなしく総武線内は輪行しました。ラッシュは外したのですが、それでも錦糸町



⇒両国間はすごい人…さすが日本 2位の混雑区間…（参考までに 1位は TM東西線木場⇒
門前仲町で、ともに千葉から東京方面の電車である） 
水道橋から友人（同クラ、非NC民）の待つ茗荷谷へ。東京ドーム裏の富坂でウォーミング
アップを行った。 
合流してからは目白通り・新青梅街道を快走。友人はロードではなくクロスバイクでの参戦
であったが、25km巡行で走り続けることができていた。交通量もほどほど、多少の路駐車
はあったものの、特に問題はなかった。 
途中、東村山市あたりで陸橋があり、自転車通行不可であったため新青梅街道を離れて別ル
ートへ。市街地を下調べ無しで走るのは少し難易度高めで迷うこともあったが、なんとか多
摩湖サイクリングロードに到着。 
 
走りに行ったことのある方はご存知でありましょう、ここで例のミニヒルクライムがやっ
てきます。車の交通量もなく、歩行者も少ない。つまりここはもう軽くスプリントを楽しむ
しかないですよね。友人がクロスのため、すこしペースは落としつつ、沖縄以来のミニクラ
イムを爽快に上った。 
本当はここでお昼でも食べようかと考えていたが、特にここまで買うこともなく、さらに見
渡す限り特に建物が無かったため、小休憩をはさんでこのままこぎ続けることを決意。せっ

かくなので多摩湖周回コースを走ろう！と
なり、埼玉県側へ。 
多摩湖畔サイクリングロードは、河川敷ほ
どは広くないものの、適度にアップダウン
があり、さらにカーブもあるので、気分と
しては山道の走行。なんだかんだ 30㎞巡行
で走り、個人的にかなり楽しかった。また
公園内に植わっている桜が満開でとても綺
麗だった。 
次回来るときはお昼ご飯を持ってくる方が
いいかもしれない、お花見にぴったりな場
所なので。 
 
多摩湖を周回したのち、とりあえず国道ま
で戻るためにそのまま多摩湖サイクリング
ロードを進み続けた。両側に植わっている
桜が満開で、春休み中だったため家族でお

花見している人が多く、人が入り乱れていた。そのため、五日市通りまでの 10kmほどはひ
たすら徐行運転。15-20kmhで走りながら、せっかくなので桜を楽しんだ。また線路と並行



して走る区間には写真の名所なのかカメラを構
える写真家たちが沢山いた。 
 
五日市街道の手前で丸亀製麺を見つけたので、
即座入店。自転車旅の時、丸亀製麺には大変お
世話になっている気がする。特に暑い夏の日。
本当は武蔵野うどんの気分であったが、多摩湖
を周回しているうちにすっかり 14:00 を過ぎて
しまっていた。いつも通りの明太釜玉（大）を注
文。お財布に優しい。 
 
昼ごはん後、毎回悩まされることがある。 
 

睡魔 
 
どんなに寝不足でなくても、食べた後は眠くなる。50km＋すでにこいでいたらなおさらで
ある。時折あまりの眠さにラン中に寝てしまう人もいるのだとか。みなさん、気をつけまし
ょうね。 
眠気と戦いつつ、沿道の桜を眺めながらそのまま多摩湖サイクリングロードを南下、そして
皆さんご存知の井の頭通りにそのまま合流。久々の車道でサイクリングロードと比べて道
がかなり広く感じられた。 
 
このあとは井の頭通りを使って永福町まで南下したのちに方南通り（この時存在を初めて
知りました笑）を使って新宿へ。自分はまだまだ元気であったが、友人のほうがすでに疲労
がたまってきていたため、駒場経由は断念した。それでも方南通りは走ってみるとかなり面
白い通りで、こんなところに東大付属、こんなところに丸の内線、など新たな発見がかなり
あった。 
 
そして新宿に到着。有名な歌舞伎町へ至る山手線のガード下を自転車で突っ切った。思えば
個人ランをしているとき、いつも都心のにぎやかな通りを突っ走っている気がする。先日も
銀座の土日は歩行者天国となる中央通りをゆるポタ（拡大解釈）していた。 
帰りも行き同様、水道橋まで自走して、ドームシティ前の広場で輪行しておとなしく総武線
で帰宅。時間としては 17 時ごろだったが、すでに総武線は帰宅ラッシュが開始していて、
輪行状態で乗るのに 1本待った。（千葉行きは混む） 
 



一緒してくれた同クラの F.N.氏、クロスバイクにも関わらずロードバカについてきてくれ
てありがとう。また次のルートを用意しているので行きましょう。 
 
2018年 4月 27日 
岡 俊輔 



編集後記 

　最後までこの5月会報を読んでくださりありがとうございます。NC2年編集担の山口です。新歓
期は私の無能さのせいでいろんな方にいろんなご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。そし
てお忙しい中記事を書いてくださった皆様、本当にありがとうございます。女子新歓とか開催か
ら１週間しか経っていないのに報告記事書き上げてもらってしまいほんまに申し訳ないです…。
皆様のおかげで、今月号は実に記事13本、本文39ページに及ぶ内容もりもり森鴎外な会報となり
ました（？？？）。 
　さて、ここからは完全に私が個人的に書きたいことについてだらだら書かせていただきます。
私の実家は茨城県にあるのですが、先日帰省ついでに隣町の土浦駅に新しくできた駅ビル
「PLAYatré」に行ってまいりました。チャリサーの会報でなぜ駅ビルの話？と思われるかもしれ
ません。実はこのPLAYatréとかいう代物、なんと「日本初の体験型サイクリングリゾート」を名
乗っているんです！まだ工事中で上の方のフロア（自転車乗り向けのホテルとかが入るらしい）
は開業していませんが、開業部分の館内には自転車を押して普通に入ることができます。テナント
には県が設置した「りんりんスクエア土浦」の中に更衣室やシャワーにレンタサイクル、そしてル・
サイク（スポーツバイク専門店）などが入っているんです！他にも、タリーズがビアンキとコラボ
していて店内にサイクルラックを設置していたり（写真）、
とにかくチャリダーに媚びた（という表現が適切かどうか
はわかりませんが）駅ビルを超越した何かになっているん
です！これはヤバい、茨城始まったわ（確信） 
　土浦は霞ヶ浦湖岸全周と筑波鉄道廃線跡からなる全長
180kmの「つくば霞ヶ浦りんりんロード」の拠点であり、
不動峠や表筑波スカイラインといったヒルクライムも楽し
めて、そして上野から1時間ちょいで行けるというかなりいいロケーションです。これはもう土浦
発着の定サイor個人ランを組むしか…! 
　というわけで私の広義地元愛垂れ流し長文ツイ（？）は以上です。読みづらい文章ですが最後
まで読んでいただきありがとうございました。今月も安全に気をつけて快適で楽しいサイクルライ
フを送りましょう！ 

NC２年　編集担当 
山口　玲


