
 



 
 

 
 

 
 

 



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３年生の森田理紗子です。
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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なかよしさいくるの一年 

新 2 年 西村俊祐 

 

 こんにちは！なかよしさいくる新 2 年で会報編集・Web 担当の西村です.この記事では,な

かよしさいくるが一年を通じてどのような活動をしているのかをまとめています.これから

加入を検討する際の材料になればと思います. 

 

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 

快感はもちろん,自転車で出かけることの楽しさ(寄り道してスイーツなど)を知ってもらう

ためのイベントです.今年は,4/7, 14, 20,21(⼥⼦のみ),28に実施します. 

都内や近郊にある荒川,境川,江戸川のサイクリングロードを中心に,日帰りの企画をやって

いきます.皆さんには,スポーツ自転車のスピード感や,自転車でないとなかなか行けない場

所での観光を楽しんでもらいたいです.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,スポーツ自転車の乗り方・降り方や安全に走行するための注意などは上級

生がレクチャーしますので,初心者でも心配ありません.自転車の楽しさを体感してみません

か？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年⽣は冬ごろまでに⾃分の⾃転⾞を購⼊することが多いです.私は9月ごろ

に買いました. 

・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. 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：定サイ,五⽉祭 



・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.⼟曜⽇または⽇曜⽇に⾏われます. 

執⾏代（サークル内のいろいろな役職について運営をメインで⾏う代のことで,今の2年⽣

です）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：新歓合宿,特訓ラン,定サイ 

・新歓合宿(6/8-9) 

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！ 

6⽉の⼼地よい⾵を切って⾛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！ 

・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.このランでは車でのサポートがつ

くので,初めて峠道を走るという人も安心ですね. 

 



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ですよ！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が大きいのは夏合宿です.去年は北海道へ行ったようで

す.(筆者は短期留学中で行けませんでした…)自転車はタイヤを外して専用の袋に入れれば,

電車や飛行機に乗せることが出来ます(輪行といいます)から,東京から遠く離れたところに

も自分の自転車をもっていくことができます.夏合宿担当である筆者は,東北に行こうかと目

論んでいます.(まだ確定ではないのでご意見お待ちしています！) 

 メンバーの中には,合宿の前後で有志を募って自転車旅をする続ける人もいます(これを

前ラン,後ランといいます).2週間から3週間旅する人もいるようです！(私はサイフと時間と

相談ですね). 

 

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.去年は栃木と茨城に行きました.なかなか坂がきつ

かった思い出があります.今年の合宿担当はどこにするのでしょうか...楽しみですね. 

 

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⻑ぶりを実 

感することができます. 

この後閑杯は,自分の走力を見極めて,安全に走るためのイベントでもあります.自転車に乗

るときは「いのちだいじに」で行きたいものです. 

 

11⽉：駒場祭,定サイ 

・駒場祭 

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.確率されたメソッドで,駒場で最高クラスの利益をたたき出しま

す.(利益はサークルの自転車のメンテナンス費などの活動費に使われます.)ここで1年生同

士のつながりを深められる！？ 

 

12⽉：定サイ 

 そろそろ年末＆クリスマスな12月,私たちは相も変わらず自転車でお出かけします.公式

のランではありませんが,イルミネーションを自転車で回るランをしたりします.これは自明

にリア充ですよ！ 

 

1月 

 1月はみんな学年末の試験で大忙しです.1月は勉強せざるを得ないです.2月を楽しみにし

つつ勉強に励みます. 

 

2月：定サイ 

 春休みだ！まったり過ごすもよし,友人と遊ぶもよし,勉強するもよし,もちろん自転車に

のるもよしな自由な時間がやってきます. 

 

3月：沖縄合宿,追いコン 

・沖縄合宿 

 1年生は,1年生だけで沖縄に行って自転車に乗る合宿があります.沖縄の綺麗な景色や観

光スポットを巡ったり,おいしいものを食べたりします.1年生同士で仲が深まる深まる.それ

と同時に,イベントの運営を身に着くことになります.トラブル,事故,ハプニングにどう対処

するか,どのようにして安全に走ることが出来るかを考えたりします.ぜひ参加してください

ね！ 

・追いコン 

 追いコンは「追い出しコンパ」の略で,なかよしさいくるを卒業する4年生の方々を送る

会です.いよいよ明日です(執筆当時).2,3年生が企画をします.楽しみです. 

 

これらの他に,隔月で駒場にて安全運転について話あったり、ただ集まったりする定例会

が開かれています.そのほかにも,メンバー同士で親睦を深めるイベントも開きます.みなさ

んふるってご参加下さい. 

 

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.(ホームページから見ることができます.) 

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！ 

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.(筆者も兼サーしています.) 

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.お酒の強要・コール 

などは⼀切ありません(この前他の団体がやっていてみんなでドン引きしました).⾃転⾞に

対する姿勢も非常に真剣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,⼀同,皆さんの加⼊をお待ちしております！ 



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 !?



　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。



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



なかよしさいくる1年沖縄合宿 
担当：青木・富田 

　毎年3月に1年生(新執行代)のみで行われる沖縄合宿の記録です。2019年は3月7日から
12日までの日程で沖縄本島を巡ってきました。 

【参加者】 
青木・浦西・大澤・加賀・武縄・谷岡・富田・西村・山路・吉田・渡部 

 Day 1 (3/7) 

【行程】 
　(各自移動)～20:00 ホテルオーシャン(那覇市)集合 

【青木】 
　この日は20時に那覇市内のホテルに集合するだけの日だった。したがって夜に那覇に
着けば良いのだが、せっかくの沖縄を満喫しようと思い、加賀と二人で朝一番の飛行機に
乗ることにした。搭乗手続きには始発電車でも間に合わないため、当日朝に自走しようと
考えていたのだが、あいにくの雨。羽田空港で夜を明かすことにした。羽田空港で24時
間使えるターミナルは国際線のみなので、国際線T1階のベンチに二人で横になった。こ
のベンチ、間近にエスカレーターがあり、その案内音声が一晩中流れていてまったく眠れ

たものではなかった。 

←初日の宿　あまりにも宿泊に向いていない 

　なんとか辛い夜をやり過ごし、羽田6:30発のス
カイマークで沖縄へ。ここで睡眠をとるはずが窓
の外の景色に目を取られてあまり眠れなかった。 
やや遅れて那覇空港に10時前に着陸し、がっつり
走りたいという加賀と別れてモノレール乗り場に
向かう。 

日本最南端の駅の碑→ 
　終点の首里までモノレールを乗り通し、ここで輪行解除。近所
のおばあが栄養ドリンクをくれた。沖縄大好き。 
　さて、自転車に乗り換えてまずは今年夏に延伸開業予定のモノ
レールてだこ浦西駅予定地に向かった。それらしい場所に着いた
のだが周囲は工事中で立ち入りできず、写真を二、三枚撮って撤
収した。続いて与那原町の軽便鉄道復元駅舎に向かう。こういう
鉄オタスポットは本ランには気軽に行けないのでこの日のうちに



回収できて良かった。昼頃に復元駅舎を出て、2時ごろ那覇空
港に着く予定の渡部と合流するために那覇空港に向かった。
途中、漫湖とゆいレール展示館によって空港にちょうど2時ご
ろに着くと、卒業旅行中の4年生の先輩方が出走準備中だった。
オススメのハンバーガー屋を教えてもらうなどしているうち
に渡部が到着。飛行機の遅れもあり結局那覇空港を出たのは3
時前になってしまった。ホテルにチェックインして荷物を預
け、着替えをすませて部屋を出る頃には4時になってしまった
ので、国際通りの沖縄料理屋で昼食とも夕食ともつかない飯
を食べ、ブルーシールアイスを堪能してホテルに戻った。この
日は20:00集合で簡単なミーティングのみ。意気揚々と前ラ

ンに出かけていった加賀がハンガーノックからの落車でバス輪行して帰ってくる羽目になっ
た以外は大きな問題はなく終了した。 

【富田】 
前年の沖縄合宿のプランを参考にさせてもらい、集合は２０時宿にしました。まさか遅刻
する人はいないだろうと思っていたけど、まあいろいろあるものですね（笑）久しぶりに
みんなに会うことができて嬉しい気持ちだったなあ。どうやらこの日は、後期の成績発表
があったみたいです。そのことでわいわいしながら、明日のルートを決めました。

 Day 2 (3/8) 

【行程】 
　ホテルオーシャン～斎場御嶽～ニライ・カナイ橋～奥武島～ホテルオーシャン 

1班：大澤・富田・山路 
2班：加賀・武縄・西村・吉田 
3班：青木・浦西・谷岡・渡部 

【青木】 
　午前中は雨が予想されていたため、8時半出走の予定を雨の様子を見て9時半に変更。
時間が足りないため当初のルートを短縮し、平和祈念公園など沖縄戦跡には行かないこと
になった。我が班は最初に与那原町役場に展示されている「飛び安里」の飛行機のレプリ
カ(詳細は後ラン記参照)を見に行こうと思い、意気揚々と役場へと向かったのだが、着い
たところでレプリカは与那原ではなく南風原にあることが判明し、無駄足となってしまっ
た。そのあとは国道331号を海岸沿いに進み斎場御嶽へと向かった。 
　途中、海の見えるところで写真撮影をしたり激坂で谷岡にアタックを仕掛けて無事カウ
ンターを決められたりしながら昼前に斎場御嶽(せーふぁーうたき)着。ここで他の班と合
流し、全員で参拝したが、雨の後で足元が悪く、ビンディングシューズで歩くのはかなり



危険だった。入り口でサンダルを借りるのが正解だろう。沖縄の御嶽(土着の宗教施設)の
中で最も格式が高いということもあり、多くの観光客が訪れていた。昼食は御嶽近くの食
堂でラフテー丼をいただいた。次のスポットのニライ・カナイ橋には10分ほどで到着し
たものの、天気が悪く、期待したほどの景色を見ることはできなかった。 
　さらに10kmほど走って奥武島に向かった。ここは事前にマークしていなかったポイン
トだったが、美しい砂浜とかわいい猫の組み合わせが最高だった。オススメ。1班の面々
が1周1~2kmの島の周囲を巡る道を周回しまくっていたので我々も1周だけ加わり、公道
レースのような状況になっていた。危険なのでやめよう。 
　他班は奥武島を出てホテルに直行したようだが、我が班は渡部の強い希望でPerfume
のPV撮影地の砂浜に向かうことになった。雨が降りしきる砂浜で渡部が一人Perfumeの
世界観に浸る中、暇を持て余した残り3人は洞窟に落ちていた炊飯器の釡を的に見立てて
石を投げる遊びをしていた。谷岡が最初に石を当てたのでアンパンマングミを奢ることに
なった。 

【富田】 
今日の班は、なんと大澤君と山路君という普段NCで見かけないレアキャラと一緒です
（笑）というわけで、なんだか新鮮な気持ちで沖縄合宿がスタートしました。一番初めに
出走したのですが、本来計画していたルートラボ通りのルートではなく、少し外れた内陸
のルートを選択していました（合宿担当なのに、ごめんなさい）。よって、上るはずのニ
ライカナイ橋を下ることになりました。ニライカナイ橋を見下ろし、『みんなはここを上っ
てくるのか、大変だなぁ』な
んて思いながら、若干の優越
感に浸っていました。ニライ
カナイ橋を気持ちよく下り、
斎場御嶽へ。ここで、事件発
生。山路君、ニライカナイ橋
の上の先ほどいた場所にカメ
ラを忘れる。８万円の高額な
カメラと知り、焦ります。そ
んなときに弾丸のようなスピー
ドで飛び出していったのは大
澤君でした。カメラは無事回
収することができました✌と
いうわけで結局ニライカナイ
橋を上りました(*’▽’) 
橋を下ったところで、他の二班と合流しました。　　　 

サーターアンダギーを食べたり、集合写真を撮るなどしてしばらくわいわいしていました。
この時ちょうど沖縄に来ていたNC４年生の先輩方に会っていたようです。気づかなくて
ごめんなさい。 



続いてみんなで斎場御嶽にむかいます。琉球始まり
の地の伝説が残る神聖な場所にも関わらず、浦西が
盛大に滑り散らかしていました。 
戻ってお昼を食べます。そこまでお腹がすいていた
わけではなかったので、私の班では各々タピオカで
済ませるなどしていました。タピオカと言えば、大
澤君とF山先輩は高校の時、タピオカとそれを吸う
太目のストローを吹き矢にして遊んでいたらしい。
案外タピオカは飛ばせばくっつくのですね。 

次は他の班と同様に奥武島に向かいます。ここで本格的に昼ごはんを済ませました。 
奥武島はもともと行く予定はありませんでしたが、1週２ｋｍ弱で周回できるなかなかい

い島でした。大澤君３冠達成おめでとう👏 この島を十分に満喫しすぎて疲れてしまった
ので、宿に戻りました。 
 

奥武島は猫がたくさん→ 
 

←斎場御嶽にて 

ハンバーガーがおいしかった→ 

【反省点】 
・雨で路面が濡れていたこともあり、落車が複数
回発生してしまった。 
・先頭が路面の障害物に気づかず、後続が危険を
感じる場面があった。 



 Day 3 (3/9) 

【行程】 
　ホテルオーシャン～国道58号orバス輪行～名護～あいあいファーム 

1班：加賀・富田・西村 
2班：浦西・武縄・谷岡・渡部 
3班：青木・大澤・山路・吉田 

【青木】 
　この日は移動日だったが、軽い雨が予想されていたこともあり、雨が本格化する前に走
りきる班・様子を見て判断する班・輪行前提で宿を遅めに出る班に分かれた。3班は一番
遅く出走し、とりあえず名護方面に向かって走ることとしたが、いつでも輪行できるよう
に沖縄自動車道沿いのルートを取ることにした。20kmほど走ったところで雨風が強まっ
てきたので輪行決定。沖縄南ICから名護市役所まで高速バスを利用した。座席最前部の荷
物スペースとトランクに2台づつ自転車を乗せ、問題なく移動することができて快適だっ
た。名護市役所には昼過ぎごろに到着し、あいあいファームまでは10km程度だったので
そこで昼食を取ることにして自走した。あいあいファームには1時過ぎに到着し、ビュッ
フェ形式の食事を楽しんだ。自走した班も早めに到着したので、全員で体育館を貸し切り
1時間ほどバドミントンやバスケットボールに興じた。その後は、各自入浴や洗濯を済ま
せた後、近所に夕食を食べられそうな店がなかったのでローソンまで買い出しに行って終
了。自転車要素も沖縄要素も薄いなんとも微妙な1日になった。 

【富田】 
　今日は加賀君を先頭にして今帰仁村の宿まで移動します。
途中の観光スポットとしては、残波岬、真栄田岬、万座毛が
あったものの曇天の中の海岸は渋いとのことですべてスルー
しました。ただひたすらに走ります。途中で沖縄ならではの
黒糖で補給。ハンドルが制御できないほどの風が吹くときも
ありました。後ろ西村が何を言っているのかよく聞こえなかっ
たので申し訳ないと思いつつも何とか宿に到着。８時に出走
したため、ちょうどお昼あたりに宿につくことができました。
近くの定食屋さんで豚丼を食べました。めっちゃおいしかっ
た～(/ω＼) 

 
今回泊まるあいあいファームは小学校を改築した宿だったため、体育館がありそこに自転
車を止めさせていただいたり、バスケやバドミントンをしました。NCの人が自転車以外
のスポーツをしているのがすごく新鮮でした。白熱してましたね～。　　



ラケットを両手に持ち何故かとてもうれしそうにバトミントンをする青木君→ 

 
宿の方はとてもやさしくて、
いろいろと沖縄情報を教えて
くださいました。

【反省点】 
・途中で班がバラバラになり、
ルートを誤ってバイパスに入っ
てしまった。 
・強風(特に横風)に煽られて
危険であった。 
・体育館でのアクティビティ
に夢中になりすぎて体を痛め
た。 

 Day 4 (3/10) 

【行程】 
　あいあいファーム～美ら海水族館～(各班観光)～あいあいファーム 

1班：加賀・武縄・谷岡 
2班：青木・浦西・大澤 
3班：富田・西村・山路・吉田・渡部 

【青木】 
　この日はあいあいファームに荷物を置いて本島北部を観光するルートだったが、連日の
雨によりまたもやルート変更を強いられた。美ら海水族館や周辺のカフェなどをのんびり



観光したいという人が多かったので、彼らを3班とし、その他の班は元ルートに近い行程
を取ることになった。 
　2班は宿を最後に出発し、まずは世界遺産の今帰仁城跡に向かった。城までの登りが意
外とキツく、雨も降っていたものの、見晴らしのいい高台に佇む石垣はなかなか風流で良
いものだった。 

←今帰仁城跡 

　今帰仁城を出て美ら海水族館へ。雨の日曜
日ということもあり、観光客が集中してかな
りの混雑だった。混雑に辟易した我が班は1時
間ほどで切り上げてさっさと次に進んでしまっ
たが、他班は2～3時間滞在して水族館を満喫
したようだ。確かに1600円もする入場料を考
えるともったいなかったかも。美ら海水族館
から2,3kmのところにピッツェリアがあった

のでそこで昼食をとることにした。 

マルゲリータセット(1000円くらい)→ 

　外の様子を伺うとかなり風雨が強かったので宿
に引き返すことも考えたが、追い風基調であった
ため雨が収まれば進めると判断し、タイミングを
見計らってピッツェリアを出た。ここから名護ま
での約20kmはほとんど強い追い風で、常に35～
40km/hで巡航することができて気持ちいい区間
であった。 
　この日の行程である意味美ら海水族館と並ぶ目玉となっていたのがナゴパイナップルパー
クである。詳細は実際に訪問して確かめて頂きたいが、事前に訪問経験がある武縄曰く「最
後の貝殻展示が良い」という意味のわからないテーマパークだった。 

←パイナップルパークのキャラクター像との記念撮影 

　ここでは多くを語ることはできないが、パイナップル
パーク全体の雰囲気についてはこの左右のキャラクター
の目に宿った狂気から何かを感じ取っていただければ幸
いである。 
　パイナップルパークを満喫した後は宿まで10kmもない
道のりを軽くこなしてこの日の行程は終了。走行距離は
全部で50km程度だったが、えもいわれぬ疲労感に襲わ
れる1日となった。 



 
【富田】 
　すごくQOLが高い一日でした。まず美ら海水族館をじっ
くり巡りました。外は暴風雨だったので、水族館を見る
というより水中生物の生態系を網羅しようとしている西
村とわたちゅんを待ちつつ雨宿り。彼らの興味はどうや
ら水族館の生き物だけでなく、水槽の構造？にも及んで
いましたね。すごいや(‘Д’) 

　お次はカフェに向か
います。内陸寄りだっ
たので激坂出現。しか
しきっといい眺めを見
ながらパンケーキを食
べられること間違いな
し！と思い頑張る。結局目的のカフェは定休日
で行くことができなかったけれど、近くの雰囲
気が良いカフェに入ることができました。少し
寒かったけれど、いい感じの音楽を聞きながら、
景色を楽しみながらケーキと紅茶をいただきま
した。 
　日が暮れないうちに次の目的地今帰仁城跡に向かいました。 

←浦西におんぶをせがむ大澤君が面白かった 

【反省点】 
・前走者と発進のタイミングが合わない場面が
あった。 
・雨風が激しかった。 
・激坂の途中で停止してしまい、再発進できな
かった。 



 Day 5 (3/11) 

【行程】 
　あいあいファーム～古宇利島～東海岸orバス輪行～海中道路～AJリゾートアイランド伊
計島 

1班：加賀・武縄・谷岡・渡部 
2班：青木・大澤・富田 
3班：浦西・西村・吉田 

【青木】 
　沖縄合宿で初めての晴れ。各班思い思いに沖縄を満喫した。宿を出て、まずは沖縄屈指
のインスタ映えスポットとして知られる古宇利大橋へ向かった。ここでフルーツ盛り合わ
せを食べたり海岸で写真を撮りまくったり浦西が財布をなくしたり(見つかった)している

うちに、行程を90km近く残して11
時になってしまった。 

←古宇利大橋 

　ここから羽地ダムまでの10kmほ
どを大澤に引かせたところ、37～
8km/hで巡航し始めてあっという間
に千切られた。平然と付いていった
富田は一体何者なんだ…。 
　内陸部に入り少し登ったところの
羽地ダムでは、ダムカードをもらっ
て軽く散策するつもりが、ついつい
テンションが上がって周辺の構造物

などを見学しているうちに1時間ほど経ってしまった。待ちぼうけを食らった富田がかな
り暇そうで申し訳なかった。 
　羽地ダムからさらに内陸に入り、本島中央の山地を越えて下りきったところの食堂で昼
食。ソーキそばをいただいた。そこからは海中道路の夕日に間に合わせるべく東海岸をひ
たすら南下し続けた。途中、辺野古の新基地建設予定地に並ぶ警備員の壁にビビりまくっ
たり、道の駅のカフェで優雅なティータイムを過ごしたりしながら5時過ぎに海中道路を
通過して平安座島に到着。ここで先にバス輪行で到着していた3班と合流した。この先の
島には飲食店がないとのことで、平安座島にある肉料理のお店で夕食をとることにした。
後から到着した1班も結局このお店で合流し、全員で肉を食らうことになった。 



 
←肉。うまい。 

　店員さんが加賀に激似で面白かった以外
は、サービスでかなり安く色々食べさせて
もらえた上に、味も上々で最高のお店だっ
た。「肉や食堂inへんざ」覚えておいてく
ださい。 
　この後ナイトランすることになった平安
座島から伊計島までの道は、かなりアップ
ダウンがある上に街灯がなく、メンタル的

に厳しい道だった。肉に時間をかけてしまったこともあり、ホテルに着いた頃には8時半
を回ってしまっていた。ホテルは設備も充実していて綺麗で安い良い施設だったが、併設
の温泉は室内・露天共に浴槽が一つあるのみで壁に囲まれて眺望も最悪と、追加料金1000
円の価値は全くなく、残念だった。 

【富田】 
　合宿担当が同じ班になってしまったけれどまあいいか。内容がかぶってしまうので、 
ここでは古宇利島を巡った話をします。私といくちゃんは他の班より早めに出発して、イ
ンスタ映えスポットである古宇利島を満喫してきました。 
　命がけでいい写真を撮るべく、岩場を下ったところにあるハートロックまで自転車を運
びました。 

　

【反省点】 
・連日の雨でチェーンオイルが流れてしまっていた。 
・合宿終盤になり、メカトラが増えてきた。 
・道の真ん中に膨らんでしまい、対向車とぶつかりそうになることがあった。 
・前照灯の電池が切れてしまった。 



Day 6 (3/12) 

【行程】 
　AJリゾートアイランド伊計島～A&W～首里城 

甲班：浦西・大澤・加賀・谷岡・渡部 
乙班：青木・武縄・富田・西村・吉田 

【青木】 
　沖縄合宿も気づいたら最終日。前日に続いての晴れで気分も爽快、疲れは残っていたが
楽しい一日になった。早朝6時前から起き出して海岸に向かい、日の出の撮影にチャレン
ジするも、東の空が曇っていていい写真は撮れなかった。しゃぶしゃぶ付きの豪華な朝食
バイキングを味わい尽くし、名残を惜しみながらも10時過ぎに出走。この日は行程に余

裕があったので、景色のいいところで適宜写
真や動画を撮影しながらのんびりと進んだ。
 

←宮城島にて。沖縄の海はどこも綺麗。 

　海中道路を抜け、世界遺産の勝連城跡を
見た。周辺で最も高い小山の上に位置し、
360度のパノラマを楽しむことができた。
かなりゆっくり進んだので、甲班には遅れ
を取ったことだろうと思ってA&W(国内で
は沖縄のみに出店しているハンバーガー
チェーン。「ルートビア」という飲み物が常

時飲み放題なのが特徴)に到着するも、彼らの方が到着は後だった。どうやら先頭を浦西
に任せていたら海中道路の手前で橋を間違え、浜比嘉島を一周してしまったようだ。楽し
そう。結局、A&Wで全員揃って昼食を取
ることになった。 

A&Wにて。右のジョッキがルートビア→ 

　ここで僕と富田との間にルートビア大飲
み対決が勃発。駒代の意地を見せ、1リッ
トルを飲みきることで勝利を手にしたもの
の、腹がタプタプになってしばらく後を引
いた。 
　再出発の前に、A&Wに着く手前でパン
クしていた吉田の自転車を利用して武縄が
パンク修理RTAに挑戦し、10分18秒01の好記録をマークしていた。 



　ここから首里城までは海岸近くを進んでも良いのだが、琉球大学の中を通ってみたいと
のことで内陸部にルートを取り、琉大に向かった。ところが門の前に着いたところでこの
日は後期試験の試験日であったことが判明。当然大学構内に入ることはできず、結果とし
て単にアップダウンの多い内陸部を通っただけになってしまった。 
　その後は順調に進み、首里城には予定通り16時に到着し、守礼門の前で集合写真を撮っ
て解散した。後ランに続く。 

【富田】 
　青木君とのルートビア決戦に敗れました。 
担当の班が同じということで省略させていただきます。 

というわけで、ここからはNC１年顔ハメ特集です！ 

 

←浦西のどや顔 

↓勇ましい青木君と乙女武縄君 
 



 

←顔ハメに対してガチ 
 

↑顔ハメのプロ👏      

【終わりに】 

　参加者の皆さん、運営に協力していただきありがとうございました。日程や宿泊地の決
定から予約まで全てやってくれた富田に最大限の感謝をしたいと思います。トラブルやア
クシデントも多々あり、運営面の課題もたくさんありましたが、とにかく全員が無事に合
宿を終えられたのでよかったと思います。堅苦しい話はともかく、めちゃくちゃ楽しかっ
たので結果オーライ！終わり！ 
青木 

　沖縄合宿お疲れ様です。雨が降ったり、曇天だったりと天候はよくなかったですがゆるっ
とふわっとしたなんだか楽しい合宿だったと私は思っています。とりあえず大きな事故や
ケガもなく合宿を終えられたのでよかったです！ 
富田 



 
沖縄合宿担当：青木、富田 

・はじめに 

 

・概要 

 

・ルート 

 ２日目（3／８） 

 ３日目（３／９） 

 ４日目（３／１０） 

 ５日目（３／１１） 

 ６日目（３／１２） 

 

・宿について 

 

・持ち物 

 

・その他（飛行機輪行、雨天時の対応、緊急時の対応） 

については相談したうえで後々お伝えします。 

NC 沖縄合宿しおり 
Ver.1.0 

 

 

2019/3/7~2019/3/12 



 

★はじめに 
 1 年生のみなさん、待ちに待った沖縄合宿ですよ！今回の合宿では、沖縄本島最南端の

荒崎から名護市の美ら海水族館まで、沖縄本島と周りの島々を5泊6日で走り回ります。

グルメ・絶景・温泉・歴史・インスタ映えなど、各々の視点で一生に一度の沖縄合宿を楽

しみ尽くしましょう！ 

 また、この合宿は 1 年生のみが参加し、ランの運営やトラブル対応など、執行代とし

ての経験を積む場でもあります。特に安全にはよく気を配り、楽しい沖縄合宿にしましょ

う。 

 

 

 

★概要 
日程          ２０１９／３／７～２０１９／３／１２ 

交通          各自で手配してください。 

集合時間・集合場所   ホテルオーシャン（那覇国際通り） ２０：００ 

 解散時間・解散場所   首里城 １６：００頃 

費用 

  ・宿代（／人）  

１，２日目 ホテルオーシャン       １３２９０円 

３，４日目 あいあいファーム        ８７１０円 

  ５日目 AJ リゾートアイランド伊計島   ４７４０円    

 宿代の回収金額は２６７４０円 

          （５日目は宿泊しない山路くんに関しては２２０００円） 

   

  ・コンパ代 一日あたり５００円ほどだと考えられます。 

  

  全体での回収金額は以上です。コンパ代や場合によっては駐輪料金など未確定な部分        

 があるので一日ごとに料金が確定してから回収する予定です。 

 

  ・食事代 １００００～１５０００円 

       今回の宿泊プランでは基本的にどの宿でも夕食がついていないです。   

  ・お土産代・お小遣い １００００円ほどあればよいかと。 



★ルート 
 

１日目 初日は走らず、集合のみです。 

    ホテルまでは、自走 or 電車お任せします。 

 

２日目 連泊なので宿に荷物を置いて沖縄南部を一周。 

 

https://yahoo.jp/PEn58y 

 

                
               ↑こんな感じ 

 

３日目 移動日です。宿の場所の都合上、移動距離がかなり長くなってしまいました。 

 

https://yahoo.jp/AAMw3V 

                 

                 



４日目 合宿２日目同様宿に荷物を置いて走ります。 

 

https://yahoo.jp/92Eucn 

                          

 

 

 

 
 
 
 
５日目 移動日です。またもや痛恨のミス。ごめんなさい。宿が遠くて移動距離が長くな

りそうです(´;ω;｀) 

 

https://yahoo.jp/UhofO6          

 

 

 

 

 

 

 



６日目 合宿最終日。 

 

https://yahoo.jp/o3vgtl         

 

 

 

 

 

 

ルートに関してはこんな感じです。 

見どころや雨天時のルート、輪行が可能な区間など加えてまた詳細を載せようと思いま

す。 

 

 
 
 
 
 
 



★宿について 
 

１日目、２日目(３／７、３／８) 
 

 ホテル オーシャン （那覇国際通り）←注意  

以前 NC１年生の全体ラインでは沖縄国際ユースホテルとお伝えしましたが、予約が取れ

なかったためここに決めました。ホテル オーシャンは那覇空港から６．７ｋｍほど漕げ

ば着きます（ゆいレールだと３０分）。 

 

www.hotelocean.jp/ 

 

住所 沖縄県那覇市安里２－４－８ 

 

 

         アメニティ：あり（無料） 

         ランドリー：あり 

         館内はフリーWi-Fi 完備 

         駐輪スペースについては現在ホテル側と相談中 

 

 

チェックインは１７：３０からできるようにしてあります。早く宿についた人は連絡くだ

さい。 

２日とも朝食つきで、昼食と夕食はついていません。夕食は各班で食べてくるなり、買っ

てホテルで食べるなりお任せします。 

 

 

 

３日目、４日目（３／９、３／１０） 
 

   あいあいファーム 

 

   http://happy-aiaifarm.com/ 

 



   住所 〒905-0412 沖縄県国頭郡今帰仁村湧川 369 

 

 

               アメニティ：あり 

               ランドリー：あり（有料） 

               Wi-Fi 完備 

               駐輪スペースあり 

 

 

 二日とも朝食は付きますが、夕食は付きませ

ん。バーベキューの設備が有料ですがあるの

で、宿に帰ってきて夕食をとる班は利用して

みてもいいかもしれません。 

 

 

 

５日目 
 

AJ リゾートアイランド伊計島 

 

   http://www.aj-hotels.com/ 

 

   住所 沖縄県うるま市与那城伊計１２８６ 

            

 

          アメニティ：あり 

          ランドリー：あり（有料） 

          卓球とテニスが無料でできる。 

          館内売店あり。 

 

 

   朝食はバイキング形式。夕食は付きません。  

     

 

 



★持ち物について 
必須のもの 

□ロードバイク 

□ヘルメット 

□レインウェア（移動日は多少の雨であれば走ります） 

□輪行袋 

□交換用チューブ（一人一本は持ってくるように） 

□前後のライト（一応充電用のケーブルなどもあるといいかも） 

□合宿費用 

□航空券 

□学生証 

□保険証 

□洗濯用ネット・洗剤 

□洗面用具 

□常備薬（花粉症の人は特に） 

 

※今回はアメニティが全ての宿でそろっているのでかさばるバスタオルをもっ

てこなくてもいいです。（後ランなどでタオルを持っていく人には『スイムタ

オル』がコンパクトなのでおすすめ（いろいろとプロな泉田先輩より）。） 

 

持ってくるといいもの 

    □パンク修理キット 

    □遊ぶもの（UNO やトランプや麻雀？など） 

     （（（NC メンバーで人狼をやりたい✨）））←筆者の予てからの望み（） 

    □携帯工具（機内持ち込み注意） 

    □モバイルバッテリー（機内持ち込み注意） 

    □マスク 

    □サングラス 

    □日焼け止め 

     

 

 

 

 

  



        沖縄合宿後に旅行した話 

1年 武縄 

 

・前書き 

 沖縄合宿が終わった後に、いわゆる後ランをしてきました。大まかなルートは博多→熊

本→阿蘇→別府→松山→高松→実家、と言う感じです。美味いものと良い景色と温泉を巡ろ

う！というコンセプトだったので、実際に走った距離は合計 200km ぐらいですが、一応後

ランの記録として残しておきます。 

・本編 

 3/13,15:00 ごろ、福岡空港 

沖縄合宿が終わり、那覇空港から福岡空港への便で福岡にやってきた。地下鉄で博多まで行

き、駅前の広い場所で輪行解除。後ランが始まった。この日は博多で夜飯を食べて熊本入り

する予定だったので、市内散策へ。 

 16:20 ごろ、博多一幸舎、 

やっぱり博多といえばラーメンだよなぁ、ということで有名(らしい)な博多ラーメンの店へ。

うん、The 博多ラーメンって感じだ。美味い。 

 17:20 ごろ、鳳凛、麺や兼虎 

博多一幸舎でラーメンを堪能した後、すぐさま別のラーメン屋へ。 

まずは鳳凛という店へ。この店も博多ラーメン専門らしい。味は……ちょっと普通 w。一幸

舎でハードルを上げすぎたか。気を取り直して 3 件目、兼虎という店へ。もはや博多ラーメ

ンではなく、ただの 

魚介系スープのつけ麺の店だが、美味しい。濃すぎるくらいのスープが良き、という感じで

博多ラーメンになれた舌には新鮮だった。 



 

↑今回食したラーメンたち(左から順に一幸舎、鳳凛、兼虎) 

 

腹も限界に達したので輪行して熊本へ。 

 21:30 ごろ、熊本駅 

博多駅から 18 切符でのんびり電車に揺られながら熊本へ。熊本城を見たかったけど、結構

日程が厳しくてまぁ無理だなぁ、となったので外観だけ撮り、馴染みのない路面電車にほぇ

〜、となりながら市内のネカフェへ。ここでこの日は夜を明かした。 

 

 

 3/14, 9:00、ネカフェ出発 

この日は阿蘇へ。本当なら阿蘇で雲海見たかったけど、雲海が出る時間帯が 6~9 時と聞い

て、それだと 3 時か 4 時出走になりそうだったので雲海は諦めた。まだ 3 月の朝はとても

寒いからね、しょうがないね。のんびり市内を走り、県道 103 号→国道 443 号と走り、交

←ウェルカムくまもんと夜の路

面電車(熊本市電) 



差点、ミルクロード入り口に。ヒルクライムの始まりや！(この交差点以後頂上まで補給ポ

イントがなくてしんどかった)。 

12:15 ごろ、ミルクロード 

体感平均斜度 5,6%のヒルクラをしてようやくそれっぽいところに出た。おぉ〜(景色が)え

えやん！と思いきやあたり一面茶色……。 

どうやら野焼きを行ったため、とのこと。ガイドブックでは緑色の The 草原って感じだっ

たのに……どうしてこうなった。 

 

 13:30、大観峰 

今回の旅行の一つの目的地、大観峰に到着。 

 

 15:11、阿蘇市離脱 

大観峰で景色を堪能したら阿蘇市へ降りて食事場所を探す。いまぎん食堂というロースト

ビーフ丼の店がとてもおすすめと聞いたのでそこに行ってみると、観光客の大行列ができ

ていた。電車の時間が迫っていたのもあり、諦めて他の店を探すも全部 14 時には閉店して

いた(これだから田舎は！)。完全に意気消沈してしまい、諦めて別府に行くことに。走る気

←驚きの茶色さ！ 

でも上から望む阿蘇山と阿

蘇市は綺麗だったのでセー

フ。 



も萎えてしまったので特急列車に甘えることに。阿蘇〜別府間は熊本地震の被害が少なく、

普通に運行していたので助かった。特急列車の中で食べるごはんは格別だなぁ、人権を感じ

る。 

 

 

 17:30、別府到着 

人権列車から降りて別府駅を出ると、いきなり手湯があって驚いた。さすが温泉の街だな

ぁ。この日の宿まで自転車で走り、この日の行程は終了。合計距離はだいたい 70km ぐらい

かな。さて、いよいよ温泉の時間だ。残念ながら地獄巡りは時間が遅くてできなかったけれ

ども、むし湯に入れてよかった。鉄輪むし湯とひょうたん温泉をはしごして、帰りに別府冷

麺を食べ、宿に戻ってからも宿の温泉に入って優勝した。 

 

←人権列車とそこで食べた人権飯 

←鉄輪むし湯、店構えがも

う強そう。 

冷麺、盛岡のとは違ってそ

こまで甘くはなかく、落ち

着いた味だった。。 



 3/15, 10:00 ごろ 

起床。チェックアウト時間ギリギリだったらしく、女将さんから「そろそろ人間です」とい

う電話をもらってしまった。カラオケ以外でこれを言われるとはなぁ…。本当は 8 時に起

きるはずだったのに、温泉と布団が気持ちよすぎた。 

 13:00、佐賀港→14:20 三崎港 

佐賀港でフェリーに乗って愛媛入りした。料金は 1650 円(うろ覚え)！昼飯は船内の少しし

ょぼいハンバーガーセット 350 円(値段も少ししょぼい)で済ませて、三崎港についてすぐ

さま国道 197 号沿いを出走。いきなりそれなりのアップダウンが 20km ぐらい続いて辟易

した。アップダウンが終わってしまえばあとは平地しかなく、378 号を爆走。 

 17:00、下灘駅到着 

綺麗な青色をしている海を眺めながら走っていると、この旅の 2 つ目の目的地である下灘

駅に到着。本当に人がいないいかにも「秘境」な駅かと思いきや、観光客がありえん多かっ

た。しかもカップルばかりで、いい感じに治安が悪い方々だったのでなんともいえないお気

持ちになった。けどまぁ景色に罪はないので良さげな景色を取らせてもらった。西の方に雲

があったせいで完全な夕日は取れなかったけど、それでも綺麗だった。 

 

 18:20 下灘出発 

日の入りになったので下灘に別れを告げて出走。予定では、ここで」輪行するつもりだった

が、次の電車が 19 時台だったので、松山まで走ったほうが早いと思って自走することに。

378 号がとても走りやすく、体感平均時速 30km で走ることができ、1 時間で松山に着くこ

とができた。約 100km を何も食べずに走り、腹がすっからかんになっていたので、つるち

ゃんという店で鍋焼きうどんとカレーうどんを頂いた。 

←当然、綺麗な景色に人は

不要 



 
その後この日のホテルにチェックインし、道後温泉へ。100km 走った疲れを落として、ホ

テルで宴(1 人)をした。 

           

3/16 11:00 

絶起した。午前はしない観光のつもりだったからあまり影響はないけど、やってしまいまし

たなぁ。仕方がないので、3 年前に行ったことがある松山城は今回は割愛。松山で一番賑や

かな大街道に降り立ち、鯛めし、霧の森菓子工房の霧の森大福、蛇口から出るオレンジジュ

ース、と食事を堪能し、愛媛大に寄ってしない観光終了！松山駅(有人改札だったのが驚き)

で輪行し、高松への列車の旅へ移行した。 

←うん、美味しい！ 

←
道
後
温
泉 

→
宴 



 

 

  

 19:10、高松駅 

長い電車の旅から解放され、高松駅に到着。うどん食うぞ！っということで 3 件のうどん

屋に行ってうどんを食す。 

 
↑美味しいけど、特別安いわけでもない 

香川県のうどん屋で特徴的なのはおでんがセルフサービスでおいてあることですかね(正直、

うどんそのものが香川のものと他のものでどう違うかはよくわからない)。うどんを 3 杯食

べたら、お腹いっぱいになったので、この日はネカフェに宿泊。おそらく合計で 10km も走

←↑愛媛県欲張りセット 



ってないと思うなぁこの日は。ゆるぽたな日でした。 

3/17 8:00 ネカフェ出発 

______雨。自転車を屋外においていたのでがっつり気分が萎える。雨が少し収まったのを見

計らって出走。琴電沿いに、まずは第一の目標山越うどんへ！ 

 10:00、山越うどん到着 

 

まさかの日曜定休日。まさかと思い、他に行く予定だった、がもううどん、山下うどんを調

べると案の定どちらも日曜定休日。リサーチ不足を恨むしかなく、ガン萎えした。日曜も営

業してくれていた安藤うどんというお店にいき、昼飯を食べる。美味しいけど虚しい、いや

本当に美味しかったです、安藤うどん。 

 

 

この店に来る途中も雨は普通に降っていたし、遠くで雷の音もしたしで萎えのどん底にい

たので琴電で琴平へ行こうと思いきや電車が 1 時間後にしかない。この日のうちに実家へ

帰るつもりだったのでのんびりもできず、琴平まで雨の中走ること。う〜ん、虚無 w。 

←ドンッッッッッ！！！(無慈悲) 

←昼飯。おでんは 1 本 100 円。 



金刀比羅にも行きたかったけど、気分的にも時間的にも無理なので琴平駅で輪行、明石へ行

き、そこから自走して実家へ。こうして、あとランは終わった。 

←終わりの地 

・あとがき 
尻すぼみな記事になってしまいましたが、最終日以外は天気に恵まれて本当に良い旅行で

した。個人的に残念だったのが、茶色のミルクロードと日曜定休日のうどん店だったので、

またいつかこの二つには行こうと思います。見直してみたらロードバイクで走っている時

の描写がほぼ皆無だけど、まぁグルメメインのゆるぽたってことで許してください。正直香

川でうどんめぐりするなら自動車のほうがいいと思いました。 



餃子ラン報告 

NC1 年 吉田 

 

ゴリラ=めっちゃ走力がある人です。たぶん。 

 

◆参加者(敬称略) 

四年 

今城 井澤 

二年 

泉田 

一年 

青木 谷岡 西村 吉田 

 

先輩(絶滅危惧種)＋一年生わちゃわちゃ。何にしてもこんな駄ルートに寒い中集まってくだ

さってほんまにありがとうございます、、申し訳なさが 9 割です。 

 

 

これゴリランじゃね？とリマインドの参加者リスト見て思った方もいらっしゃったと思い

ます。そうなんです！ド平地ゆるぽたルートであるにも関わらず、各学年におけるゴリラの

中のゴリラみたいな方々が集結してしまいました！！笑 

 

ゆるぽたも 

ごりらまじれば 

ごりらなる (不穏) 

 

前日夜、yz プロと入れ替わり立ち替わりでガチプロが参加して下さる事になり、ゴリラ成

分は更に濃縮されていきました。 

 

 

～当日～ 

 

絶起しかけたものの、健気なスマホに叩き起こされました。そして遅刻しました。皆様の寛

大なお心で許されました。 

春の気配すら感じられるような、心地良い気温、そして快晴！餃子ランのはじまり、はじま

りぃ～ 

 



面白味に欠ける四号をずずぃーっと行って、道中適当な休憩を取りつつ、一行は田川 CR に

入りました。途中、西村君が運悪く事故に巻き込まれ軽傷を負いましたが、幸い無事でした。

すぐさま警察を呼んで頂き、現場検証等を行いました。担当は無力でしたーー。 

田川 CR に入ると風速 10m とかいうえげつない向かい風に吹かれまくり、一同死にかけま

した(※死にかけたのは私だけ説)。 

運動不足な担当は足首を捻る気力すら残っておらず、田川 cr を通過したあたりにて 0 速度

でこけてしまいました、、 

 

 

 

反省点 

 

・担当が遅刻した。ルートを覚えていかなかった。 

 

・不慮の事故が起きた。 

 

・会報の告知に挿入した餃子の絵文字が文字化けしてしまった。 

 

・写真お願いします！の一言を発するコミュ力が無く、四年の先輩をフリー素材にしてしま

った。 

 

・田川 CR(至宇都宮)は地獄。 

 

 

終わりに 

 

担当の２月の休日が完全にオワッとったものの、皆様の支えでなんとかランの形になりま

した。運動後の餃子は最高でした。 

しかしながら、今回のルートでは皆々様のウォーミングアップにすらならなかったと思い

ます。是非、春以降ジャパンカップのコースを組み込んだ餃子ラン改！を楽しんで頂ければ

幸いです。ルートラボでの下調べ中、その辺りをスーツで登ってみた！といった主旨のブツ

を見つけてしまったので、興味がおありでしたら、是非！ 

あ、私は満足しました。腹十三分目です 

単調なコースだったにも関わらず、参加して下さった先輩方・同期、本当にありがとうござ

いました、、！ 



沖縄離島ラン 

浪人会前ラン記事 

参加者:今城(以下グスク)-学部 4 年&NC4

年-、 

井澤(以下隊長)-学部 4 年&NC4 年-、 

大熊(以下一人称)-社会人 2 年目だが NC4

年- 

 

前ラン期間 3/3-7 

場所:沖縄県八重山諸島 

3/2-3 石垣島(大熊前ラン前ラン) 

3/3-4 西表島 

3/4 竹富島、小浜島 

3/5-7 与那国島 

 

前書き 

僕が NC に入ったのは NC2015 代が執行代

になった 2016 年初旬で、当時某スイス大か

ら院の留学生として UT に来てた頃でした。

旅行班がこんな訳わからない筆者の入部を

却下して、NCってサークルの情報を教えて

くれたおかげで NC に入れた経緯はあまり

知られてないかも。短い付き合いだったけ

どありがとう旅行班！そして NC に迎えて

くれた 339、もっとありがとう！ 

 

今年 NC を卒業するらしいけど全く実感が

ないので老害 OB になる未来がもう見えて

る。山とか行ったことのない場所への合宿

や定サイに参加したいです。グスクママか

ら僕が社会人であることを疑われているそ

うですが、筆者大熊は立派な(？)社会人 2-

3年目です。自転車業界のエンジニアです。

有給というものを使うと自転車の長期旅行

も可能になります。 

 

そして今回の旅はそんな NC4 年の最後の

合宿。きっかけは同期ラインで卒業旅行の

話が上がり、旅行参加希望のメンバーのほ

とんどが NC1 恒例の沖縄合宿に行ってな

かったことから沖縄卒業合宿が爆誕したと

さ。 

 

その前ランの記事です。僕日記形式で書き

ます。 

 

今回の旅のチャリ 

装備:Apidura サドルバッグとモンベルフロ

ントバッグ、ボトル x2、海パン、雨具(諸事

情により必須)、Garmin520 とか 

 

3 月 2 日 天候:晴れ☀️ 

眠い。朝 6:30 に起床。11 時のフライトに間

に合わせるため急いで準備して、ローラー

に張り付いていた Focus を引っこ抜いて出

発した。サドルバッグが付いた Focus は鉛

みたいに重くて、最初はチャリ漕いでる壮

快感が全くなかった w 自転車で羽田入り

するのは初めてで予想以上に迷った。途中

から歩道に入り、トンネルくぐったりよく

分からない階段を下りたりしてやっと 10

時前に国内線ターミナルに到着、プチプチ

輪行して自転車預けて飛んだ。 



 

羽田のよく分からない階段 

 

空港までのログ 

https://strava.app.link/Qt8vbxzM5U 

 

ここから前ランの前ラン前半の記事。 

石垣島の空港に到着する。着陸 5 秒前の写

真がこれでいきなり感動してしまった。 

 

石垣島前半のログ 

https://strava.app.link/l69prNKO5U 

 

 

今日は 16 時前に空港発進後 8km でパンク

したけど天気と景色が最高だったから満足

度カンストした。パンク修理してる最中に

シロサギが寄ってきて会釈されたことが印

象的だった。 

 

前半はエメラルドな美ら海と水牛の群れ、

石垣島の最北端とか見れたし、後半の夜間

走行は星空が煌めいていた。 

明日は前ランのメンバー合流前に石垣島の

残り半分を走破する予定！(にしても島で

800 アップ...) 

20 時前に石垣港の隣にあるゲストハウス

「おり姫」に到着。オーナーがとても親切な



方で部屋に自転車をそのまま入れさてくれ

た、また泊まりたい。近所のファミマには油

みそおにぎり、ソーキそばカップ麺、あおさ

サラダなど見慣れない食べものが並んでい

た。 

 

玉取崎展望台 

 

3 月 3 日 天候:晴れ☀️後くもり☁️ 

石垣島後半のログ 

https://strava.app.link/RIrGA09O5U 

 

8 時に出発。今日は時計回りに石垣の西海

岸を回る。強い南風で、前半は爆走できた

し、快晴で濃い緑の芝生とエメラルドブル

ーの海を横に気持ちよく走った。 

 

しばらく走ると、石垣最西端の御神崎に辿

り着いた。 

御神崎の灯台 

 

その後北側の海、川平湾のビーチで散歩し、

透明感溢れる石垣島の海を満喫した。 

 

川平湾のビーチ、水が透明 

 

 

そしてもちろん自転車と言えばヒルクライ

ム。川平湾から石垣島の内陸へ向かった。坂

道の上にあるトンネルを抜け、ダムの横を

通過し、パイナップル畑の農道を進んでい

くと、バンナ岳という標高 200m ちょっと

の山が見えてきた。「高い所から見た石垣島

はどんなだろう」と思った直後からバンナ

岳の方へと向かっていた。次第に勾配も上

がって、中腹地点でバンナスカイラインの

看板を見かけた。 

https://strava.app.link/RIrGA09O5U


南国の島に来て激坂は無いでしょと思って

いたからもの凄い違和感を抱きながら渋々

登った。しかも(筆者の怠慢による)軽度な

変速不調のため、インナーローが使えなか

った。泣きました。 

しかし山は頂上で疲れを忘れさせる最高の

ご褒美を用意してくれました。以下が褒美

です。 

バンナスカイラインの山頂付近の展望台か

らの眺め、左に石垣島西海岸の海、右端に東

の海が写っている。 

 

 

ここで少しブラブラしてから隊長とグスク

と待ち合わせしていた石垣港に 13 時頃着

いて、前ランの前ランは終わった。 

昨夜お世話になった宿に寄ってフリーザ

(サドルバッグ)を回収してから港へ向かっ

た。 

 

ここから前ランの記事。 

 

フェリー乗り場でグダグダしているうちに、

フェリーターミナルの建物を貫通して感じ

る威圧感を醸し出す怪しいグラサンが僕の

チャリの隣で立ち止まった。隊長だ w 

合流してから昼御飯を近くのバーガー

🍔(A&W)で食べた。普段は散財を一切しな

い隊長が旅行 1 食目からバーガーを複数呑

み込んでて笑った。昼が済んだ頃に、沖縄本

島から来たグスクが現れた。グスクは前ラ

ンの前ランとしてブルベを2つ(詳細はグス

クの前々ラン記事)完走し本島を何周もし

てた(マリオカートかよとツッコミたくな

る筆者であった)。3 人が揃ったところで前

ランの最初の目的地である秘境西表島への

フェリーに乗る準備をして、輪行されたチ

ャリ 3 台を長細い船に積んだ。出航〜 

西表行きフェリーから見た石垣島、右の港

が栄えてる 

フェリーの券は3日間八重山諸島(波照間島

と与那国島を除く)の乗り放題券にした 

 

このフェリー、波に面と向かって爆走する

ゲロ船だった w 波にぶち当たる度に前後

に揺れ、強い波に上下左右にも揺られたた

め、そこらへんの絶叫系アトラクションの

数倍楽しかった！乗り物酔いし易い人は恐

らく即死レベルなので気をつけましょう

(何をだよ)。前に座っていたお母さんは

100%ダウンしてて気の毒だった...幸い前

ランのメンバーは波に揺られると眠くなる

体質の人種だったので難を逃れた。 

 

（ここまでの文責:ルイ、ここからの文責:井

澤） 

 

3/3 西表島前半 天候:薄いくもり☁️ 



 

1 この日のルート 

 

西表島についたのは、午後 4 時ごろの夕

方だった。フェリーに乗っている間にはも

のすごい雨が降っていたが、上原港に到着

し、我々が下船すると同時に止んでくれた。

少なくとも 3 人の中には雨男はいなさそう

である。 

その日はキャンプ場に宿泊する予定だっ

たので、港から近くのキャンプ場に荷物を

置き、上原から白浜までの西表島北部をピ

ストンすることにした。西表島は石垣島よ

りもさらに田舎で、人気がない感じであっ

た。小浜まで片道 15km の道中にあまり見

どころなく、淡々と走った結果、すぐに白浜

までは到着してしまった。白浜では西表島

用の物資の積み下ろしをするためなのか、

大きなコンテナ用クレーンがあり、それ以

外には民家と学校があるだけであった。（ち

なみに我々はリサーチ不足で行けなったの

だが、白浜から、道路がなく船でしかアクセ

スできない、舟浮集落という集落に行くこ

とができるらしい。また西表島に行く機会

があったら行ってみたいものである。）ちょ

うど白浜についたあたりで日没したので、

すぐピストンし、上原港まで戻った。 

夕食は上原港の近くの食堂でいただいた。

3 人とも、揚げ物が山のように載ってるオ

ムライス風カロリー爆弾を注文したが、ペ

ロリと食べてしまった。ルイはそれに加え、

とんかつを注文していた。このように食事

のときはルイの社会人らしい財力を垣間見

ることができる（ちなみにそれ以外のシチ

ュエーションではほとんど社会人らしさを

感じることはない笑 転職して給料が 1.6

倍ほどになったらしいが、学生の私と今城

の方がお金の余裕がありそうに見えること

が多々ある）。また西表名物（？）である猪

の刺身も注文をした。どんな味なのかと思

ったが、食べてみれば生ハムのような味で

普通においしかった。 

夕食後、キャンプ場で狭いロッジ的な建

物を借りて次の日に備えて、すぐに就寝し

た。 

 

 

2 この日唯一の見どころ 

 



 

3 この日唯一の見どころ 

 

 

4 この日唯一の見どころ 

 

 

5 カロリー爆弾 

 

 

6 猪の刺身 

 

 

7 この日の宿 

 

3/4 西表島後半、竹富島、小浜島 

天候:くもり☁️後晴れ☀️ 

この日は 1 日で 3 つの島を走ったので、慌

ただしかった。 

 

1. 西表島後半 

 

8 西表島後半ルート 

まず、近くにあったスーパーで朝食を済ま

せ、西表島の南にある大原港を目指して出

発した。この時走った県道 215 号にはイリ

オモテヤマネコに注意という標識が 2kmお

きぐらいにあり、もしかしてイリオモテヤ

マネコに会えるかと期待したが結局最後ま

で見ることはできなかったた、、、 

 途中に由布島という水牛にのって近くの

島まで行くことができる場所があったが



（なお歩いても渡れるらしい）往復 1700 円

もするらしくあきらめることにした。その

後県道 215 号の端まで走りビーチに寄った

後、フェリーの時間が決まっていたため特

に寄り道もせずに大原港に到着した。大原

港で昼食おとろうとしたが、食堂がすべて

しまっていたため、仕方なくスーパーでカ

ップ麺を食べることとなった。 

 

2. 竹富島 

 

9 竹富島のルート 

 

 次に訪れたのは竹富島である。竹富島は

石垣島から10kmも離れていない島である。

電気も水道も石垣島から通しているらしい。

高低差はほとんどなく、1 週 10km 程度の

小さな島である。島の中心部は舗装道路が

あまりなくロードバイク少し走りにくかっ

た。また観光客向けに島内では水牛が牛車

を引いて歩いていたりするので気を付ける

必要がある。島には、星の砂が取れたり、景

色がきれいだったりするビーチが数か所あ

るため、それらをすべて回収し、次の島に向

けて出発した。 

 

3. 小浜島 

 

10 小浜島のルート 

 

 この日最後に訪れたのは小浜島である。

小浜島は西表島から 5km程度しか離れてい

ない島である。島自体は竹富島よりは大き

く多少起伏もあるが 1 周 20km 程度の島で

ある。日没まで時間があまりなかったため

急いで島を 1 周してこの日は終了した。 

 

 

11 隊長とグスク＠西表島 

 



 

12 由布島 

 

 

13 由布島にわたる牛舎 

 

 

14 由布島にわたる牛舎 

 

 

15 西表（の道路がある）最南端のビーチ 

 

 

16 竹富島を歩く水牛 

 

 

17 竹富島の海 

 



 

18 星の砂のビーチ 

 

 

19 星の砂 

 

 

20 移動中の自転車乗り@小浜島 

 

21 小浜島の展望台から 

 

 

22 小浜島の展望台から 

 

 

23 細崎海岸から見た西表島と夕日 

 

 

24 小浜島のシンボル 

 

3/5 与那国島への上陸 

天候: 晴れ☀️後くもり☁️後晴れ☀️ 



 

25 与那国島ルート 

 

 朝早く小浜島を出発し、まず石垣行のフ

ェリーに乗った。いつもは寝坊がしちで遅

刻しがちのルイも、この日はフェリーに乗

れないと死亡するため、珍しく早めの行動

をしていた。無事にまず石垣に到着し、石垣

港で与那国行のフェリーに乗り換え、与那

国島へ向かった。与那国島まではフェリー

で約 4 時間ほどかかるが、船内でずっとド

コモの 4G が入ったのが衝撃的だった。 

 与那国島について、まず日本最西端の碑

の前で記念撮影をし、海岸線にそって一周

約 30km をとりあえず走ることにした。ち

なみに島のいたるところにテキサスゲート

といわれる溝が道路にあるので、自転車で

走る人は気を付ける必要がある。スピード

を付けてそれを横切ると確実に落車するこ

ととなるだろう。 

 与那国島は海岸のところが崖となってい

るところが多く、起伏が伊豆のように激し

いが、景色は今まで訪れた離島の中で一番

きれいだった。またほかの島々とは異なり、

この島では、馬が放牧されていて、間近に馬

を見ることができる。 

 1 周走り終え、宿に戻り、夕食を食べるた

め、近くの居酒屋に行くも満席らしく、別の

居酒屋に向かった。しかしながら、そこも満

席で、近く（8km 圏内）にはほかの飲食店

が存在しなかったため、小さな商店でカッ

プ麺を買って食べる羽目になってしまった。

与那国島に行くときは夕食付の宿に泊まる

か、居酒屋をあらかじめ予約する必要があ

りそうである。 

 

 

26 大海原を飛ぶカツオドリの亜種と西表島 

 

 

27 与那国島行きフェリー 

 

 

28 与那国島が見える 

 



 

29 最西端の碑での記念撮影 

 

 

30 高台からの景色 

 

 

31 馬との記念撮影 

 

32 馬との記念撮影 

 

3/6 与那国 2 日目 

天候:くもり☁️と強風 

 

 

33 この日のルート 

 

 この日はダイビングにする予定であった

が、強風の影響で行うことができず、午前中

は代わりに前日に走らなかった島の内陸部

を走ることとなった。 

 与那国の内陸部は山々しく 23km で

570mUp という峠ランのようになってしま

った。（ルイ追記）久部良岳と与那国岳の鬼

坂の後待っていたのはインビ岳の激坂林道、

ラスボスは与那国島最高地点の宇良部岳...

のクソ坂。ボスの酷いところは、斜面が 17%

以上ありながら、泥で滑るためトルク掛け

たら空転すること、久しぶりにグスクが押

していた（ルイ記載終了）。途中には 10%以

上の坂が1km以上も続く区間があったりと

心が折れそうになったが何とか走り切るこ

とができた。 

 午後は、ダイビングの代わりということ

でシースルーボートに乗り海底遺跡を見に

行った。ボートのおっちゃんは色々解説を

していたが、まあ人工物には見えなくない

ぐらいの感じで、正直海底遺跡は微妙であ

った、、、（6000 円もしたのに笑、、、） 

 その後時間が余ったので、宿近くの釣り

具店で釣り竿を買い、近くの堤防で釣りを



行った。釣りを始めて 1 時間ほどで初のヒ

ットがあったが、惜しくも逃げられてしま

った。その後 2 回目のヒットで見事釣りあ

げることに成功した。釣りあげた魚は見る

からに熱帯魚で、ショボい水族館でも必ず

いる”あいつ”であった（詳細は写真を参照）。

このような沖縄でしか釣れないような魚を

釣ることができて我々は十分満足した。そ

の後 1 時間ほど釣りを続けたが、結局、釣

り上げることはできなかった。 

 その間寝落ちしていたルイは宿で北方領

土の冊子を読んでいた。 

 

34 ルイが読んでた、日本最西端において

ある、日本最北端に関する謎冊子 

 

 

35 サイクリングの様子 

 

36 サイクリングの様子 

 

 

37 与那国島はカジキが名産で島のいたる

ところにカジキに関連しものがある 

 

 

38 激坂にて 



 

39 激坂にて 

 

 

40 激坂の上からの眺望 

 

 

41 この日の昼食の与那国そばカジキの刺

身つき 

 

42 釣り上げられたカジキの写真（の写真） 

  

 

43 海底遺跡 

 

 

44 海底遺跡 

 



 

45 シースルーボート 

 

 

46 釣った魚 

 

 

47 釣った魚と記念撮影 

 

 

48 記念撮影 



 

3/7 与那国 3 日目＋本島ラン合流日 

天候:嵐（察し） 

与那国空港から那覇に向けて飛び、卒業

旅行のメンツと合流し、我々の前ランは終

了した。 

 

 

49 帰りのプロペラ機 
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NC 卒業旅行@沖縄あとラン 

~石垣・西表・与那国島編~ 

日時:2019/3/11~3/14 

メンバー:谷口,別所 

 

Day1 :3/11 

西表へ 

 

評価:⭐️⭐️(5 点満点で評価していきます) 

西表に行くためのターミナル。曇っていたので⭐️2 



 

評価:⭐️⭐️⭐️ 

西表にたくさん生息しているマングローブ。最初見ると感動するが、どこにでも生えてるの

で西表を出るときにはみんなからスルーされる悲しい存在 

 



 

評価:⭐️⭐️ 

でかい根っこのやつ 

 



 

評価:⭐️⭐️⭐️⭐️ 

かわいい。イリオモテヤマネコみたかったけどみれなかった。そのかわりに牛が大量生産さ

れていた（後述） 

 



 

評価:⭐️ 

 

 

 



 

評価:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

我が永遠のライバルであり良き友でもある。何もしていないのにいきなり好戦的な態度を

取ってきた。いいセンスである。 

 



 

評価:⭐️⭐️⭐️ 

なんかおもろい 

 

 



Day2:3/12 与那国島 

 

 

 

評価:⭐️⭐️⭐️⭐️ 

西制覇。あとは南と北と東だけ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



評価:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

自分のウンコを見つめるウマ 



評価:⭐️⭐️⭐️⭐️ 

目がイッている。与那国でよく取れるカジキマグロらしい。 



評価:⭐️⭐️ 

Dr.コトー診療所のモデルとなった場所と聞いたので行ってみたらドラマの撮影地であった。

漫画しか知らなかったのでショックだった。ちなみに漫画のモデルは鹿児島県の離島らし

い（https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%94%91%E5%B3%B6%E5%88%97%E5%B3%B6 

 

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%94%91%E5%B3%B6%E5%88%97%E5%B3%B6


 

評価:⭐️⭐️⭐️ 

お気に入りの景色。与那国島で友達になったおじさんに連れて行ってもらった秘密の場所。 

 

 



Day3:石垣島へ 

 

評価:⭐️⭐️⭐️⭐️ 

私が尊敬する数少ない人物のうちの一人。具志堅先生の記念館である。なんでこんな写真し

かないん？ 



 

評価:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

カッコいいドデカミンストロング先輩。ちなみに背景は石垣島を一望できる絶景であった。 

 

Day4 石垣島一周 



 

評価:⭐️ 

リスザルと言う名のサルであった。パチモンリスである 

 

 



評価:⭐️ 

パインと思ったら違った。パチモンパイン畑である。 

 

評価:⭐️ 

パチモン板垣 

我が母校の創設者である 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

春ラン報告兼会長連載 

 

NC2年会長 岡俊輔 

 

昨年の沖縄があまりにも好評であったため、今年も同期ランを継続することになり、今年は九州へ

行こう！となりました。ところが、本ランの計画を練っているなか、前ランの機運が高まり、いつのま

にか気が付いたら九州の合宿に、小豆島(香川)からスタートすることになりました。さらに、飛行機

が 3月に入ってからだと特典に必要なマイレージが高かったので、2月中に出発することとなりま

した。 

というわけで、なんと記事は 4章立てとなり、前々ランから始まります！ 

 

PART１：前々ラン 

 

【メンバー】 岡 河原 

 

2月 28日 (1日目) 

 

朝、始発の快速電車に乗って羽田空港へ移動し、久々の JAL で高松空港へ。朝早くの飛行機な

ので搭乗者も少なく、飛行機下りるとすぐ自転車も持ってきていただけた。しかし、空港付近はまだ

雨が続いていたので、とりあえず空港内を観光してみることに。まずは有名なうどんだしの出る蛇

口へ。うどん()NO.1をしっかりと味わう。 

普通の台所にあるような蛇口から出汁が出てくるのは少し違和感があるが、出汁はあったかく、し

っかりとしたいりこが利いていてとてもおいしかった。高松空港を訪れる際はぜひ立ち寄ってほし

い。 

 

雨が上がるのを待ち、初めて上陸した四国で出走！ 

 

空港周りはかなりアップダウンが激しく、5％越えの坂が続いて A

セメであまり乗れていなかった自分に第一の試練が襲い掛かる。

さらになぜか雨と風が強くなり、長旅の開始 5km でなんとびしょ

濡れになってしまった。それでも、雨宿りする場所もないので第一

目的地の山越うどんへ爆走。 

 

 

雨にもかかわらず多くの人でお店は賑わっていた。オーダーをとるお母さんの記憶力のいいこと。



 

 

雨で冷え切ったからだに染みる、最高のうどんだった。しかもこれで 300円切っているのも驚きで

ある。 

 

うどんを味わっている間に雨は上がり、道路も乾き始めた

ところで再度出走。目指すのは琴平の金比羅山である。 

さらに 50 分ほど漕いだところで琴平に到着、写真を撮っ

たのちに駐輪して金比羅山に挑むことに。10 ㎏の荷物を

背負って 25km 雨の中走ったために足には少し疲れがす

でに来ていたが、一段一段とゆっくり階段を上り続けた。 

すると！ 

みなさんお待たせしました、相方の kwhr 先生の登場です。 

実は出発直前に、琴平に向かうことだけ河原には伝えてい

たのですが、まさか金比羅山の階段で会うかとは思ってい

ませんでした。びっくりして階段を転げ落ちそうでした。 

彼は前日から高松に滞在していて、朝早くから琴平に来て

いた模様。既に上まで行ってきた帰りだったので、再びお昼過ぎに会う約束だけして、再び山頂を

目指すことに。 

 

階段を上り続けた先の本殿。あいにく曇りだったため眼下の景色はかすんでいたが、神聖な雰囲

気が出て、とてもよかった。 

 

しっかりお参りをして、ふもとへ下って本日 2 杯目

のうどんを「こんぴらうどん」で食べることに。こちら

はうどんにねぎ、しょうが、かつおぶしをまぶして、さ

らに濃い目のだし醬油をかけていただくスタイル。う

どんの麺にしっかりコシがあって、これまたとても温

まる一杯であった。 



 

 

 

そのあとは輪行して琴電に乗車。文字通り、田園地帯をコトコト走る、コト電はどこかのんびりでき

る雰囲気であった。見たところ観光客も多いが、それ以上に地元の学生さんが多く見受けられた

ので、高校生の貴重な通学の足であるのだろう。さらに、元京急の電車を使い続けているみたい

で、車内に京急のプレートなど、当時を思わせる痕跡が残っていた。(さらにその日の朝京急を使

って空港まで行っていたのでどこか心惹かれるところがあった) 

 

1時間ほどで高松築港駅に到着、輪行解除して港へ。 

いよいよ宿泊地の小豆島へ向けてのフェリーに乗る。 

 

高松―小豆島間には複数のフェリーがあり、小豆島町の池田港や草壁港、土庄町の中心部であ

る土庄港へほぼ毎時就航している。今回行き利用したのは小豆島町の西にある池田港へのフェリ

ー。利用客は多めだったが、フェリー自体もかなり広いので、1 時間のくつろぎタイムであった。こ

の船のハイライトとしては、小豆島到着直前にオリーブの歌という、なんともどこか昭和のロマンを

感じるような曲が流れたことである。気になる方は一度 YouTube で検索してみるか、実際に池

田港行きのフェリーに乗ってもらいたい。 

 

到着したのち、宿のある方面に向かって再びこぎ始める。途中峠越えとは書いてあったのだが、標

高 70m のもはや坂であったので大したこともなく、割と速いペースで小豆島町のスーパーに到

着、夕食の買い出しをする。とりあえず何かと割引シールの貼ってある美味しそうなものをかき集

め、お店を出たところで地元のお父さんから声をかけられる。この方は近くでお寺の管理をしてい

て、度々小豆島を訪れる学生を泊めてあげて、さらに観光の案内までしているそう。さらに身内も

エリートだらけで、正直なんだこの方は！という印象を得るほどであった。しかし、泊めてあげた人

全員の出身を覚えているとか… 脱帽。 

 

本日の宿は小豆島の南部にある Sen Guesthouse である。宿の方もとてもやさしく、ものすごく

アットホームな宿で、とても居心地のいいところであった。 

自分たちのほかに、卒業旅行で訪れている高校生 2 人と、おそらく旅行で来ている、大学生？が

来ていて、ゲストハウスということもあって、食事をしながら、お互いの旅のことや、翌日行く場所な

どを話した。当然のことだが、自転車旅と伝えるとかなり驚かれた。 

夕食はスーパーでステーキ肉などを買い込んで自炊しました。 

 

3月 1日 (2日目) 



 

 

⇐朝食！Oka’s kitchenです 

今日は引き続き小豆島を観光することに。午後

から残りの集団がやってくるので、午前中は河

原と 2 人で散策することに。まずは、せっかくな

ので宿から近くにある「二十四の瞳映画村」へ。 

昭和の大名作でもある二十四の瞳が撮影され

た場所であり、当時の様子が今でも見ることが

できる。昭和の街並みや小学校、そして当時の

撮影の様子が鮮明に残されていて、見る価値あ

るものであった。特に小学校については、時代は違うものの、机などに懐かしさを感じるようなもの

もあり、とても面白かった。 

   

また、この時に数年前に封切られた映画の「八日目の蝉」の PR もやっていて、ちょうど小豆島が

舞台だし、PC もあるから上映会しようぜ、という話になった(なお、全ランを通して開かれることは

無かった) 

次は、道中にあった、丸金醤油のしょうゆ工場へ。前日、暗闇の中通った時にしょうゆのにおいと建

物の陰だけ見えていたのだが、実際に訪れてみるとかなり大規模な工場であった。 

資料館の中ではしょうゆの作り方や、創業当時のしょうゆの作っていた方

法、そして設備のレプリカが展示されていたほか、資料館の隣の工場では

搾る工程を目の前で見ることができた。 

 

その後、いったん荷物を置きに行くのも兼ねて、前ランの集合先の宿へ向

かおうとしたのだが、ここで自分が 

「坂手広域農道ってあるぜ。登りの練習も兼ねて行ってみよう！」 

と何とも危険な発言をしたために、いかにも斜度のきつそうな農道へ挑む

ことに。意外と登ってみると大したことなく、さらに景色もとてもよかったの

で、案外こういう道はとりあえず登ってみるものだな、と思ってしまった。(間

違いです) 



 

 

 

 

そして本日の宿、漁家民宿ゲンザに到着。古くからある漁村の真ん中にあるため、宿に至る路地

が、自転車がぎりぎり通れるほどの幅かつ複雑のため、探すのが大変であった。 

 

という流れで前々ランは幕を閉じました。みんなと合流して前ランの開始です！ 

 

PART２： 春ラン前ラン 

 

【メンバー】岡 福山 河原 藤村 林 松浦 久留 

【行程】 

3月 1日 小豆島集合、小豆島観光 

3月 2日 小豆島観光⇒高松 

3月 3日 高松⇒今治 

3月 4日 今治⇒しまなみ海道⇒尾道⇒広島 

3月 5日 広島⇒宮島⇒下関 

3月 6日 下関⇒門司港⇒博多 

 

もはやどれが本ランなのか分からなくなるような日程ですね。 

 

では、集合したところから再開です。 

 

3月 1日 

前々ランをしていた岡・河原、兵庫からフェリーに乗ってきた林、そして朝の新幹線で岡山経由で

やってきた松浦と新浦安組がいったん宿に集合。予定通り、荷物を置いて寒霞渓を目指す…かと

思いきや、さっそくメカトラが発生。 

福山のタイヤが穴が開いてしまっていた。 

近くに自転車屋も無かったので、応急処置(？)を近所のおかあさんの協力でして、のんびりと近く

の半島を一周することになりました。 

 

まあこのメンバーで走っているので、途中の峠では案の定、松浦先生と林が飛び出していきました。

(しかしルートを間違えて、笑顔で逆方向に進んでいきました) 

夕焼けが見たかったのですが、途中あまりにも寒くなってきたので、夕日が沈むギリギリまで耐え

て、撤収しました。 



 

 

 

↑見えた風景 

 

夜は予約していたまめまめびーる(MAMEMAME BREWERY)さんの屋台で食べました。少し

値段は高めでしたが、美味しいビールと料理を港の屋台で食べるという、最高の時間を過ごせま

した。普段は港から登ったところの店舗でランチとビール販売をしているみたいなので、是非とも

行きたいですね。 

 

3月 2日 

 

というわけで、延期になった寒霞渓はどこに行ったかというと、この日にやってきました。 

まず、この日は近くのコンビニで朝ご飯を食べていると、同じく立ち寄った方からみかんを頂くイベ



 

 

ントから始まりました。 

いいビタミン補給になりました、ありがとうございました。 

 

荷物を持ちながら、ヒルクラ開始です。 

寒霞渓の登りはヤビツ峠に近い感じで、全部で 15km、最初のダムまでが 12％の連続という何

とも荷物を持っている人を殴りにかかってきているのですが、自分は最初のダムあたりでちぎられ

ました。 

そして、ちぎられたことをいいことに、のんびり写真を撮りながら登っていました。 

実際、巨大な九十九折のように登るので、登ってきた分が眼科の景色に現れて登るモチベは失わ

ずにいられました。 

 

 

 

寒霞渓はかなり開けていて、眼下に坂手・草壁の港街を見渡すことができました。ちなみに、ここ

にかわら投げというものがあって、瓦を崖の方面に向かって投げるアトラクションがあったのです

が、最初「かわはら投げ」に見えて、面白かったです。 

すこし文字通りおつまみ(試食)をつまんだり、写真を撮ったり、コーヒーを飲んだりして休憩したの

ちに、さらに上の展望台を目指すことにしました。 

 

途中、僕がチェーンをスプロケットの内側に食い込ませるという、リタイアも覚悟したレベルのメカ

トラに悩まされましたが、なんとか展望台にたどり着きました。また寒霞渓から 100UP くらいはあ

ったかと思います。ちょうど標高が 777mでした。 

そしてそこからの景色がこちら。 



 

 

 

 

本当に景色が良かったです。この旅 No.1 といって

も過言ではないかもしれません。他の観光客もいな

かったので、のんびりすることができました。 

 

しかし、しばらくするとやはりお腹も空いてきたので、

とりあえず港のある方面へ下ることにしました。途

中下り勾配注意の看板で、並んでいる数字が１

７％となっているのは初めてみました。 

下りきったところで、昼食に小豆島ラーメンを食べ

ました。なんとこのお店、替え玉無料ということで、

なぜか大食い選手権が始まりました。何人前の麺

を食べたのだろう… 

 

 

 



 

 

 

食後は小豆島で有名なエンジェル

ロードへ。どうやらここはカップルが

手をつないで歩いて渡ると願いが叶

う場所らしいのですが、残念ながら

野郎 7人で訪れているので、何も起

こりません。周りに THE大学生が多

くはしゃいでいました。同じ年代でも、

こちらの方がはるかにおっさんでし

たね。ちなみに、ここではみんなで水

切りをして楽しみました。 

 

その後、地元のケーキ屋さんでシュークリームのおやつを買ってフェリーで高松へ向かいました。

小豆島、たくさん見るところがあっただけに是非ともまた訪れたい場所です。 

 

高松に着いてから、福山のタイヤ探しをしたのちに、スーパーに寄ってから本日の宿の屋島第一健

康ランドへ向かいました。ちなみに、夕食はあまりにも小豆島ラーメンでおなか一杯であったため

に適当にスーパーで買って済ましました。この時初めて夜の駐車場飯をしたのですが、案外悪くな

いですね。 

 

屋島第一健康ランドですが、どこか昭和の香りがある、ネオンの光るスーパー銭湯でした。 

正直言って、一体どういった人が集まってきているのかもうわかりません。ただ、よかったことはか

なり格安に夜を過ごすことができたということ。そして、ひさびさにのんびりと湯船に浸かれたこと

ですかね。ただ、廊下に毛布を引いて寝ている人が沢山いたのにはかなり驚きました。 

 

3月 3日 

 

世間はひなまつりでしたが、野郎の旅なのであまり関係ありませんでした。 

天候があまり優れなかったので、140km 全自走作戦は多数の反対により否決されて電車で移

動になりました。ただ、せっかくなので電車の前に高松を少し観光しました。 

うどんを食べたり、高松城を見たり、琴電の写真を撮ったりしているとあっという間に電車の時間

です。ちなみに、これで自分は香川で 3 杯目（だしを込みで 4 杯目）のうどんをたべました。お店

は「さか枝うどん」です。これまた格安で食べることができました。 

 

12 時過ぎの快速サンポート南風リレー号という長い名前の列車に乗って、いざ今治を目指します。

ただ、この電車途中でやたらと退避なり待ち合わせなりを行っていて、途中観音寺で26分停車し



 

 

たり、伊予西条で 38 分停車したりなど、東京ではありえないペースで四国を駆け抜けていきまし

た。睡眠の足りていないみんなにとっては、ちょうどいい急速になった気がします。 

 

今治到着後は、宿に直行しました。(宿は駅前です。) 

シクロの家という、自転車乗り向けの宿であったため、工具もそろっていて、ちょうど不調気味のデ

ィレイラーを調整することができてとてもよかったです。また、チェックインの時に受付の方が柑橘

系の飲み物を出してくださったのですが、これがすごくおいしかったです。 

 

しばらくグダグダしたのちに、夜ご飯を食べに行くことに。ちょうど自分の中学の担任の先生が今

治出身で、お勧めのお店を教えてもらえました。 

最初は高級そうで少しビビっていたのですが、実際にはかなりボリューミーな御膳がいただける、

すごくいいお店でした。自分はちょっと豪華に鯛御膳を頼み、愛媛の鯛を味わいました。 

 



 

 

 

そして、このタイミングでレポートの締め切りが前倒しになっていた衝撃的事実に気づき、なんと今

治でレポートを夜書き上げることに…泣 

ロゼワインの力を借りて、なんとか仕上げました。 

 

3月 4日 

今日はこの旅の 2つ目のメインディッシュでもある、しまなみ海道でした。 

今治のパン屋さんのパン食べ放題で C をロードしたら、いざ出走です。しまなみ海道は自転車の

道として、ブルーマークがひたすら続いていて、さらに路面上に案内が書いてあるので、ルート覚え

るのが苦手な僕らでもしっかりコース通りに進めました。 

 

最初の来島海峡大橋を渡って大島に入ります。なかなかこのような長大な橋を自転車で渡ること

は少ないので、景色も楽しみながら渡ることにしました。ここで、とある G 的発想から、ルート上に

ある展望台に登ることに。しかし、いざ登り始めると斜度がかなりきつかったです。初めて、完全に

バテた状態になりました。 

しかも、頂上に着いてみたところ、展望台は雲(霧)に覆われて何も見えませんでした。結局途中ま

で下ったスポットが一番海峡を見渡せて景色が良かったです。 

 



 

 

その後は大人しくルート通り島めぐりをすること

に。伯方島で塩ラーメンを食べる案もありました

が、伯方島が予想以上に広く、1 時間かかるとの

ことだったので回避しました。 

また、橋自体はかなり高さがあるため、橋へのア

プローチ道路で意外と体力を削られました。ちょ

うど３％くらいの斜度なので、20km/hは維持で

きるのですが、それ以上が出ないので、微妙な速

さで登っている感覚でした。 

 

途中、サイクリストの聖地にも立ち寄って写真を撮りました。シクロツーリズムを推奨している地域

とあって、どこもかしこもサイクルラックがあって、とても便利でした。 

 

お昼ご飯は、途中の生口島にあるたこ天丼のお店で。たこの天ぷらを卵でとじて、ご飯の上に載

せてある、ボリューミーな丼で、一気にエネルギーが回復します。訪れた「ちどり」というお店はか

なり有名みたいで、多くの有名人も来ているみたいでした。 

 

食後、ハプニングが起きました。林が消えたので

す。すぐ追いつく、と言ってコンビニに行ったっきり

戻ってきませんでした。事故っていないか心配に

なった松浦と僕で林を捜索しに行きましたが、林

の姿どころか、LINE の返事も音沙汰もありませ

んでした。 

すると、1 時間くらいたった時でしょうか、いきなり

尾道大橋の手前にいるとの連絡がありました。ち

ぎられたと思って全力で島を二つ駆け抜けていったみたいです。 

しかも途中右折しなくてはいけないところを直進して外周コースを進んだために、僕らに追いつく

ことなくしまなみを「完走」してしまいました。 



 

 

 

というわけで、気を取り直して走り続けました。途中、向島に渡ったところで夕日と因島大橋がセッ

トで見れる絶景スポットがあり、記念に沢山写真を撮りました。 

 

 



 

 

向島から尾道へはフェリーで移動し、尾道駅から

輪行です。惜しくも、3月 10日から新駅舎だそう

で、まだ仮の駅の状態でした。 

 

広島には 21 時過ぎに到着しました。宿は

guesthouse roku という場所で、とてもフレンド

リーな宿でした。しかし、22 時近くの新白島には

ほとんど7人で入れる飲食店は無く、夜ご飯難民

になってしまいました。 

まさかのここにきて牛丼…かと思いましたが、中

心街へ 2km 歩いて行ったところに有名なお好み

焼き屋があることがわかり、さっそく向かいました。 

 

 

最高においしかったです。＠大丸堂 

 

3月 5日 

 

今日は比較的のんびりな日ということで、ひさびさに朝のんびりと寝るかと思いきや、河原先生が

早めに起きていて、結局みんなも早く起きました。 

 

宿を出て、朝食を食べて宮島へ向かいます。

途中、原爆ドームに立ち寄ったのですが、あ

まりにもその存在感・メッセージ性に圧倒さ

れました。今回は訪れるだけで終わってしま

ったのですが、次回訪れる際はもっとじっくり

と見ていきたいです。 

 

宮島では、厳島神社に参拝したり、あなごめ

しを食べたり、カキを食したりなどしました。

奇遇にも、自分はここで先週河口湖を旅した友人と、バイト先の同期に会いました。宮島、ブーム

なのですかね。 



 

 

 

意外にも宮島で長く過ごしたので、おとなしく宮島口から輪行して下関まで移動します。 

宮島口⇒岩国はまだ 20 分ほどの電車だったのでよかったのですが、岩国⇒下関はとてつもなく

長い列車旅でした。約 3時間、同じ電車に乗っていたので、寝ても寝てもまだ到着せず…という具

合です。終点に着いた頃には外は真っ暗でした。 

 

夕食費を抑えるため、この日は自炊になったのですが、買い出しを終えてしばらくするとまたもや

事件が起きました。 

まず、買ったものをそれぞれバックに入れたり、別のリュックで持ったりしていたのですが、中には

ブラケットにぶら下げている人もいました。すると、突然河原先生から、ぶらさげていた荷物がブレ

ーキにあたって、ブレーキシューが吹っ飛んだとの言葉が飛んできました。しかしその場で止まって

点検するのはかえって危険(車道を走っていた)だったので、宿に着いて、明かりの下で確認しよう、

となりました。しかし、次の瞬間、横断歩道を渡っているときに、これまた異音がしたため振り返って

みると、河原の自転車？からすごい勢いで液体が横断歩道中に発射されていました。 

 

何かと思い、聞いてみたところ、今度は荷物がスポークにぶつ

かり、ビニールが破け、中に入っていた緑茶のペットボトルの

上部をきれいに切り落としてしまったみたいです。 

当の本人はいろいろと激怒していて、なぜか荷物を持て！と託

されたのですが、正直こちらは笑いが止まりませんでした。 

さらに、一番この状況で爆笑していた福山も、この数メートル

先で全く同じ方法でビニール袋を破壊していました。 

 

駅から宿までの数キロでいろいろとハプニングはありました

が、宿はすごくいいところでした。テラスから関門海峡を見渡す

ことができて景色はとてもよかったうえに、自炊もみんなでうま

くできました。 

 



 

 

3月 6日 

 

いよいよ合宿に向かいます。 

とりあえず、雨は降っていましたが念願の関門トンネルを渡るためにトンネル入り口を目指します。 

    

トンネルはこんな感じで、結構長いです。雨だったのも関係しているかもしれませんが、皇居ランナ

ーならぬ、関門ランナーの方々が多くいました。 

 

自分はこれで、初めての九州(沖縄除く)上陸です。 

またせっかくなので、門司港の駅舎も見に

行きました。こちらもあと数日で開業とい

う惜しい時期ではありましたが、もうすで

にお披露目のほうはされていて、中の一

部施設のみ未開業だったので、もしかした

ら大勢の観光客が集まってくる前でちょう

どよかったかもしれません。 

 

門司港から、電車で博多へ。 

 

ただ、宿まで徒歩 7分で、雨の中輪行状態で担いだのでびしょ濡れにはなりました。 

宿でくつろぐのも微妙だったので、博多の街へ繰り出すことになります。 

ここから南雲も合流しました。 



 

 

博多駅でラーメンを食べたり、のんびりスイーツを

食べたりしたのですが、だんだんすることが尽きて

きたので、天神へも行きました。というのも、Y’s 

Road福岡店に行くのがメインでしたが笑 

ちなみに、福岡店はかなり広くて品ぞろえもかなり

良かったので、いざとなった時はかなり強い味方に

なってくれそうです。 

そして再び博多に歩いて戻り、みっきーと陸生と合

流して、もつ鍋を食べに行きました。 

なぜか、予約してくれた女子 2 人は不在でしたが、

福岡で食べるもつ鍋は最高に美味しかったです。 

 

もつ鍋です。３，４回くらい〆のちゃんぽん玉を注文

した気がします。お店の方がとてもフレンドリーでし

た。＠新天地博多 

 

…というわけで、長らくかかりましたが、ここからが本ランです。すでにこの時点で僕の旅は7日目

を迎えております。 

 

PART３：2年春ラン＠九州 

 

【春ラン参加者】岡 遠山 河原 南雲 林 福山 藤村 山本 松浦 久留 山口 中村 泉田 

【日程】3月 6日～3月 11日 

【行程】 

3月 6日 福岡・博多集合    Kia Ora Budget Stay泊 

3月 7日 博多⇒由布院⇒別府  ゲストハウス団欒泊 

3月 8日 別府⇒由布院⇒九重  民宿路泊 

3月 9日 九重⇒阿蘇      古代の里キャンプ村泊 

3月 10日 阿蘇             〃 

3月 11日 阿蘇・宿にて解散 

 

3月 7日 

3月 6日はもつ鍋を食べて宿帰って寝たくらいなので、7日からです。 

 

【班分け】 

全輪行班：山本 遠山 河原 山口 泉田 中村 



 

 

日田班：南雲 岡 

センチュリー班：福山 松浦 久留 藤村 林⇒ギブアップ？ 

 

この日はいろいろとあって上記のような班分けになりました。全輪行班はソニックに載る人やゆふ

に乗る人で分かれたみたいです。 

センチュリー班はその名の通りのことをしていましたが、どうやら途中で林が離脱した模様です。 

日田班は、センチュリー班と共に日田まで走った後に別府まで輪行しました。本当は太宰府に寄る

予定だったのですが、出走直前に雨がかなり降っていて、1時間出走が遅れたので時間の都合で

カットとなってしまいました… 

ルートは以下の通りです。 

日田ルート： https://yahoo.jp/tofzJR  

センチュリー：  

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=7dfe651444a514d4fbe5746

92bb554f8  

 

途中少し登りがありましたが、ほとんど平地でした。ただ、豪雨被害の爪痕も強く残っていて、少し

ショッキングな光景もいくつかありました…少しでも早く復興できますように… 

お昼は途中の日田焼きそばの想夫恋というお店で食べました。鉄板に乗って出てくるパリパリの

焼きそばで、コスパも良くて美味しかったです。 

別府に着いてからは、わずかな時間ではありましたが地獄めぐりをしました。 

    

坊主地獄                             海地獄 

 

 

https://yahoo.jp/tofzJR
https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=7dfe651444a514d4fbe574692bb554f8
https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=7dfe651444a514d4fbe574692bb554f8


 

 

ちなみに、全輪行班は午後をいっぱい使って、別府のスイーツを堪能したり、地獄を巡ったりした

みたいです。楽しそうな写真が LINEで挙がっていました。 

 

夜は東洋軒という、とり天発祥のお店で食べました。すごくさっぱりしていて、疲れた体にはとても

よかったです。 

 

また、宿で温泉の無料券がもらえたので別府温泉を堪能することもできました。 

 

3月 8日 

前日とは打って変わり、絶好のサイクリング日和です！ 

この日は別府から元気に由布岳に向かって登りました。さすがに朝起きてすぐの 700UP は足が

応えます。特に最初は斜度がきつめだったので、10km/ｈも出ていたかどうか怪しいくらいのペー

スでした。 

その後、ようやく温まってきたころに松浦・福山

ペアによるロケットスタートが切られたのです

が、彼ら、25km/h で登っていくのでさすがに

追いつくことはできません。おとなしく景色を楽

しみました。 

 

峠の頂上では由布岳がきれいに見れてとても

よかったです。 

 

由布院に向かって下ると、一気に体が冷えたの

で由布院駅構内にある足湯に入りました。入

場券ならぬ入湯券を買ったところ、160 円で

お土産にもなるタオルまで付いてきました。列

車に乗ってやってくる人々を足湯につかりなが

ら見るのは何とも良い光景です。ああ、同じよう



 

 

に総武線の両国駅にも足湯作ってくれないかな… 

 

温まってからはしばらく由布院を観光しました。食べ歩きをしたり、お土産を見たり… 

 

そして、由布院から第二の山岳ステージに挑んだのですが、この時県道を使った人たちはなかな

かの経験をした模様でした。距離優先で進んだ自分たちは、途中斜度に苦しんだだけでしたが… 

 

実はこの直後から自分は３回もメカトラに悩まされました…ディレイラーの調子がどうもよくないみ

たいで、登りなのにインナーで軽くするとチェーンが吹っ飛ぶ

という、鬼のようなメカトラが起きてしまい、見事に一緒に走っ

ていた人々に置いていかれました。特に３回目はかなり奥ま

で引っかかっていて、諦めかけていたのですが林が救ってく

れました。ありがとう。 

 

また途中で名産品の牛乳を使ったソフトクリームも食べまし

た。本来目的地としていた牧場は休みだったのですが、道中

で立ち寄った牧場がこれまた有名な場所でした。ミルクの味

が濃厚で、自分の食べたソフトクリームの中でもトップクラス

の美味しさでした。 



 

 

 

宿は泉田セレクションということで、ちゃんと坂の上にありました。 

露天風呂と内風呂とあったのですが、露天風呂はちょっと熱すぎたので大人しく内風呂で河原先

生と語りました。 

夕食もすごく豪華でした！ひさびさの宿でのご飯で、ゆったり食べれるのもよかったです。 

夜、全員でコンパをしました。が、みんな結構疲れていたのか、結構いろいろ余りました笑 

 

３月９日 

 

～瞳を閉じれば峠が～まぶたの裏にいることで～ 

なかなか疲れが取れません。どうしたものか、宿に自分の寝巻と工具を置いてくる凡ミスをしてし

まいました。 

今日はやまなみハイウェイを走破して、阿蘇へ向かいます。今日もまたすばらしい天気でした。 

宿を出て数キロ、目の前に雪をかぶった山が見えてきました。いかにもやまなみハイウェイ、な景

色です。 

 

しばらくすると、登りの続く区間に入ります。もうだんだんと飽きてきた…と思う時に登った分の景

色が見えてくると、やはりやる気スイッチが入りますね。陸生先生の BGM がちょうどいいペースメ

ーカーになりました。 

しばらく下ると、いよいよ阿蘇の広い牧場区間に入ります。本来夏だときっと周りは青々と草原が

広がっているのだと思いますが、当時は黄色く染まっていました。 

ただ、野焼きの前日だった模様で、真っ黒になった草原よりか色があってよかったです。 

 



 

 

そして阿蘇を一望できる大観峰に到着しました。ここからの景色は圧巻です。 

ちょうど曇ってくる前だったので、しっかりとカルデラの地形を見渡すことができました。 

絶景のあまり、僕自身しばらく座って景色を楽しんでしまいました笑 

 

阿蘇を一望！ 

 

その後、お昼がまだだったので、宮地の駅へ向か

い、さっそく地元のイチオシグルメでもある「あか

うし」を食しました。お昼にしてはクオリティとして

も価格としても豪華でした。さらにお店で温泉無

料券までもらえたので、とてもラッキーでした！ 

 

食後はのんびり宮地の街を散歩しました。 

少し外れたところに女学校跡があり、そこは今は

喫茶店やフレンチのお店に生まれ変わっていまし

た。ただ、建物などは当時のままで、黒板などか

ら歴史を感じられました。 

また、午後の空いた時間を使って草千里ヶ浜に

挑んだ G組もいました笑 

 

 

地震によって、街の中心にあった阿蘇神社が大

きな被害を受けてしまった 

 

今夜から夜はみんなでつくることになりました。

初日は鍋だったのですが、争奪戦が激しくてと

てつもない光景が広がっていました笑 

 

 

 



 

 

３月１０日 

 

ここ２日間の疲れを癒してほしい、とのお告げでしょうか。本日は土砂降りの雨です。 

 

山口と泉田がレンタカーを手配してくれたので、一台お借りして軽―くドライブに出かけました。な

んとこれが初、千葉県外でのドライブです。正直言ってかなり緊張しました。 

 

訪れたのは高森町の高森湧水トンネル公園と白川水源、そして前日にもらった無料券の使える温

泉です。 

湧水トンネル公園は、最後にあるウォーターパールがとてもきれいでした。光をうまく使うことで流

水をこんな風にすることができるのだな…とつい関心してしまいます。気になる方、是非とも訪れ

てみてください。 

 

また、白川水源はあいにくの雨だったのであまりきれいに見えませんでしたが、水を飲んでみると

少し甘く感じられました。ミネラル分？ 

近くの休憩所の、この白川の水を使った水まんじゅうが最高に美味しかったです。 

  

そして濡れた体を温泉でしっかり温めました。温泉の不思議と体がかなり温まるのはなんでなん

でしょうね… 

 

ちなみに、もう一台の車で移動していた何人かはこの日、南十国村の方で水源を訪れた模様です。 



 

 

夜はカレーとハヤシライスでした。２日間陸生先生中心に料理は回してくれました。ありがとうござ

います。 

 

３月１１日 

 

いよいよ合宿も最終日です。 

この日、自分は朝早くに用事があり、宿を出てしまったのですが、そのあと片付けなどで残った人

たちが大変な思いをしてしまったようです。手伝ってくれた方々ありがとうございます。 

 

という感じで本ランのほうは終了となります。いろんなことがありましたが、自分は同期のみんなと

久々に走ることができて楽しかったです。そして、参加してくれた方々も楽しんでもらえたらならばう

れしいです。担当としては、多くの人に楽しんでもらえることが一番なので… 

 

PART４ 後ラン 

 

用事を終えた？あとは熊本方面へ向かいました。途中、阿蘇大橋があった場所などで現在も国道

の通行止めが続いていたり、土砂崩れの跡が残っていたりなど生々しい現場が残されていました。

災害の現場を自転車で走るのは今回が初めてではありませんが、何とも痛ましい気持ちになって

しまいます。 

 

阿蘇から2時間ほどで熊本市街に到

着しました。お城のほうを訪れたので

すが、工事が引き続き行われていて、

建物が分解されて持ち上げられてい

る状態でした。いつか、ふたたび堂々

とした天守閣のあるお城に復活する

ことを期待しています。 

 

その後、三角線というローカル線に乗

って三角まで移動します。車内でお昼

を食べてからはずっと疲れからか、爆睡していました。 



 

 

 

三角駅、ローカル線の終着駅ですが、おしゃれな構造です。 

 

その後、河原と共に三角西港を目指します。 

三角西港は、明治時代に開港された、国内でも長い歴史を有する港の一つで、開港当初は国の

特別輸出港に認定されて、アジアへの日本の玄関口として機能していました。しかし、気候条件が

厳しいうえに交通の便が良くなかったことから港としての役割を明治の末期には三角東港に奪わ

れてしまいます。ただ、それが故に開港当時の面影が強く残っていて、明治日本の産業革命遺産と

して世界遺産にも登録されました。 

  

実際に訪れると、歴史ある港湾建物や石造りの水路・護岸があり、なんだかのんびりした漁港でし

た。個人的に、天草の移動が無ければここの Caféでのんびり過ごしていたかったです。 



 

 

 

また写真スポットとしても最高でした。 

 

その後は天草を目指します。途中アップダウンが結構あったり、向かい風がかなり強かったりなど

ありましたが、海をみながらだったので何とかモチベを保つことができました。走っていて感じたこ

とですが、かなり房総半島と近い雰囲気がありました。 

 

天草に到着してからは、二人とも空腹だったので夜ご飯を。少し豪華に。 

 

 

3月 12日 

天草観光の日です。疲れがかなり極限まで溜まっていたのですが、それでもしっかりまだまだこぎ

ます。 

まずは天草に来たので崎津集落へ。世界遺産の天主堂を見に行きます。 



 

 

 

今まで世界でさまざまな大聖堂や教

会を見てきましたが、崎津天主堂はか

なりこじんまりとしている上に和洋折

衷な内装で、教会の中に畳が敷かれ

ているなど、今まで見たことない天主

堂で、厳格かつ神秘的な雰囲気でし

た。 

 

また興味深かったのはすぐ近くに神社

があったこと。キリスト教の信者が多い

中、街の神社はさまざまな信仰の人らが集まって交流する場として機能していたみたいです。 

そして神社の横から崎津集落を見渡せる展望台ま

での階段があり、登ってみたのですが、なんとこれ

が九十九折で 120UP もする階段でした。しんど

かったけども景色はとてもよかったです。 

 

また、ここで杉ようかんというものを食べました。よ

うかんというよりか、おもちに近い和菓子で、やさ

しい味で美味しかったです。 

 

次に、数キロ先の大江天主堂を目指しました。登り

がつらかったので遠くから見たのみでしたが… 

 

そしてお昼は大江天主堂近くの「ルルドのカフェ」

というお店で食べました。サイクリストと伝え、四国

から旅していることを伝えると、プチトマトとオレン

ジ、そして食後のコーヒーをサービスしてくれまし

た。メインの豚丼もとても美味しかったです。さら

に、このお店最近ゲストハウスも始めたみたいで

す。観光地にも近いので、今度はここの宿にしよ

うかな、と思います。 

 

そのあとはしばらく海岸線を走り続けました。途

中、断崖絶壁の区間があったり、修行の為？の滝

があったり、などガイドブックやサイトに載ってい



 

 

ないようなスポットが沢山ありました。 

   

また苓北町の最後の観光地として、なんとも言えない名の付いた岩がありました。 

結構有名みたいで、ガイドブックにも結構載っているみたいです。河原先生は結構テンションが上

がっていました。ちなみに、この岩がこのような形で生成された謎はいまだに解明されておらず、と

りあえず地殻活動の神秘…であるみたいです。また、潮の満ち引きによって沈んでしまうために、

実は小豆島のエンジェルロードよりもレアスポットであるだとか。 

 



 

 

その後、再び天草の中心部である本渡方面へ戻り、結果的に天草の下島を約一周したルートとな

りました。 

しかし、ここで問題が…ちょうど走行距離が 93kmだったので、あと７kmどこかを走らなくてはい

けなくなりました。まだ別行動をとっていた泉田中村陸生の 3 人は戻ってきていなかったので、

7kmを埋める旅に一人で繰り出しました。 

あまり長くなってきたので、この旅は写真で解説します。 

 

宿近くの祗園橋。日本百名橋の一つ。 

 

 

天草空港。天草エアラインが就航していて、ちょうど着陸シーンが見られた。残念ながら天草エア

ラインは貨物室の関係で輪行できないらしい… 

 



 

 

夜は再びいけすやまもとで食べました。2000円未満で豪華なお刺身が食べれて幸せです。 

 

3月 13日 

 

長い長い旅も今日で終わりです。 

自分たちは島原経由で熊本へ行く予定だったので、宿で他の 3 人とはお別れでした。陸生・中

村・泉田の 3 人は上島を走りに行ったみたいです。これまた崖ぎりぎりまで攻めに行ったみたい

で、影の上で自転車を持ち上げている写真を見せてもらいました。 

 

自分と河原は再び本渡から北上して、フェリーを使って長崎県へ渡りました。途中、朝食は「キムラ

パン」という、天草の有名なパン屋さんで買いました。 

フェリー乗り場でのんびりしていると、同じくフェリーを待っていたおじさん 3 人ほどに話しかけら

れました。大学名を伝えると、「わっはっは、俺も国立だからな！ええと少年院、網走…」などと返し

てもらえるなど、なんだかとても楽しい会話でした。鹿児島から友人らと車で男旅をしているみた

いだったのですが、とりあえず楽しそうな雰囲気がかなり伝わってきて、こちらまで楽しかったです。 

フェリーで朝食を食べ、これまた世界遺産になっている原城跡へ向かいました。 

  



 

 

歴史を学んだ方ならみんな知っている島原天草一揆の舞台ともなった原城は、現在は一部の石

垣や城址を残すだけとなってしまっているのですが、スマホを使って AR で当時の様子を見ること

ができました。 

この時もまた観光案内所の方のご厚意で自転車と荷物を案内所に置かせていただくことができ

ました。おかげでゆっくりと観光できました。 

 

その後は本当は雲仙ヒルクライムを予定していたのですが、かなり僕の足が限界に近づいてきて

いたので、のんびり雲仙を横目に海岸沿いを走りました。 

すると、途中で自転車で並走していた年配の方がこれ！と言って三ツ矢サイダーの飴を下さりまし

た。とてもびっくりしたのですが、結構疲れていたのでとてもうれしかったです。 

 

途中でこんな像も見つけました。どうやら坂本龍馬

が長州藩へ向かう際に島原で宿泊したみたいで

す。 

 

そして島原港からフェリーに乗って熊本へ向かいま

す。車が乗れる日本唯一の高速船ということで、な

んと島原⇒熊本間を 30 分で結んでいました。た

だ、この日かなりの強風ともあって、結構揺れまし

た笑 

 

お昼は熊本ラーメンのお店で、海外で大流行して

いる？味千ラーメンで食べました。ニンニクが利い

たスープで、美味しかったです。 

 

食後は熊本空港までのんびり走りました。最終日ということもあり、疲れもたまっていたのであとは

空港でのんびり過ごしました。(筆者はバイト先からの電話や留学先の登録、溜まっていた仕事の

整理などに追われましたが…) 

 

というわけで、長々となりましたが、総走行距離 827.8kmの旅はこれにて終わります。 

この先も忙しくなる見込みですが、老害にならない程度にランには参加していって何かお力にな

れればと思います。 

最後まで読んでいただいたみなさん、ありがとうございました。 

 



 

長い冬も終わりもう春ですね。 

東京では感じることのなかった冬を北海道に行って感じてきました。三輪先輩、永岩先輩、

詩音先輩どうもありがとうございました。 

今回はなかよしさいくるの“なかよし”の方で書かせていただきますね。 

 

1 日目 

羽田空港集合で AM7:30 発の飛行機に乗り新千歳空港へ向かいます。およそ一時間半で到

着。空港ではなんと山口先輩に会うことができました！ちょうどこの時期 NC の人が北海

道にたくさんいたようで、、 

ところで私たちは富良野にスキーをしに来たわけですが、今日は移動+観光といった感じで

す。空港からはバスで新富良野プリンスホテルへ GO。往復の航空券代、3 泊 4 日の宿代(朝

食付き)で 1 人あたり 15300 円！！ありがたいです。途中占冠の道の駅に寄った時にはスノ

ーバイクのレンタルがありました。隣の詩音さんはすごく乗りたそうにしているなあ。 

遅めのお昼をホテルで食べて、午後は美瑛の丘へ向かいます*╭︎( ˙º˙)╯︎* 

美瑛駅から美瑛の丘まではお散歩です。 

 

NC1 年 富田 



↓雪と戯れる先輩達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→妖精みたいな詩音先輩✨ 

 

 

 

 

 

 

 

美瑛の丘、端的に言って最高です！！ 

夕日に照らされてオレンジ色に染まる丘、息を飲むほどの絶景です。 

360 度見渡しても、空と丘の境目がわからないような幻想的な雰囲気を味わいました。 

語彙力がなくてごめんなさい。 

なんと、北海道マスターの三輪先輩も晴れた美瑛の丘に行くのは初めてとのこと。 

もしかしたら遭難するのでは？と思うほど私の他に観光客もおらず、絶景を思う存分堪能

しました。 

 

 

 





 

 

 

 

さすが北海道、日が暮れてからは頬が痺れるほどの寒さです。 

→駅の待合室のヒーターで解凍さ

れてゆく私たち 

 

 

 



 

夜はラムしゃぶを食べました。コスパが良すぎる。ラムしゃぶはジンギスカンなどに比べて

ラム独特の臭みもなく食べ易かったです！北海道のお野菜もおいしい。富良野駅近くの『千

成』というお店です。駅に寄った際にはぜひ行って欲しいです。 

 

 

2 日目 

朝はバイキングだったので、フードファイト! 

そして早速滑る、滑る、滑る！！！ 

私が滑っていたのは初心者コースでしたが危

うく雪だるまになりそうでした。 

シュンシュン滑ってく詩音さんと三輪先輩が

かっこよかったです(o >ω<)o 

 

 

 

 



 

 

一旦ホテルに戻ってお昼ご飯。 

昨日セコマで買ったものと噂のジャガアリ

ゴを食べました。午後もまたゲレンデに戻

り滑ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

初ナイターです！ 

この日は私がスキーで事

故るなど、なかなかご迷惑

をおかけしましたが先輩方のお陰で上手く対処できました。ありがとうございます！ 

 

今夜は晩餐です！いえーい！！ 

 

個人的には三輪先輩の恋話を聞きたかったのですが、ほ

ぼ永岩先輩のオチがカヨちゃんの話(←恒例のネタ話で

す)で終わりました。 

 

→先輩方も“なかよし”なようでなによりです(^-^ 

 

 

 

 

 

 



3 日目 

今日もまたまたバイキング！ 

男子の先輩方に若干引かれながらもファイティングしました笑 

 

午前中は滑って（永岩先輩と私は雪

だるまづくりに徹していました）午

後は札幌へ！ 

 

夜ご飯はラーメンを食べました。 

味噌ラーメン濃厚でおいしい。 

 

 

 

 

 

 

夜のすすきのは凄いですね、池

袋よりも治安が悪いような？ 

普通のコンビニなのにこれだけ

のお酒が置いてあるのかー。 

 

 

今日も今日とて永岩先輩の恋話を聞きます。 

 

『パンケーキに一女は最高のシロップ』との迷言を残しながらも、ガチの恋話を語って下さ

いました。私としてはとても満足です(☆︎∀︎☆︎) 

 

 



4 日目 

朝はまたいつものようにフードファイトして、1 日の観光ルートを決めました。 

 

目玉焼きの形が北海道になって

いて可愛い！ 

 

 

 

 

 

急遽レンタカーを借りて地球岬に向かうことに。先輩方運転お疲れ様です、ありがとうござ

います╰(*´︶`*)╯︎♡ 

途中に洞爺湖と支笏湖により地球岬へ。 

この時期、支笏湖では七条大滝の氷瀑を見ることができるようですが今年は暖冬であった

ため、もうすでに溶けてしまったとのこと。 

 

↓支笏湖のビジターセンターにて 

『あ、危ない、、このままだと永岩先輩が、、、』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→支笏湖 

 



私たちは２０時新千歳空港発の飛行機で帰る予定だったので、地球岬とチャラツナイ展望

台ではサンセットを見ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岬から見る夕日は、何にもさえぎられることなくなんとも壮大なものを感じさせられまし

た。 



 

 

空港に到着してからは、飛行機の遅延

により奇跡的に時間があったので念願

の一幻のエビそばを食べることができ

ました。夏の北海道合宿で北海道に来

た時に食べられなかったのですごく嬉

しい(´;ω;｀) 

 

というわけで最後は空港の一幻で締め

ました。 

 

 

 

 

 

読みにくかったとは思いますが最後までお読みいただきありがとうございます。 

北海道の景色には何か心が動かされるものがあるので、冬の北海道がまだの方は是非行っ

てみてください。連れて行ってくださった先輩方、本当にありがとうございました。 
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