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第一回新歓ラン開催報告 
なかよしさいくる2年　青木慧 

1. 概要 
　4/7(日)に境川サイクリングロードで第一回新歓ランを開催しました。例年通り中央林
間駅に集合し、遊水池公園や飯田牧場に立ち寄りながら江ノ島に向かうルートでした。 

【ルート】 
https://yahoo.jp/f86KJT 

【参加者】カッコ内はNCでの学年、敬称略 
1班：山口(3)・青木(2)・杉浦(2)・西尾(1)・神谷(1) 
2班：南雲(3)・渡部(2)・富田(2)・波多野(1)・内田(1) 
3班：遠山(3)・武縄(2)・大澤(2)・西村(1)・垣尾(1) 
4班：林(3)・吉田(2)・谷岡(2)・宇井(1) 
5班：木村(4)・永岩(4)・三輪(4)・岡(3)・河原(3) 
　 
2. 当日の流れ 
執行代：7:30に駒場倉庫前に集合 
サークル車レンタルの新入生：8:00に駒場正門前に集合 
それ以外：10:00に中央林間駅東側ロータリー(東急ストア前)に集合 

　朝は予定通り駒場キャンパスに集合し、新入生にロードバイクの乗り方を教えてサーク
ル車を貸し出した。8:30頃から準備のできた者から順に輪行を開始し、中央林間駅に向

https://yahoo.jp/f86KJT


かった。一部の執行代は9時になってから部室に寄って出発したため、全員が中央林間駅
についたのは10:20ごろだった。輪行解除を済ませ、各自東急ストアやコンビニで補給食
を調達した後に全体で集合し、ルートを確認した。 
　準備に手間取ったり、遅れてくる新入生
がいたりした関係で僕の班は11時前に出
発し、ルート通り進んで境川サイクリング
ロードに入った。しばらく行くと満開の桜
並木があり、休憩がてらしばし花見を楽し
んだ。昨年までと違い、今年は4月第一週
の新歓ランを境川に設定したが、図らずも
功を奏したと思う。 
　花見の後、スタートから8kmほどの中
原街道脇にある和菓子屋「松埜」で休憩を
とり、僕と大澤・武縄・杉浦で漢気じゃん
けんを決行して武縄がいちご大福を新入生
に奢ることになった。新入生が喜んでくれたかはわからない。ここでほぼ全ての班が集合
してしまったので、僕の班は店でゆっくりトークを楽しんでから出発することにした。 

　17km地点の境川遊水池公園に全員で集
合して集合写真を撮影した。この後に行く
飯田牧場の人に10人ぐらいずつ来てほし
いと言われていたので、2班ずつ向かうこ
とにして、後に出る班はしばらく休憩して
いた。 
　飯田牧場にはすぐに到着した。ここでも
例の4人で漢気じゃんけんを敢行し、今度
は杉浦にダブルのジェラートを奢っても
らった。去年までは大勢で押しかけて苦言
を呈されることもあったようだが、今年は
特にそのようなことはなく、ゆっくりと

ジェラートを楽しむことができた。 
　飯田牧場からは殺風景なサイクリングロードと狭い国道を走って一気に江ノ島に向かっ
た。島に向かう橋は車道が軽車両通行禁止で、歩道も工事中で狭くなっていたために自転
車を降りてゆっくりと押して歩くしかなかった。江ノ島では海鮮丼を食べ、しばし散策し
た後に海岸に出て夕日を眺めていた。 
　江ノ島観光を終えたあとは、片瀬江ノ島駅で軽い反省会をして班ごとに解散した。新入
生の一人は自走で帰るようで素質を感じた。執行代はサークル者を貸し出した新入生とと
もに駒場に戻り、反省会をして解散となった。 



3. 反省点 

・新入生から左折レーンから直進するのが怖いという声があった 
・休憩が交通の妨害になっていた 
・乗り方の説明・試走にかける時間が不十分だった 
・慣れていない新入生がフラつく事があった 
・新入生が来る前に執行代が打ち合わせする機会がなく、段取りがグダグダになってし
まった。 
・貸出の前に自転車とヘルメットなどをセットにしておくとスムーズになる 
・新入生ともっと積極的に喋ったほうがよかった 
・急にウインカーを出して曲がって来る車にぶつかりそうになった



 

 

 

女子新歓報告 

NC2 年吉田 

 

 

 

《班分け》 敬称略・順不同 

 

1 班 小川(2) 仲原(1) 永岩(4) 波多野(1) 

 

2 班 富田(2) 秋葉(1) 三輪(4) 藤井(1) 小林(4) 

 

3 班 吉田(2) 白井(1) 田中(1) 和田(4) 白崎(4) 

 

 

当日はからっとした晴天でした。ロードバイクに初めて跨がるという人たちが大勢参加し

てくれました。駒場で止まり方・輪行の手順を軽くレクチャーしてから国分寺へ向かいまし

た。少し走ってから昼食として、みんなでパンケーキを頬張りました。噂通りの神コスパぶ

りに一同言葉を失い、無言でかっ食らいました。 

昼下がりの多摩自転車道は人口密度高めでしたが、走りづらさを感じることもなく快適に

走行できました。アクシデントがあり、3 班のみ別の経路で駒場に戻りました。集合写真に

写ること叶わずということが判明した際、駅前の桜が生き残っていたのでそいつをバック

に班員と自撮りました。 

担当者が一人病欠？だったこともあり人手が本当に足りなかったので、普段参加しない同

期が手伝いにきてくれたことが本当に有り難かったです。そしてゆずプロの存在も当然の

ことながら神でした。私はといいますと、ピチピチの一年生とはしゃげて幸せでした。 

 

 

《反省点》 

 

・上の人数が足りない状態で初心者向けのランを開催するのは危険だと感じました。 

女性が参加しないなら、危険を侵してまでして女子ランをやる意味はない、のかもしれま

せん。あくまで個人の感想ですが。 

・新歓期はラン毎に整備の確認が要ります。 

 

 



 

 

 

 

 

↑なかよしさいくるの鑑 

 

                ↑神々しいですネ 

 

一年生のみんなが楽しんでくれたようでほっとしました。 

パンケーキ美味しすぎたので、行けなかった人と翌週も行ってしまいました。 

協力して下さった先輩方、本当にありがとうございました。 



裏新歓ラン＠ヤビツ峠報告 

                       NC２年 富田柚香 

４月２８日（日）に行った裏新歓ランの報告をさせていただきます。参加してくれた

新入生、上級生の皆さんありがとうございました。 

 

【参加者】（敬称略） 

１年：上杉 小野 小林 西畑 枩村 

２年：青木 大澤 加賀 富田 

３年：岡（敬） 岡（俊） 遠山 林 松浦 福山  

【ルート】 

秦野→ヤビツ峠→秦野 

 

【当日の流れ】 

執行代は７：３０に部室前に集合し、自転車貸し出しの準備をした。サークル車を借りる

新入生には駒場キャンパス正門前に８：００に集合してもらい、乗り方やハンドサイン等

を説明ししばらくの間自転車に乗りなれてもらった。故障によりラン自体には参加できな

かった西村、来てくれたので助かりました。輪行は上級生がやるのを見ていてもらう形で

終了し、予定通り９時頃発の電車に乗り秦野駅に向かった。井の頭線と小田急線どちらも

さほど混んでいなかった。道中新入生から、「なぜわざわざ輪行してまで峠に上りに行く

のか」という質問があった。なぜなんでしょうかねぇ。とりあえず私からは、みんなド M

なんだよと答えておきました。。。 

 

秦野駅の北口に集合のはずが、担当の記載ミスにより皆を南口に集合させてしまいまし



た。そして昼食を具体的にどうするか決めていなかったです（結局、昼食の時間は設け

ず、各自補給食を休憩ごとにとることにした）。本当に申し訳なかったです。全体の集合

は多少ごたつきながらも各班順次出発。まずはそれぞれ、ヒルクライムのスタート地点で

ある名古木交差点のセブンイレブンに向かいました。さすが GW２日目、暖かくなりどこ

からともなく湧いてきたローディの方々でコンビニは込み合っていました。補給を済ませ

各班ヤビツアタック開始です！ 

 

ヤビツ峠は最初の春陽橋までの区間は特に斜度がきつく、各班新入生のペースに合わせな

がら特にゆっくり上りました。ローディは多かったですが、それにより道が混むというこ

とはなかったです。全員が無事に第一の休憩スポットに到着しました。その後も各班順調

に上り菜の花台で休憩をはさみました。菜の花台は、意外にも神奈川県民のデートスポッ

トらしいですよ。。。 

 

 

 

 

 

↑当日は快晴だったため、菜の花台では見晴らしがよくその後の道中では富士山も見るこ

とができました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 

頂上ではヤビツ峠の看板とともに各班

集合写真を撮りました。新入生はきつ

かったと言いながらも達成感を味わう

ことができたそうなので良かったで

す。 

 

 

裏新歓ではダウンヒルがあるため、その注意点について頂上で説明しました。 

 

① 車間を２０ｍほどあける。 



② 前の人が速くても追いつこうとせずに自分のペースで下る。 

③ カーブに入る前に十分に減速する。 

④ カーブの際のペダルの位置について。 

⑤ ブレーキを握りすぎるとタイヤがロックしてしまうので、じわじわ握ること。 

 

その後、再度新入生の自転車の点検をして各班下りました。 

頂上から菜の花台まではヘアピンカーブが多いため、菜の花台で一度手を休めるために休

憩を取りました。そして秦野駅まで下り、ロータリーの広場で輪行しました。ここで全体

解散し、サークル車を借りた新入生と執行代は部室に戻りました。 

 

【反省】 

・（どうしようもないことだが、）体調不良の執行代が続出し、３年生の参加がなければラ

ンが開催できなかった。 

・上級生は新入生の荷物も場合によっては持つことになるので、リュックの容量に余裕

を。 

・ヒルクライム中に足がつってしまうということがあったので、上り始める前には普段以

上に水分補給をするように呼び掛ける。 

・メカトラに対する知識不足で３年生に助けてもらうことが多々あった。 

 

 

 

【担当より】 

ランに参加してくれた新入生や上級生、ありがとうございます。今回のランは裏新歓と

もあって、峠に行きました。私たちとしては、ロードバイクで山を登ることの楽しさを

実感してほしいと思い毎年裏新歓を実施しています。しかし、「つらい、いったい何が

楽しいのか？」と思った新入生もいるかもしれません。安心してください、ヒルクライ

ムがロードバイクのすべてではありません。NCでは観光をメインとしたランを多く開

催しています。ぜひ今後の活動にも参加してみてください( ´∀｀ ) 

 

 

 

担当  

立教大学２年 富田柚香 

 

 

 



会長連載 5 月 

NC3 年 岡 俊輔 

春になって、いよいよ本格的に自転車に乗りたくなる季節になってきましたね。3 年になってなかなか走る時間

を見つけられず、ついこないだ裏新歓で下級生のポテンシャルに驚かされ、いよいよ 3 年の代ごと五月祭で引退

しようか、との話が上がってきたほどです。 

今月は、少し前に永岩さんと青木君と松浦の 3 人で走った花見ランについてです。ルートは次の写真通りです。 

 

西武秩父駅に集合して、そのあとは荒川沿いに長瀞経由で走りました。ちなみに、行きに池袋から使った西武の

特急（Laview）がものすごく快適でした。1 号車だと先頭の景色が楽しめる上に座席数が少なくて輪行フレンド

リーなのでもし機会あれば使ってみてください。 

  
↑永岩さん撮影           ↑車内の様子 窓が広くて線路まで見えます。座席もゆったりです。 

 

 



 

⇐ 永岩さんとのランでは甘いものは欠かせません。走って

まだ 10km ほどでしたが、最初の補給です。男気 1 勝目。 

 

 

 

 

早いですがお昼です。NC のランでお世話になるお

蕎麦です。キノコをふんだんに使っていて、とても

美味しかったです。＠上長瀞駅前のそば処うちだ⇒ 

 

 

 

 

 

 

⇐長瀞の有名な岩畳にてたたずむ永岩さんと

青木君。いい絵になっています。 

ちょうどいい休憩スポットともなり、長瀞の

自然を感じていました。 

このころ松浦は電車を乗り間違えたため飯能

から峠を越えて長瀞へ爆走していました。 

 

 

 

男気 2 勝目。有名なジェラート店にて。エスプレッソを頼みま

した。コーヒーのほろ苦さが財布にも響きます。この後青木君

推しのみそポテトも食べました。⇒ 

 

 

 

 



花見ランのメインはここから、桜に囲まれた

通りを走ります。まだ 5 分咲きで満開ではな

かったものの、咲き始めている桜に囲まれて

のんびりと走りました。 

左側の二枚は枝垂桜で有名な法善寺にて。こ

ちらはほぼ満開で多くの人が見に来ていまし

た。 

 

 

 

 

 

 

そしてさらに熊谷の方へ進み、熊谷桜堤へ。この道は未舗

装でしたが、桜と菜の花の両方が咲いていて、黄色とピン

クと青の色のコラボレーションが見られました。 

ここに自転車の赤を足すとかなり色が派手ですね。 

2 月に変えたばっかりのバーテープが映えます。 

 

 

 

 

 

 



  

そして桜を眺めていると踏切が鳴ったので、ふとカメラを構えると SL が通りました！実際に SL が走るのを見

るのは初めてで、テンションが上がりますね。桜と菜の花の横を走る SL はすごくいい絵になります。 

 

そのあと、予定では熊谷駅で解散するつもりで

したが、強風でたこが電線に絡んでしまったら

しく、高崎線が全線で運転を見合わせていまし

た。これは自走しろとの神のお告げだ！と悟っ

た我々は荒川沿いを進み続けました。 

あたり一面を夕陽が照らしていて、なんだかと

ても穏やかな空気でした。 

しかし、あまりにも穏やかでペースが落ちてし

まったので、青木君の提案で先頭交替しりとり

というものをやりました。一列に並んで、しり

とりをするのですが、最後尾の人に回ってきた

らその人がスプリントをかけて先頭に出る、と

いうシンプルなゲームです。これがかなり盛り

上がって、全体のペースも上がりました。空いているサイクリングロードでやるのにちょうどいいですね。 

 

そうこうしているうちに日が暮れてしまい、全自走するだの南浦和まで走るだの言っていた全員のモチベが落ち

てしまいました。結局自分と松浦は運転を再開した高崎線の鴻巣駅へ、青木君と永岩さんは川越駅へ向かいまし

た。 

かなりのらりくらりとしたランでしたが、桜も見れて、長瀞を観光することができたのでとても楽しかったです。

こんな感じでのんびりとしたランをこれからは増やしていきたいですね。自転車に乗って写真をもっと撮りたい

ので、また近いうちに開催していこうと思っています。 

 

以上、最近カメラにはまり始めた会長からでした。 



沖縄合宿後ランの記録 
2年　青木　慧 

はじめに 
　本来ならばこの記事は新刊特別号に駒代連載として寄稿する予定だったのですが、締
め切りに間に合わなかったのでやむなく5月号に寄稿します。賞味期限切れの話題が続く
ことをお許しください。 

 Day 0 (3/12) 
　首里城で沖縄合宿を終えた我々は、解散とは名ばかりに10人中8人がその後の行動をと
もにした。那覇空港の南に隣接する瀬長島でのグランピングを計画していたのである。
Airbnbで予約した民泊の宿に荷物を置いて島に向かい、バーベキュー場でのバイト経験
のある加賀プロに着火を任せる。メニューはポップコーン→野菜串→牛肉→マシュマロ→
豚肉→鶏肉だったような気がするが、合宿担当のプレッシャーから解き放たれて完全に
「お客さん」モードに入っていたので良く覚えていない。めちゃくちゃ美味しかったが、
牛肉が硬すぎて30分くらい延々とかみ続けていた。その後は瀬長島にある温浴施設「龍
神の湯」で露天風呂やサウナを堪能し、日付が変わる頃になって宿に戻ってそのまま就
寝。お疲れ様でした。 



Day 1 (3/13) 
　6時半に加賀の目覚ましで起床。8時ごろに二度寝から覚めると加賀と富田はすでに旅
立っていた。これから九州を縦断するらしい。無限の体力、羨ましい限りである。午前中
の飛行機で沖縄を立つ谷岡と吉田も8時半には出発し、残されたのは青木・武縄・西村・
渡部の4人。武縄は国際通りに行きたいと言い、午後イチの飛行機で時間に余裕がないこ
ともあって別れ、残った3人でとりあえず朝食を食べ、昨日満足に見られなかった首里城
に向かうことにした。 
　沖縄合宿中は豚肉ばかり食べていた我々は沖縄の魚も食べてみたいと思い、「海洋食
堂」なる飲食店を発見するや直行し、入店。ところが、入ってみるとごく普通の大衆食堂
で、メニューも沖縄そばやチャンプルーなど今まで散々見てきたものばかり。仕方がない
ので各々沖縄料理を注文し、多少萎えながらも美味しくいただいた。 

　続いて首里城へ向かい、昨日入れなかっ
た有料エリアに入場した。首里城の建物は
ことごとく沖縄戦で破壊されており、現在
建っているのは全て戦後に復元されたもの
である。全体的に妙に新しく、これなら石
垣だけが残る今帰仁城や勝連城の方が風情
があって良いのではとも感じた。 
　展示物を流し見ながら進んでいくと、
310円でさんぴん茶と琉球菓子が味わえる
茶室があり、足が疲れてきていたこともあ
り入ってみることにした。これが運命の出
会いの始まりだったのである。 

　茶室ではちんすこうをはじめとする4種の琉球菓子が振る舞われ、さんぴん茶はおかわ
り自由だった。 

【琉球菓子オブザイヤー2019 ノミネート菓子一覧】 

 - エントリーNo.1 ちんすこう 
　琉球菓子の王道・ちんすこう。パサパサしているイメージがあったが、そこまでではな
く、むしろサクサクとして美味しかった。 
 - エントリーNo.2 花ぼうる 
　ちんすこうを花の形に成形したようなクッキー状のお菓子。ちんすこうよりもしっとり
とした食感で、爽やかな甘みもありさんぴん茶によく合う味わいだった。 
 - エントリーNo.3 ちぃるんこう 
　琉球菓子の中では異色のふんわりとした食感のお菓子。ふんだんに使われた卵黄の黄色
が美しく映える。 
 - エントリーNo.4 くんぺん 
　卵黄と小麦粉の生地にピーナッツクリームを挟んで焼いた丸いお菓子。ピーナッツの香
ばしい香りが口中に広がり、一番のお気に入りになった。 



　これら琉球菓子とさんぴん茶の相性に魅了され、展示室を出た僕と西村は速攻で売店に
向かい、このお菓子を卸している新垣カミ菓子店の商品を探した。ちんすこうや花ぼうる
はすぐに見つかったのだが、一押しのくんぺんだけは、受注生産しか受け付けていないよ
うで、通販か工場での直売でしか手に入らないらしい。仕方なく花ぼうるとちんすこうだ
けを購入して首里城を後にしたが、この程度で諦めるわけには行かないのだった。 
　お菓子のことはともかく、まずは昼食とお土産調達のために国際通りに行くことにし
た。いい加減沖縄料理に飽きていたので、前日の昼食と全く同じではあるが、国際通りの
A&Wでルートビアを飲んだ。 
　腹も満たされたところでいよいよお土産探しの旅に出る。何より探し求めているのは新
垣カミ菓子店のくんぺんである。国際通りにはお土産屋が立ち並んでおり、中にはお菓子
を専門に取り扱っているところもある。そういった店に入って探してみるも、ちんすこう
ばかりでくんぺんは見つからない。「新垣菓子店」の店舗を見てみても、「新垣”カミ”菓
子店」の商品は置かれておらず、くんぺんもなかった。最初からくんぺんにそこまで執着
していなかった渡部はともかく、僕と西村は些か落胆しながらも、Tシャツやちんすこう
などのお土産を購入し、空港のお土産屋に一縷の望みを託して那覇空港へと向かった。 
　空港には17時半ごろ到着したが、ほか二人の飛行機の出発時刻は20時以降だったの
で、比較的ゆっくりお土産を見て回ることができた。ところが、ついにここでもくんぺん
に巡りあうことはできなかったのである。 
　失意のうちに沖縄を去る西村を見送り、自転車を空港のコインロッカーに預けた僕はひ
とり本日の宿へと向かった。部屋はお世辞にも綺麗とは言いがたいボロ宿であったが、電
源とWi-Fiがあったので全てを許した。 

Day 2 (3/14) 
　この日はサークルの仲間からも自転車からも自由になり、一人でのんびりバス旅をエン
ジョイした。朝起きて朝食をコンビニ飯ですませ、沖縄最大のバスターミナルである那覇
バスターミナルへ向かう。ここで観光客向けのバス一日乗車券を購入し、いよいよ楽しい
バス旅がスタートした。 

・第一走者　沖縄バス89系統　糸満バスターミナルゆき　那覇BT→糸満BT 
　本島南部に点在する沖縄戦の遺跡を訪れ
るべく、まずは糸満バスターミナルを目指
す。那覇市街地を一周してから糸満に向か
う系統に乗ってしまったため、案外時間が
かかり、1時間ほどかけて10:06に糸満に
到着した。糸満バスターミナルは糸満市の
はずれにあり、目の前に海が広がっている
他には、周囲には自動車教習所しかないよ
うな寂しい立地であった。 



・第二走者　琉球バス交通82系統　玉泉洞ゆき　糸満BT→ひめゆりの塔前 
　続いて、ひめゆりの塔を目指してバスを乗り継いだ。南部の交通量のあまり多くない道
を快調に走り、20分ほどでひめゆりの塔前に到着した。早速ひめゆりの塔を目指そうと
したところ、観光バスから修学旅行生と見られる大量の中高生の集団が降りてきて一瞬で
萎えてしまい、ひとまず人の少なそうな第一外科壕跡に行くことにした。 

第一外科壕跡はいわゆるガマの一つで、沖
縄戦末期には左の写真のような天然の洞穴
で負傷者の手当てをしていたらしい。周り
には畑しかないようなところで人影もな
く、静かに当時の人々に思いを馳せること
ができた。 
　さらに海のほうに向かっていき、終戦直
後に周囲に散乱していた遺骨を地元の人々
が集めて祀った「魂魄の塔」を訪れた。塔
自体もさることながら、僕はむしろ近くに
あった別の施設に興味を惹かれてしまっ
た。 

　先島諸島・大東諸島と沖縄本島を結ぶ海
底ケーブルの陸揚げ基地らしい。沖縄本島
最南端が近いことをよく表している。イン
フラの管理施設はコンクリートの武骨な作
りであることが多い印象があるが、ここは
瓦屋根の平屋建てで、沖縄の伝統的な建物
の雰囲気がある美しい施設だった。 
　この周辺には各都道府県出身の戦没者を
祀った慰霊碑がいくつもあり、それらにも
少し目をやったあと、ひめゆりの塔に戻っ
た。 
　ひめゆりの塔は相変わらず凄まじい人混
みで再び辟易してしまったので、塔の前まで行ってすぐにバス停に戻った。 

・第三走者　琉球バス交通82系統　玉泉洞ゆき　ひめゆりの塔前→健児の塔入口 
　ひめゆりの塔から3kmほど東に行ったところ
にある摩文仁の丘は、沖縄の日本軍が最後に司
令部を置いた激戦地で、今では平和祈念公園と
して整備され、多くの慰霊碑が立ち並んでい
る。平和祈念公園の最西端に近い健児の塔入口
でバスを降り、公園内を散歩することにした。
公園内の海沿いの部分は高台になっており、は
しご状の階段を登って高台に上がると眼前が開



けて、海の景色が広がった。高台の上にもいくつかの慰霊碑が点在していた。海側の崖沿
いに設けられた階段を少し下ると、海に張り出した崖の中腹に洞窟があった。どうやらそ
の洞窟に最後まで抵抗を続けた日本軍第32軍の司令部がおかれていたらしい。 

←洞窟の前から撮った写真。右が慰霊碑の
立つ高台、左側は海へと続く断崖になって
いる。 

↓第32軍司令部のあった洞窟 

　高台に戻り、東側に進んでいくと、各都道府
県出身の戦没者を祀った慰霊碑群が広がってい
た。中には台湾や樺太、パラオ出身者の碑も建
立されていたのが印象的であった。 
　集団墓地のようにも見える慰霊碑群を抜ける
と大きな広場があり、その傍らの小さな食堂で
昼食に沖縄そばを食べた。 

・第四走者　琉球バス交通82系統　玉泉洞ゆき　平和祈念堂入口→具志頭 
　南部戦跡を一通り見学し終わった後は、合宿の1日目に見られなかった南風原町役場の
オーニソプターを見るべく、那覇方面に戻ることにした。まずは82系統に乗り込み、本
島南部の海沿いを通る国道331号と那覇に向かう国道507号との分岐点である具志頭で下
車した。 
　具志頭のバス停のそばには具志頭歴史民俗資料館があり、八重瀬町港川で発見された日
本最古と言われる人骨の「港川人」に関する展示があってやや興味が惹かれたが、バスの
時間が迫っていたためあえなく断念した。 

・第五走者　琉球バス交通83系統　那覇バスターミナルゆき　具志頭→開南 
　具志頭からは国道507号を走るバスに乗り継いで那覇に戻った。このルートは合宿1日
目に自転車でも通ったルートであったが、バスの中では疲れて寝てしまったためよく覚え
ていない。下車したバス停のある開南地区は、この地にあった中学校の名前がそのまま地
名になってしまったという、面白い由来を持っているらしい。 



・第六走者　沖縄バス40系統　大城ゆき　開南→南風原町役場前 
　いよいよ念願の南風原町役場に向かうバスに乗った。20分前後で到着し、喜び勇んで
飛び安里のオーニソプターが展示されているという役場の1階ロビーに向かった。しか
し、折しも世間は確定申告の季節であった。ロビーは確定申告会場に使われており、オー
ニソプターは残念ながらどこにも見当たらなかったのである。 
　役場にいても仕方がないので行く当てもなく周りを歩き出したところ、観光案内所を見
つけた。一か八か、オーニソプターを見ることができないか職員さんにお話を伺い、「東
京からわざわざ来ました」カードまで切ったところ、役場の方に電話してもらい、役場の
地下に置いてあるので見学してよいと言っていただけた。 

　満を持して役場に戻り、確定申告列に脇目も振ら
ず階段で地下に降りると、半ば物置と化した廊下
に、件のオーニソプターが置かれていた。 
　「撤去中」であるから仕方ないが、なんの案内板
もなく、倒されて無造作に置かれている姿はやや残
念なものであったが、ずっと見たかったオーニソプ
ターのレプリカを見ることができて、満足であっ
た。 

　さて、皆さんは僕が何かを忘れていることに気づ
いているだろうか？ 
 ̶- そう、くんぺんである。 ̶- 
　南風原町役場を出たところで新垣カミ菓子店に電
話をし、明日の朝くんぺんを工場で受け取ることが
できるかどうか聞いて見たところ、なんと可能との

ことであった。オーニソプターとくんぺん、二兎を追って二兎を得た格好となった僕は、
次なるバス停へと歩みを進めた。 
　南風原町役場前からのバスは本数が少な
いため、バスの多く走る国道329号沿いに
出た。近くに戦前の軽便鉄道の南風原駅跡
があるとのことだったので跡地に向かった
が、往時を偲ばせるものは「軽便橋」と名
付けられた小さな歩道橋だけであった。 
　そのまま国道329号線を那覇方面に歩
き、印刷団地前というユニークな名前のつ
いたバス停からバスに乗り込んだ。 



・第七走者　系統・行き先不明　印刷団地前→与儀十字路 
　バスに乗って那覇市街地に戻っても良かったが、夕食にはまだ早く、観光には遅いとい
う微妙な時間であったため、途中のバス停で降りて最初にきたバスの終点まで行くとい
う、自由気ままな旅をすることにした。路線図をにらみ、バスの多そうな与儀十字路で下
車した。 

・第八走者　琉球バス交通55系統　宜野湾出張所ゆき　与儀十字路→宜野湾出張
所 
　与儀十字路に最初にきたバスは宜野湾出張所ゆきであった。沖縄本島中心部の丘陵地帯
を縫うように進んでいく系統で、曲がりくねった経路を取るために1時間近くかかって終
点に到着した。 
　宜野湾市といえば、僕の愛してやまない横浜DeNAベイスターズの春季キャンプの開か
れる町である。さっそくキャンプ地の宜野湾市民球場に行ってみた。キャンプは2月中に

終了しており、時刻も遅くなっていたこと
もあり、球場には人影は少なかったが、随
所にベイスターズを思わせるものがあって
ファン心理をくすぐられていた。あと球場
の入口にいた猫がとても人懐っこくて可愛
かった。 

・第九走者　琉球バス交通26系統　那覇バスターミナルゆき　コンベンションセ
ンター前→那覇BT 
　日も暮れてそろそろ腹が減ってきたので、那覇に戻ることにした。今度のバスは行きと
違って国道58号線経由であったため、30分程度で那覇バスターミナルに到着した。那覇
バスターミナル近辺で夕食を取ろうかとも思ったが、めぼしい店がなかったため、宿の近
くで適当に探すことにした。 

・第十走者　沖縄バス777系統　屋慶名バスターミナルゆき　那覇BT→泊高橋 
　宿の最寄りバス停は那覇バスターミナルから3つ目くらいであったが、このバスの行き
先は本島中部、那覇から50kmほど離れた与勝半島の屋慶名である。寝たら死ぬ。なんと
か寝ずに降りることに成功し、宿の近くのラーメン屋で夕食を食べて宿に戻った。 



Day 3 (3/15) 
　この日の予定は新垣カミ菓子店にくんぺんを受け取りに行き、東京に帰るだけであった
ので、朝はゆっくりと部屋で過ごした。宿を出るときにご主人に「最近は大学生が泊まっ
てくれる事が珍しい」と言われ、(そりゃあのボロさじゃ当然だろ)などとはおクビにも出
さずに笑顔で別れた。ゆいレールに乗って首里の一つ手前の儀保駅で降り、徒歩10分で
新垣カミ菓子店に到着。ついに念願のくんぺんとのご対面である。 

←くんぺん、君に逢いたかった。 

　新垣カミ菓子店のすぐ目の前には国際
通りでも見かけた新垣菓子店の店舗があ
り、両店の関係が気になったので店員さ
んに聞いてみたところ、いとこ同士の関
係であるらしい。我々は菓子の味を巡っ
て対立が生じ、分裂したなどときな臭い
想像をしていたのだが、特にそう言った
ことはなく、友好的であった。平和が一
番ですね。 
　沖縄でやり残したことは何一つなく
なったので、いよいよ那覇空港に向か
う。コインロッカーから自転車を取り出
して手荷物として預けようとしたとこ
ろ、修学旅行の高校生でカウンターが大
混雑であった。かなり時間に余裕を持っ
て空港に到着したつもりだったが、結局
荷物を預け終わったときにはフライトま

で1時間ほどしか残っていなかった。 
　沖縄最後の昼食をA&Wで締めくくろうと空港内店舗に行ってみたものの、ここも長蛇
の列ができていて並んでいては飛行機に間に合うかわからず、断念。結局沖縄最後の昼食
はタリーズのホットドッグであった。 
　帰りの飛行機はJALを利用したが、行きのスカイマークと違って機内Wi-Fiが整備され
ていて、スープの無料サービスもあるなどなかなか快適な空の旅を楽しめた。これで値段
も大して変わらないし、今後はJALを積極的に使っていくかもしれない。 

おわりに 
　ここまで長々とお付き合いいただき、ありがとうございました。新入生の皆さん、なか
よしさいくるのイベントではこんな感じで自転車にほとんど乗らない後ラン(もはやラン
ではない)を楽しむこともできます。ぜひ参加してみてください！



編集後記 

2年 西村 

 こんにちは。編集担当の西村です。今回は原稿締切から発行まで 2週間もかかるという怠

惰を発揮し、皆様にはご迷惑をおかけしました。(2S なのに 1A よりキャパっているので許

してください) 

 私が担当した 5 月定サイは無事終わり、いよいよイベントが飽和する 6 月へと入ります

ね。みなさま奮ってご参加ください。 

 5月定サイはというと、10人もの新入生に参加していただきました。全行程が 50kmにも

なり、新入生の皆さんの解散時刻が遅くなってしまったことは反省ですね。ただ、これは新

歓ランではなく定サイなのでご容赦いただきたいところです。 

 

 編集後記に書くことも思いつかないので、最近の由なし事を書き連ねていこうと思いま

す。 

 紅茶同好会に最近加入して、紅茶に入門しようとしています。動機は至極単純で、魔剤を

作業時に飲むのは健康的でなく金もばかにならないために、その代わりにティーブレイク

を挟もうと思ったからです。まだ紅茶を飲んでばかりですが、淹れられるようになりたいで

すね。ところが紅茶を淹れるの必要な装備は多く、金欠大学生の私はなかなか始められずに

います。 

 読者の皆様の多くは学部 2 年の前期を経験済かと思いますが、皆様はいかがお過ごしで

したか？私はといえば、4月病を遺憾なく発揮し、授業 12コマ+自主ゼミ 3コマなどという

生活になっています。授業 12コマはいくら何でも多かったです。特にラテン語とアラビア

語の負担がかなり大きく、どちらかにすべきであったと後悔しつつも何とかついて行って

います。 

 ごくわずかにいらっしゃる学部 1年の皆様にはくれぐれも自分のキャパと相談して 2Sを

有意義に過ごしていただければと思います。 


