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2019 年夏合宿報告 

文責 2年西村 

 

1. 概要 

大まかな行程は以下のようであった。 

9/1  旭川トーヨーホテル@旭川市内に集合 

 16:00 ごろからチェックイン可、19:00集合とした。 

9/2  旭川～美瑛～富良野を走った。 

 十勝岳に登る班も編成した。 

 この日の宿: Chalet Burlap Furanui@富良野のスキー場そば 

9/3  富良野～滝川～新十津川を走った。 

 全ての班が松尾ジンギスカン本店で夕食をとった。 

 この日の宿: サンヒルズ・サライ@新十津川町ふるさと公園 

9/4  新十津川～砂川～札幌を走った。 

 深川に行った班(砂川から輪行)、全自走班、砂川から札幌まで輪行した班等様々だ

 った。 

 この日の宿: プレミアホテル中島公園札幌＠札幌市内 

 

参加者(敬称略) 

1年: 井田、上杦、大越、小野、菅原、竹内、西村、蓮沼、波多野、林、本橋 

2年: 青木、大澤、加賀、谷岡、富田、西村、吉田、渡部 

3年: 泉田、河原、中村、山口 

4年: 木村、永岩、三輪 



 

2. 道中の様子 

9/2 

9時に宿を出走したが、tknw君が鍵を紛失(後に発見)したため、tknw君

は駒代率いる 6班に編入された。 

十勝岳に行った班と行っていない班があった。ルートは以下の通り。 

十勝岳班 R237  十勝岳   

美瑛まで輪行班 輪行 
美瑛駅 

十勝岳 
メロンハウスとみた 宿 

青い池班 
R237-R452 

青い池 

美瑛班  四季彩の丘   

私は美瑛班で美瑛の丘を満喫してお昼ご飯を食べた後に四季彩の丘に行った。途中で htnさんの自

転車のクランクにトラブルが発生し、mw さんと共に離脱した。メロンハウスとみたで合流ができたので

オッケーです。メロンハウスとみたとファーム富田は隣接しながら別会社で、ガチガチにやりあっていた

のが印象深かった。夜ご飯は壺焼きカレーで優勝！ 

9/3 

 この日は富良野から滝川まで 70km、下り

基調なので休息日だな！と思っていたが、

結果的に一番走行距離の短かった私の班

でさえ 80km 走ることとなった。(ここ運営ガ

バ) 

 富良野からまっすぐ滝川へ行ったわけで

なく、富良野チーズ工房に寄ってから滝川

方面へと向かった(+15km)、途中の芦別で

ガタタンラーメンを食べてほっこりした後、

(私の班は行ってないが)今は不定期公開に

なったカナディアンワールドという名の廃墟

に行った人々もいる。(+20km,200mup) 

 前ランと担当の疲れからか虚無っていた自分だが、松尾ジンギスカンの向かいにあったお菓子屋さ

んで優勝し、たきかわスカイパークで青春をした。これがインカレサークル Ker って感じです。 

 全ての班が松尾ジンギスカンで夕食をとって宿に向かった。 

図 1 鍵屋に電話する

tknw 君 

図 2 噂のカナディアンワールド 



 

9/4 

西村がいた班のルート:新十津川～R12(大型車が多く大変)～砂川

～R1130(走りやすかった)～美唄～輪行 

～大麻～札幌 

 100km 超級の全自走組と、途中に輪行を挟んだゆるふわ組に分

かれた。自分は当然ゆるふわ班に入った。(合宿を通じて一番走っ

たのは前ランの札幌〜中山峠〜ニセコだったりする。) 

 ゆるふわ班と全自走班のルートは(途中で鉄道に乗ったかの違いを

除いて)あまり変わらず、新十津川〜砂川〜美唄(ここで我が班は輪

行)〜大麻(おおあさ)〜札幌へログインとなった。 

砂川スイートロードでスイーツを堪能した。アップルパイ屋さん

で男気ジャンケンが開催され、見事勝利した私は 5 個のアッ

プルパイをお買い上げとなった。砂川から美唄の R1130 は

交通量も少なく路面が良く、稲穂で黄金色に輝く田園を走る

ことができた。最高！ 

 美唄の焼き鳥屋で焼き鳥を購入した後に輪行して大麻駅

までワープした。キハ 40 に乗ってエモエモ〜とオタクはなっ

ていた。大麻駅付近のプリン食べ放題の店でフードファイトし

た班が(特に全自走班に)多くいた。 

 札幌の宿に着いた後、シャワーを浴びてすすきのへと繰り出

した(スープカレーを食べただけ)。これにて合宿は終了し、

9/5 は各々が旅を続けたり、四国へ飛び立ったり、東京へと

帰っていった。 

反省 

・宿の予約について 

 今回はコミュ障を発揮して、通話のいらない Booking.comを

メインに利用して宿の予約をした。S セメの期末の後に宿を予約したのは少し遅かった気がするので、

もっと早く宿を取ると良いと思う。 

 宿に朝食が付いていないことが多かったが、ハンガーノックに陥る危険性もあるので朝食付の宿が

良いと思う。 

 あとは和室の宴会場があると良いですよね。(kmr先輩より) 

※他の反省については渡部君が書いたものを参照してください。 

図 3たきかわスカイパーク

での青春 

図 4 男気ジャンケンの戦果 

図 5 プリン食べ放題の様子 



夏合宿担当の手引き    NC２年 渡部匠 

 

⚫ 夏合宿当日までの流れ 

6 月初め   担当者 2 人でコースを作成。 

6 月９日   コースと日程を告知 

6 月 18 日   夏合宿の仮出欠(６月 30 日締切)を取る。 

7 月 8 日  夏合宿の正式な出欠を取る。 

7 月 22 日   担当 2 人で宿を取る。 

8 月 11 日   出欠を締め切る。 

8 月 21 日   LINE グループと合宿のしおりを作成。しおりをグループに配布 

8 月 26 日   宿泊料金のキャンセル料を参加者に告知(n 日前で〜円) 

9 月 1 日〜9 月 5 日 合宿本番 

 

⚫ 日程について 

夏合宿の日程が９月初めにした理由は避暑の他に４年の先輩方の院試後という意

味もあったが、逆に９月で授業が始まっている人もいた。 

⚫ コースについて 

雨の場合を考えて、電車の通った所や迂回路がある所が良い。また長いトンネルが

ある所や、急勾配の下りは避けた。夜街灯が少ないところは危ない。以上 4 つはある程

度はしょうがないが、心がけると良い。 

⚫ 出欠について 

仮出欠は目安の人数を知りたかったので行ったが、正直必要なかった。(投票して

くれない) 目安 25〜30 人くらい(?) 

出欠フォームでは氏名、所属、性別、N C での学年、宿泊する日(途中参加途中抜

けあり)、保険加入の有無、サークルから借りたいもの、自由解答欄 で聞いた。保険

未加入者には個別に連絡した。 

⚫ 宿について 

７月 22 日に宿を予約したが札幌は取りたい宿が既に埋まっていたので、もう少し

早い方が良い。値段の目安は max6000 円ぐらい？ しかし多少高くても質を重視した

方が喜ばれる。特にバスタオルや歯ブラシが付いていると荷物が減るので good 



宿の確保は均等に分担した方がいい。当日対応する人は予約した人になりがちな

ので、当日の忙しさに大きく差が出る。自分は４泊中、１泊しか予約をしなかったので、

ほとんどもう 1 人の担当者に任せることになってしまった。 

宿には自転車が大量にあることを伝える必要がある。直接メールを送って宿を取

ったりもした。また宿への支払いはみんなから集めてから行うので、少し遅れる旨を宿

側に伝えておくと良い。 

宿はコンパを開ける場所があるところが良い。(畳の宴会場が良いとの意見があっ

た) 集まれる場所がないと次の日のコース確認や反省が行えない&つまらない。コイン

ランドリーの有無の確認も。 

朝食は宿で食べた方が良い。 

⚫ 夏合宿担当としての反省点 

宿泊料金のキャンセル料の説明が遅過ぎた(8 月 26 日)。決まり次第参加者に伝え

るべき。 

走行距離が当初の予定より長くなり、疲労が溜まった。観光地に行くことで距離が

伸びるため、コース作成時はもう少し短めの方が良かった。 

コンパ用の買い出しは、事前(前日)に誰が何を買ってくるのか確認すべき。 

 

＜反省会まとめ＞ 

1. 飛行機輪行の後の自転車の点検をするよう、注意喚起するべき。実際ペダルが外れる、

ブレーキのメカトラなどが起きた。 

2. 下りで班員がごちゃごちゃになった結果、一年生が最後尾を走る状態が出来た。ダウン

ヒル前に下りの反省を十分にしなかったことが大きな反省点。 

3. 昼食代をケチった結果、ハンガーノックになった。 

4. 平地で班が集まってしまい、長いトレインになった。途中で解消しようとしたが、結局

信号で追いついてしまった。 

5. 手信号を十分に共有出来なかった。一年生も夏合宿からは全員した方が良いという意

見も(無理のない範囲で)。一年生が 2 人連続すると、ハンドサインが見えなくなる。 

6. 自転車の鍵が無くなった。(結局他の 2 年が持っていた。) 持ち主不明のものを見つけ



たら、すぐに LINE で共有。 

7. 観光をし過ぎて最後急いだので、時間をよく考えて行動すべき。 

8. 路肩に寄り過ぎないように。 

9. 登りでは走力に応じて順番を変えても良い。 

10. 信号で急ブレーキをかけて衝突しかけた。夜は視界も悪く疲れているので慎重に。 

11. リアライトが点かなかった。出走前に点検すべき。また一年生を中心に、そもそもライ

ト、ベルがない。グローブをしていない。が多く見られた。しましょう。サイコンも

買った方が良い。しおりには書いたが、注意喚起すべきだった。 

12. 二段階右折や一時停止を怠った。 

13. 他の自転車を抜かす時は声をかける方が良い。 

14. 車が一時停止を怠りぶつかりかけた。車にはぶつからなかったが、車間が詰まっていた

ので自転車同士で玉突きになってしまった。 

15. 駐車場で走ってはいけない所を走ってしまった。(逆走) 

16. 曲がる回数、特に右折は減らした方が良い。 



五月祭収支報告書 

 

去ること 3か月前ですが五月祭の報告です。 

例年通り牛串を販売しました。土曜日の売れ行きが良くなく、売れ残りを作ってしまい大変心苦しい

スタートとなってしまいましたが、日曜日は早い時間に完売することができ、なんとか利益を生み出

すことができました。 

 

収支については以下のとおりとなります。 
 

支出額 
 

収入額 

食材・レンタル 245085 1日目 141517 

調味料 1680 2日目 171773 

支出計 246765 収入計 313290 
  

利益額 66525 

 

というわけで 105の R7000が買えるかどうかくらいの利益しか生みだすことができませんでした

が、何かしら有効活用していただければと考えております。既に収入は全額 NC の口座に振り込み

済みです。 

 

通行人が多いところではあったのですが、近隣に牛串店がいくつもあり、ターゲットとする人が少し

少なくなってしまったのも原因の一つと考えております。出店側としてはどうしようもないことでもあり

ますが、全部売り切る努力が必要ってことですね。次年度行う際に活かしてもらいたいです。 

 

牛串を買いに来てくださった先輩後輩同期の方々、そして手伝いに来てくれた三年生と大澤君、あ

りがとうございました。そして店を全焼させずに身を張って牛串を焼き続けてくれた店長の河原、お

疲れ様でした。 

 

 

 

 

文責：岡 

 



駒代連載第 6 号 

四国一周サイクリング(速報版) 
2 年 青木 慧 

 
 
 



駒代連載第 6 号 

まえがき 
 去る 9月 7日から 9月 17 日まで、青木・谷岡・富田の三人は夏合宿に参加したその足で

四国に飛び、11 日間・1000km に渡る四国一周サイクリングに挑戦しました。詳しい報告記

事は轍に掲載する予定ですが、それに先立って、期間中毎日更新していた Facebook の記事

を引用するかたちでその雰囲気を伝えようと思います。実際に投稿した原稿に加えて、夏

合宿解散から四国一周スタートまでの道のりを記した書き下ろしのプロローグも掲載しま

す。どうぞお楽しみください。 

 

Teamなかよしさいくる 四国一周-1 日目 
プロローグ(札幌～高松) 
 

夏合宿最後の宿、プレミアホテル札幌中

島公園で朝を迎えた私は、のんびりと出発

の準備を済ませ、渡部と 2人で札幌駅に向

かいました。担当お疲れ様でした。夏合宿

を無事に終えることができて本当に感謝し

ています。 

 

渡部と別れ、北大生の高校同期に会いに

彼の家を訪れました。インターホンの音で

起床した彼に出迎えられ、2時間以上アニ

メを見まくり、「ダンベル何キロ持て

る？」を布教されました(ここ伏線)。 

 

再び札幌駅に戻り、輪行して電車に乗り

込んで新千歳空港へ。札幌から自走してき

た谷岡・富田と合流します。四国一周を控

えているというのに元気ですね。 

 

3 人で味噌ラーメンを食べ、空の上で読む

ために小説版「天気の子」を買って保安検

査場を通過し、彼らと別れます。この日は

夏合宿が解散して以来、NC 民や北大の同期

と立て続けに別れていたため、ここで無性

に寂しくなってなかなか別れられませんで

した。 

 

神戸行きのスカイマークの搭乗口に向か

うと、まさかのバス搭乗でした。貴重な体

験にやや興奮しながら機上の人となり、大

きな揺れもなく 2時間のフライトで神戸空

港に着陸しました。 

 

ボーディングブリッジに降りるやいな

や、その蒸し暑さに驚いてしまいました。

こんな環境であと 1000km も走れるのだろ

うか...。 

 

空港で輪行を解除し、私の名を冠した

「京コンピュータ(先日シャットダウンさ

れました)」の前を通り、日本最短の国

道・174 号を全線走破して三宮まで自走し

ました。 

 

三宮に自転車を置き、来た道を歩いて戻

って神戸市役所の展望ロビーに登りまし

た。ここは無料でありながら 100m の高さ

から神戸の夜景を眺めることができるスポ

ットで、人も少ないのでおススメです。 

 

その後、地下鉄で和田岬駅まで移動し、

「和田岬線」を乗り潰そうと思ったところ



駒代連載第 6 号 

で電車とホームの間にモバイルバッテリー

が吸い込まれてしまいました。ダメージ

3500pts。 

 

さらにその後乗った電車の駅でも切符売

り場に定期券と「天気の子」を置き忘れて

泣く泣く戻る羽目になりました。ダメージ

12000pts。四国に行く前からメンタルはボ

ロボロです。 

 

三宮に戻り、駅前の快活 CLUB のマッサー

ジチェアで旅の疲れを癒します。散々な夜

を過ごしましたが、ここでやや落ち着きを

取り戻し、フェリーまでの時間を潰してか

ら店を出ました。 

 

三宮からフェリー乗り場までは自転車で

10 分ほど。サクッと漕いで輪行し、高松ま

でのジャンボフェリー深夜便に乗り込みま

す。 

 

世間は何の変哲も無いド平日ということ

もあって船内はガラ空き。広々と船旅を楽

しみました。 

 

翌朝 5時に高松港に着き、連絡バスに自

転車を乗せて高松駅へと向かいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【データ編】 

本日の走行距離:20km 

本日の走行時間:約 1.5 時間 

累積走行距離:20km 

累積走行時間:1.5 時間 

利用した交通機関:6 種類 

 

著者あとがき(青木) 

人との別れは知らず知らずのうちに心にダ

メージを与えるものですね。夏合宿の疲れ

もあって本当に精神的にしんどい 1日でし

た。  
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Teamなかよしさいくる 四国一周 0日目
(高松～松山) 
 

最悪の精神状態で神戸での 8時間を終

え、ついに四国に上陸した Team なかよし

さいくる(1 人)。今日は 2人と再会すべ

く、今治からしまなみ海道を北上しまし

た。 

 

高松駅に到着し、うどんも食べずにすぐ

に松山行きの特急に乗り込み、今治まで 2

時間ほど輪行しました。 

 

今治駅はさすがしまなみ海道の入り口だ

けあってサイクルラックや空気入れが完備

されたサイクリスト向けの駅で、快適に輪

行解除ができました。雨が降っていたので

最悪でしたが。 

 

小雨はすぐに止むと信じてしまなみ海道

へとスタート！最初の橋は来島海峡大橋で

す。世界初の三連吊橋の美しさを堪能しま

した。 

 

来島海峡大橋の先にあるのが大島です。

しばらく海岸沿いの道を進み、瀬戸内海の

景色と荘厳な橋を眺め回しました。島の今

治側から伯方島側の間には小さな峠があ

り、慣れない蒸し暑さの中であったことも

災いして想像以上に体力を持っていかれて

しまいました。 

 

伯方・大島大橋を渡ると塩で有名な伯方

島です。道の駅では凍らせた「塩と夏みか

ん」という飲み物を購入しました。時間が

経っても冷たさが持続する凍らせた飲料に

は四国一周中ずっとお世話になりました。 

 

伯方島に限らず、瀬戸内海の島ではその

大きさに似つかわしくない規模の造船所が

よく見られます。日本最大の造船会社「今

治造船」を擁するこの地域の産業を肌で感

じることができました。 

 

伯方島から大三島橋を渡り、大三島に入

りました。予定ではこのあたりで 2人と合

流するつもりだったのですが、せっかくな

のでこの先の多々羅大橋も渡って広島県に

入りたいと思い、彼らが来ないうちにと爆

走で橋を目指しました。 

 

なんとか彼らが到着する前に橋に登るこ

とができましたが、県境を目前にしてエン

カウント。野望はここで潰えてしまいまし

た。それでも彼らを説得して県境に向か

い、「偶然にも県境で合流しました！」風

の板門店フォトを撮影しました。3人にな

って大三島に戻り、道の駅で幻の高級魚

「マハタ」の定食をいただきました。淡白

で美味しいお魚だったのでみなさんもしま

なみサイクリングの時は是非食べてみてく

ださい。 
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大三島からはひたすら来た道を戻り、大

島で 2人が行きたがっていた「亀老山展望

台」に登ることにしました。ところがこの

亀老山ヒルクライムが思った以上の坂で、

10%近い平均勾配が 3km 続く険しい道のり

でした。猛暑の中ヒドイ坂を登って疲れ果

てた私は、なぜか谷岡にブチギレてしまい

ました。完全に八つ当たりです。申し訳な

い。 

 

全身を覆う汗越しに瀬戸内海の絶景を見

下ろし、さらに来た道を今治まで戻りまし

た。今治駅にほど近いところに「喜助の

湯」というサイクリスト御用達の温泉があ

り、そこで疲れを癒そうという魂胆です。 

 

「喜助の湯」はサイクルラックが完備さ

れ、スタッフがサイクルウェアを着用して

いるなど、確かに自転車フレンドリーでは

あったのですが、露天風呂が付いていませ

んでした。これでは評価に値しませんね。 

 

「喜助の湯」併設の食堂で夕食をとり、

今治駅から輪行してのんびりと松山の宿に

向かおうと思っていたのですが、ここで私

と谷岡の宿のチェックイン期限が 23 時で

あることが発覚。今からどんなに急いでも

松山駅に着くのは 22 時半で、松山駅から

宿までは 5km ほどあるという状況で、我々

は爆走を余儀なくされます。 

 

松山駅について大急ぎで輪行解除を済ま

せ、共に宿に向かおうとした矢先、私の自

転車のチェーンが落ちてしまいました。復

帰に手間取っている間に谷岡は私をあっさ

りと見捨て、爆速で東の空へ消えていきま

した。 

 

半ば諦めてのんびりとペダルを漕ぎ、宿

の前に着くと谷岡の自転車が立てかけてあ

りました。どうやら間に合ったようです。

大遅刻しておきながら勢いよくドアを開け

て笑顔で谷岡に声をかける私と、宿のご主

人にひたすら申し訳なさそうに接する谷岡

のギャップはさぞかし滑稽だったことでし

ょう。 

 

何はともあれ、今日の宿は確保されまし

た。一安心して、明日からの長旅に備えて

床に就きました。 

 

【データ編】 

本日の走行距離:90km 

本日の走行時間:約 5時間 

累積走行距離:110km 

累積走行時間:6.5 時間 

通った島:5 つ 

 

著者あとがき(青木) 

松山まで移動するだけの予定が、あれよあ

れよという間に 90km も漕いでしまいまし

た。さよなら僕の休息日... 
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おわび 
 ここからいよいよ四国一周本番のレポートを掲載しようと思ったのですが、Facebook に

投稿した文章の量が思いのほか多く、全てを載せると 30 ページを超える大作になってしま

うことが判明しました。そのため、ここでは Facebook へのリンクのみを貼る形にします。

お手数をおかけして申し訳ありません。リンク先にはなかよしさいくる以外の四国一周チ

ームのレポートも投稿されていますので、そちらもぜひお楽しみください。 

 また、Facebook はあくまで対外向けの文章ですので、そちらで書けなかったあれやこれ

やを盛り込み、轍に四国一周レポート完全版を寄稿する予定です。ゴリラ 2頭を連れて四

国に乗り込み、後ろにつけばちぎられ前を引けば煽られた十一日間を余すところなくお届

けできれば良いなと思っています。 

 

四国一周サイクリングの Facebook ページ 
https://www.facebook.com/cyclingshikoku.WakamonoPJ/ 



編集後記 


