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夏合宿後ラン in 道東 
                ２年 河原 
１ はじめに 
今回北海道で行われた夏合宿の後ランで道東に泉田、松浦と一緒に行ってきま
した。のでその時のことについて書いて行きたいと思います。ルートは知床斜里
から知床峠を通って羅臼、中標津、裏摩周を通って川湯温泉、屈斜路湖を通って
女満別空港という感じで予定してました（予定）。予定ルートについては計画者
の私が本合宿２週間前くらいに暇つぶしで作ったしおり（）を見れば詳しく分か
るはずです。このしおり、後ラングループにしか投下していないはずが 夏合宿
中色々とネタにされたのは何でなのでしょうかねー。あ、あとこのランには度々
南雲が合流します。南雲は夏合宿の後、車で道内を回っていましたが、元々一緒
に予約していた知床クルーズなどで元々合流することになっていました。しか
しそれ以上に南雲と合流することになり結果的に最終日はそのおかげで帰れた
と行ってもいいほどです。このことについては後で書きます。では１日目から書
いて行きまーす。 
 

２ １日目（9/1）～ひたすら輪行～ 
ルート  
https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=dd4769b787a01def5a5
982ff1d2ae334 
 
合宿の解散はニセコのホテル、これから目指すのは知床。その距離470km、行
程は５日間。このことから察せられるようにこの日は単なる移動日～輪行 day
～である。なので書くことはそんなにありませんが書いて行きます。この日は何
が何でも知床斜里のホテルに着く必要があったのでホテルで朝ごはんを食べず
に出発、倶知安駅を目指す。この時珍しく私が引くことになり、のんびりペース
で牽こうと思ったが後ろの松浦からの圧力を感じ、飛ばすことになってしまっ
た。さすがゆるポタ詐欺師松浦である。飛ばしたこともあり、倶知安には早く到
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着。先に出発していた人たちも駅前で輪行準備をしていた。我々も輪行して列車
を待つ。到着した列車は２両編成だったので乗れるか心配だったが無事乗れた。
ここから南千歳までは本当に書くことがないので省略。なんだかんだ列車を乗
り継ぎ、南千歳に到着。ここで新千歳に向かう人たちとはお別れである。南千歳
では１時間以上時間がある。そこで近くのアウトレットモールで昼ごはんを食
べることに。この中に数あるラーメン店の中から選ばれたのは札幌ラーメンで
も旭川ラーメンでもなく鹿児島ラーメンの店である。もはや北海道にいる意味
とは。しかし味は良かったので満足。 

 ←食べたラーメン 

 
 
ラーメンを食べた後は南千歳駅に戻り、特急列車に乗って釧路を目指す。特急で
は青春 18 きっぷを使えないのでこの時点で 8000 円ほど費用が飛ぶ。痛いが
時間的に仕方がない。列車に乗ってからしばらくは景色を楽しんでいたが、すぐ
に３人とも爆睡してしまっていた。やがて豪雨の釧路に到着。急いで向かいのホ
ームの列車に乗り換える。この列車の中でもはじめの方は釧路湿原の景色を眺
めていたが塘路を過ぎると湿原は見えなくなる。その後は南雲にスマココをつ
けさせて今どこにいるのか３人で見たりこれから遭遇するかもしれないヒグマ
について調べて３人で勝手にびびったりしていた。 
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そうこうしているうちに２時間が経ち知床斜里駅に到着。宿は駅からすぐのと
ころにある斜里第一ホテル。ここのオーナーさんも自転車を趣味としているよ
うで、サイクルラックやフロアポンプが置いてあり、自転車も中に入れてもらえ
て自転車乗りには良心的な宿であった。さらに宿の裏にはセコマもあり、最高で
ある。ここに荷物を置き夕食を食べに行くが、本当にスナック以外の飲食店が少
ない。これが道東の町の現実なのだろうか。宿でもらった飲食店の地図を頼りに
近くの道の駅にある店に行くことに。ここでは鹿肉ジンギスカンを食べたが以
外と癖がなくペロリと平らげることができた。 

 ←鹿肉ジンギスカン 

山口玲
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その後宿へ戻り、男部屋で明日の作戦会議をする予定だったが、30分くらいし
ても泉田が来なかったので寝てしまった。ちなみにそのすぐ後に泉田が来たが
反応がなかったらしい。申し訳ないです… 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
←宿にあった鹿の剥製 

 

 

 

3  2 日目（9/2） 
ルート（予定） 
https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=d9a9727a136b7aecc7fc
d03089def45a 
 
この日は峠を越える日なので朝6時に起床。なんとか全員起きることができた。
宿の人によるとこの日は久々に天気の良い日らしい。絶景に期待しつつ昨日セ
コマで買ったおにぎりを食べて出発。まずは宿の人にお勧めされた天に続く道
の展望台を目指す。道を少し間違えたが、正しい道に戻ると気持ちの良いくらい
ひたすらまっすぐの道である。最後に若干きつい坂があるが登り切ると絶景で
ある。 
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←筆者の I CAN FLY() 
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絶景をしばし楽しんだ後すぐ横のダートの道を押し歩き、R334に復帰してし
ばし海沿いを走る。海からの風がとても気持ちいい。途中景色の良い場所では
立ち止まりつつ青空の下走る。 

 
 
20kmほど走るとオシンコシンの滝が見えてくる。知床は観光地と観光地の間
の距離が短いので飽きっぽい私でも飽きずに走れる。駐車場に自転車を停め、
遊歩道の方へ行くと目の前を滝が流れている。低く広く流れているので正面に
来るととても迫力がある。 
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また遊歩道を戻り R334 を通りウトロ方面に出発。ウトロまでの途中の景色も
綺麗だがだんだん雲が増えてきてしまった。この途中松浦が「亀岩だ！撮りた
い！」と言った。確かにいかにも亀な形の巨岩が見える。この岩実は岬で、正式
名称はチャシコツ崎と言い、アイヌの聖地であったらしい。 

 
「亀岩」を通り過ぎるとすぐにウトロの街に着く。少し時間を潰してから開いた
ばかりのセコマで補給を買い、出発。オロンコ岩にも行きたかったが時間的にき
つそうだったのでパス。ここからはプユニ岬へと続く久々の長めの坂が待ち受
けている。その坂をゆっくり登るとウトロの街やオロンコ岩が眼下に見えてく
る。 
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とても綺麗な景色だったので晴れていたら…という感じである。坂を登りきり
少し下ると知床自然センターに到着。晴れてきた。自転車を停め、フレペの滝へ
と向かう遊歩道をしばし歩く。しばらく明るい林を歩き、抜けるとそこは草原で
ある 

 
気持ちいい草原地帯を歩くとやがて断崖が見えてくる。ここをフレペの滝が流
れているが、影に入っていて肉眼でしか見えなかった。しかし濃い青の海と断崖
の景色もなかなか素晴らしいものだった。 

山口玲
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ここからは遊歩道沿いに再び知床自然センターへ戻る。咲き残っている黄色い
花が美しい。林の道の登りが足にきたがしばらくすると下りになり、知床自然セ
ンターに到着。ここでヒグマが出没して遊歩道が閉鎖されたと館内放送で知っ
た。遭遇しなくてホッとしたが見てみたかった気もする… 自然センターの中に
はお土産屋や展示があり、しばらくのんびりすることに。展示もとても充実して
いたが、写真に残っているのは我々のコスプレ姿（）ばかりである。 

 
←ヒグマ 
 
 
 
 
 

 
 
 

ヒグマ捕獲→ 
 
 
 
←フクロウ 
 
 
 
 
 
 

北海道→ 
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←ヒグマの剥製 
 

これ以上はのんびりできないので知床自然センターを出発。出発してからはし
ばらく下りだが、その後長い坂が待ち受けている。この坂が地味に辛い。ひいひ
い言いながら登ると建物が見えてきた。知床五湖レストハウスに到着である。こ
こからは時間の関係で一湖だけ回る高架遊歩道にだけ行くことに。遊歩道に入
るとツアー客がたくさんいた。さすが世界自然遺産を構成している場所である。 
遊歩道に入ってすぐ木でできた高架橋が見えてくる。この高架橋も周りの景観
と混ざり合い美しい景観を作り出していた。 

 
 
しばらくここを歩くと遠くに池が見えてくる。これが一湖である。さらに進むと
半島を背に一湖が近くに見えてくる。そして目の前に一湖がある場所に着く。こ
こが高架遊歩道の折り返し地点である。 

山口玲
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湖はとても落ち着いていて深い青色をたたえていて美しかった。観光客が多い
のも頷ける。湖の前で記念写真を撮っていただいた後に元来た道を折り返しレ
ストハウスで鹿肉バーガーを補給として食べた後、いよいよ知床峠に向けて出
発である。登って来た道を下ると例のごとく自然センターから下って来た道を
折り返すことになる。ゆっくり登り切ると自然センターの前に出る。ここが知
床峠の入口である。斜度はほぼ一定で平均６％ぐらいだが重い荷物を背負って
いる身としては辛い。さらに羅臼岳も雲の中でメンタルをやられる。しかし登
りの終盤になってくると景色が開けてきて登って来た道が見えてくる。 

 
 
 
 
 
 

山口玲
13



�

�
�

この辺りから追い風になり、飛ばすことができた。しばらくして知床峠に到
着。やはり羅臼岳は見えなかった。 

 
到着したはいいものの風がありえん強くなってきて寒いので、記念撮影をした
後早々に下る。また羅臼岳リベンジしたいですねー。峠から少し下って登り返
すとこれから進む道が国後島を背景として見えてくる。この景色が絶景であっ
た。 

 

山口玲
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今景色だけでも峠を登る価値があったと思う。ここからは純粋な下りでそよ風
を浴びつつ気持ちよく下った。そして熊の湯に到着。 

 
ここは人気の温泉らしく、あまり調べずにこの日の風呂がわりにプランに組み
込んだ。入ってみると脱衣所と露天風呂だけがある。そして脱衣所にたくさん
決まりが書いてあり、少しビビる。露天風呂に行くと地元の漁師の人や他の旅
行者が１０人くらい入っている。ここで地元のベテラン漁師の方から入り方指
導を受ける。が、方言が入っているので言っている事がほとんど聞き取れない
（松浦はなんとか理解できたらしい）。仕方ないので見よう見まねでなんとか
する。頭にお湯をかけるととても熱い。50℃はありそうである。しかしいざ入
ってみると意外といける。入る前に漁師の方のやるように体をそれに慣らした
からかもしれない。泉質も素晴らしく好きな温泉ベスト10に入るようなもの
だった。しかしいかんせん熱いものは熱く、10分もかからずにギブアップ。
早々に上がった。後で他の漁師の方から聞いた話では、この日はまだ水が投入
されていて温度はマシな方であり、前日に来た京大の自転車団体は「洗礼」を
受けたらしい。水が入っていなかったらどうなることやらという感じである。
外で火照りが冷めるのを待っていると泉田も来たので出発。割とすぐに羅臼の
市街地に着いた。2人はもうお腹が空いたらしく、宿に荷物を置いて道の駅に
併設されている食堂へ行くことに。ここで頼んだほっけ定食は1600円と値段
高めであるもののボリュームがあり美味しかった。 
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夕食を食べ終わるとこの日合流予定の南雲からもうすぐ着くという連絡が。し
ばらくすると南雲氏到着。彼は積丹半島、富良野、美瑛と回って来たらしい。
晴れていたようで羨ましい限りである。この後私が疲れ果てて部屋でぐったり
している間に３人で車に乗り日帰り温泉に行こうとしたがしまっていたらし
い。残念。しかし車で知床峠に行くことになり疲れの取れた私も行くことに。
車は峠をすいすい登り知床峠に到着。見渡す限りの星空で来てよかったと思え
るものであった。 

 
←星空(南雲氏撮影) 
 印刷だと黒く潰れそう… 

 
BUMP OF CHICKENの天体観測をBGMに星空にしばし見とれてしまった。
寒くなって来たところで車に戻り、すぐに宿に到着。翌日のクルーズを楽しみ
にしているといつの間にか寝てしまっていた。 
 

4 ３日目（9/3） 
ルート（予定） 
https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=2cd77b3fe01f40284387
a9b2dd03d1e0 
 
この日は７時に無事起床。いよいよ待ちに待ったクルーズの日である。支度を
済ませ、クルーズの事務所に向かう。外に出るとカモメの鳴き声が聞こえて来
て海と朝日も相まってアニメの世界のような感じでとてもエモくなった。 

山口玲
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手続きを終えると３人もやって来た。どうやら近くの展望台に行って来たらし
く、とても羨ましい。そんなこんなで船着場に行くとちょうど出発時刻くらい
になっていた。乗船し、出航。今回のクルーズはイルカやクジラなど野生動物
の観察に主眼が置かれているものであり、しばらくするとすぐ近くにイルカの
群れがたくさん現れてきた。さらになかなか見られないカワイルカの群れも見
る事ができた（写真はイシイルカ）。一方でクジラの群れはなかなか見つから
ず、結局この日クジラを見ることは叶わなかった（船長によるとクジラの群れ
は捕捉できたが北方領土の領海内に滞留していたらしい）。 

 
 
  
また、この日は晴れていたので知床半島の先の方もよく見え、さらにこの船は北
方領土の方に近づくので国後島も綺麗に見えた。 

山口玲
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しかし折り返し地点あたりで悲劇が襲う。今回の船は小さめの船で群れをレー
ダーで捕捉すると猛スピードで追っかけるということから察しがつくように船
酔いである。Throw up するほどではなかったのでなんとかなったが、今まで
船酔いには強いと思っていたのでショックだった… ちなみに他の人たちは船
酔いにならなかったらしい。すごい。船酔いに１時間ほど耐えていると船は港に
到着。やっと船酔いから解放された。下船後、この日の昼も前日食べたところで
食べることに。この日は前日に売り切れていた秋刀魚定食を食べたが、とても脂
が乗っていて美味であった。 
 

 

 
ご飯を食べた後オンネトー方面に向かう南雲と別れ我々は標津方面に向けて出
発。この日は前日と違いほぼ平地なので楽勝なはず（フラグ）。しかし待ち受け
ていたのは強烈な向かい風でした…  さらに無数の小さなアップダウンに苦し
み、だんだん体力を削られていく。しかも景色が代わり映えしない。辛い。ダウ
ンヒル中にエゾシカが我々の眼前を横切る事故寸前案件があってひやりとした
くらいである。死んだような顔をして我々が標津の街に着いたのは 15 時半頃。

山口玲
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とりあえず近くの根室標津駅跡地に私の希望で行くことに。ここにはSLや転車
台などがあり、興味深かったが 2 人はあまり関心がないようであった。昔そこ
に駅があったと思うとロマンを感じられません？ 
 

 
 
 
 
 
 
 
←根室標津駅跡 

 
さてここでこれからどうするか決めることに。中標津まで行く道はここまでと
同じく単調。そして景色の良い野付半島に寄ると標津～中標津は確実にナイト
ラン。ここから導き出された結論はバス輪行でした。泉田が近くのバス営業所の
所長さんに聞きに行くと答えはOK。バス輪行の決定である。最終近くのバスが
空いているらしいのでそれまでの間私たちは野付半島に行くことに。相変わら
ず野付半島の入り口までの景色も単調だが半島の景色に胸が高まる。分岐を左
に行き、半島に入ってしばらくするとこの景色である。 

山口玲
19



�

�
�

道の両側に海が広がるこの景色を見ると自分が今まで行きたかった野付半島に
日中にいるのだと感じさせられる（前来た時は夜で何も見えなかった）。この半
島の幅が狭まっている区間が終わるあたりで一旦自転車を止めボーッとする。
左には国後島、右には半島の先っぽが見えていた。 

 
再び出発し、湿地帯を横目に走ることしばらく、今度は立ち枯れした樹林帯が見
えて来た。 

山口玲
20



�

�
�

ここはナラワラと呼ばれる場所で、ナラが立ち枯れしたものが残っているらし
い。とても荒涼としていて、この世のものとは思えない感じであった。ここでヘ
タレな私はハンガーノック気味になって来たので泉田からウィダーインゼリー
的なものをもらい補給する。ここから先にもトドワラと呼ばれるトドの枯れ木
の残っているスポットがあるらしいが、今回はパス。ナラワラでのんびりするこ
とに。 

 
人通りはほとんどなく、とても静寂としていてとても良い癒しになった。立ち枯
れの木の間をエゾシカがすり抜けて行くのも見る事ができ満足である。30分ほ
どのんびりした後、元来た道を折り返し始める。途中でキタキツネの親子を間近
で見る事ができた。知床峠でも夜に見る事ができたが、自転車に乗っているとき
に遭遇するのは初めてである。とてももふもふしていて可愛い。速めのペースで
野付半島の付け根を通過し、バス営業所に到着。ここでもうすぐ出発するバスに
自転車をそのまま載せていただけることになった。とてもありがたい。バスが出
発すると３人ともいつの間にか寝てしまっていた。起きるともうそこは中標津
の市街地。車は偉大である。運転手さんに礼を言って中標津バスターミナルで下
車。走ってすぐに宿に到着した。荷物を置き、飲食店を探しに行くことに。中標
津も空港があるとはいえ、寂れていて飲食店はほとんど閉まっている。そんな中
入った新しそうなうどんの店で食べた肉うどんは絶品であった。 
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宿に戻り風呂に入った後、泉田と松浦はコインランドリーに行くらしく、食べ物
や飲み物も買って来てくれるらしい。とてもありがたい。しかし私は疲れからか
大爆睡を決めてしまう。もちろん２人が帰って来たときも寝ていて大ひんしゅ
くを買ってしまった。本当に申し訳ないです。このときガラナ味のチューハイを
飲んだがあまり好きではない味であった。冬にガラナを飲んだ時は美味しいと
思ったのに不思議である。短期間のうちに味覚が変わったのだろうか？酒を飲
むとまた眠くなりいつの間にか寝てしまっていた。距離と獲得標高の割に疲れ
た1日であった。 
 

５ 4 日目（9/4） 
ルート（予定） 
https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=e7bdfb50003b6d8771c
613f86dae4b39 
 
この日は天候が崩れる予報だったので 6 時起床、7 時出発。毎度おなじみセコ
マに寄って朝食と補給を買い込む。ここでトラック運転手の方にカロリーメイ
トをもらった。とてもありがたい。セコマの脇で朝食を食べていざ出発。まず目
指すは開陽台である。中標津市街を出るとゆるいアップダウンが続く。そして途
中で左に曲がるとミルクロードとやらに入る。どうやら牛乳を輸送するのに使
われるためにそう呼ばれているらしい。なので別にソフトクリームの売店がた
くさん並んでいるわけではない。ちなみにこの辺はヨーグルト通りと呼ばれて
いるが、当然ヨーグルトは道端に転がっていない。残念である。そんな途中で中
標津空港の横を通過したが空港というより飛行場という感じであった。そんな
道を進み開陽台に行く分岐を右に曲がると激坂のお出ましである。華麗にダン
シングを決めてスイスイ登る松浦を前に見つつ、泉田とゆっくり登る。ひいひい
言いながら登り切ると曇ってはいるものの周りは牧草地の絶景である。 
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下に自転車を停めて上の展望台に行くと、さらに遮るものは減り、眼下にはほ
ぼ360度の絶景が広がっている（公式では330度）。 

曇りの日でもいい景色だったので晴れの時はどれほど綺麗に見えるのだろうか
と思った。景色を堪能した後はソフトクリームに後ろ髪を引かれつつ摩周湖の
方へ出発する。事前にグーグルマップで見た限りではここから先 40km ほど飲
食店もコンビニもない感じであったが、まあ耐えである。開陽台を出ると再びミ
ルクロードに合流し牧場沿いのアップダウンが続く。牧場の牛に手を振りつつ
走る。そういえば最初のあたりで見かけたホルスタイン柄の馬は何だったのだ
ろうか。しかしこの道路、とても景色が単調である。ウシ、ウシ、ウシ、時々ト
ウモロコシ畑。当然飽きてくる。途中から牛に見向きすらしなくなった。この道
は後に虚無虚無ロードと呼ばれることとなった。おまけに私の尻が爆発しそう
になってくる。そのため 10km くらいごとに尻休憩を取りつつ先に進む。つい
に牧場地帯の終わりに近づくと牛と書かれた山が見えてきた。 
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この山の文字は、地名の「養老牛」の「牛」のことらしく、わりと有名でモアン
山と言うらしい（今調べた）。温泉もあるらしいので今度は行って見たいもので
ある。ここを過ぎるとあたりは森になり峠らしい雰囲気が出てくる。しかし勾配
はまだ緩い。のんびり登り、トンネルを抜けると清里峠に到着。ここからさらに
登ると裏摩周展望台に行き着く。摩周湖を一目見たい我々は裏摩周展望台を目
指して登って行く。しかし勾配がきつい。おまけに霧で視界が悪い。 

0 1 0

 
一面の霧で湖の輪郭すら見えない。これが本当の「霧の摩周湖」である。なんか
霧と笠雲で見えない案件がこの後ランで多い気がしなくもないが気のせいだろ
う。寒いし何もすることがないのでさっさと清里峠に戻り緑方面へひたすら下
って行く。そして神の子池の入り口に到着。ここではもう晴れていた。ここから
はダートなのでここに自転車を停めて歩いて神の子池に向かう。木漏れ日の差
し込む林道で、わりと頻繁に車が通ることを除けばとても歩いていて気持ち良
い道だったので気づいたら２km歩いていた。そして神の子池に到着。そして池
の周りを一周する遊歩道に入ると神秘的な色の池が見えてきた。 
 
青いのは一部分だけだったが逆にそれがこの池の神秘性を際立たせている気が
する。泳いでいるオショロコマも可愛い。 
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記念撮影をしていただいた後、行きと同じ道を通り再び入り口に戻る。そしてさ
らにダウンヒルし、緑駅前に到着。事前に調べた通りだとこの辺にスーパーと飲
食店があるはずである。しかしスーパーはいわゆるスーパーとは程遠い小売店
のようなところで、泉田の調べたパン屋も閉まっている。仕方ないのでスーパー
でインスタント食品を買い、中の椅子で食べることに。この先も川湯まで飲食店
はなかったので飲食店に関しては 70km 近くなかったことになる。恐ろしい。
ちなみにここで私は焼きそば弁当なるものを食べました（が写真はない）。 
ここで腹を満たし、出発。割とやきそば弁当（とスープ）は美味しかった。ここ
からはまた野上峠というミニ峠を越えなければならない。尻休憩をしたことく
らいしか特筆することがなく、野上峠に到着。これ以降は登りはない。天気予報
によると１時間後に雨が降るらしいので急いで下る。下りの途中からは川湯の
シンボルであるアトサヌプリ（硫黄山）も見えるようになっていた。そして川湯
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のこの日泊まる宿に到着。思ったより着くのが早かったのと雨がそんなに強く
なかったことから次の日に行く予定だった硫黄山に行くことに。どうせ翌日は
台風で行けなさそうだし。宿を出発し川湯の温泉街を抜け林を通り過ぎると突
然景色が荒涼としたものに変わる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
木々の丈が低いのは火山ガスなどの影響だろうか。大涌谷の周りとかに似てい
る気がする。そして後ろにそびえているのが硫黄山である。あの煙が出ているあ
たりが目的地である。さっと走り硫黄山のレストハウスに到着。この時駐車場の
係員の方に翌日通る予定の美幌峠は通行止めになりそうだと聞き絶望。翌日の
予定を組み直す必要が出てきた。まあ色々考えていても仕方がないので、硫黄山
を観光。これほど近くで噴出している硫黄を観察できる場所は珍しいそうです。 
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お湯がいきなり飛び出てくるのにびっくりしたり熱い岩に触れたりしながら楽
しむこと30分、雨がポツリポツリと降ってきたので帰ることに。帰りは下り
基調なのですぐに宿に到着。寒くなっていたので川湯温泉街の中の温泉に行く
ことに。この温泉、ただの温泉ではなく、釘が溶けるほどの強酸性の温泉で、
足も無臭になるほどらしい。そのため行く前から楽しみにしていたが、入って
みるとすごい。シャワーや水道が酸にやられて表面がボロボロになっている。
さらに入ってみるとすごく皮膚がヒリヒリする。とても新鮮である。強酸性の
熱い浴槽とぬるい浴槽、そして真水の浴槽行ったり来たりしてのぼせてきた頃
風呂から上がる。そしてロビーでのんびりしていると南雲から川湯に来るとの
連絡が。また会うことになるとは思っていなかったので驚いた。南雲も夕食を
食べていなかったので一緒に食べることに。そして合流し南雲の車で川湯の店
を回ったが、かなり高い店以外は閉店…。仕方ないので摩周に向かうことに。
片道20kmでも軽く行けてしまうので車はすごい。そして摩周近辺で良さげな
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店に到着。この店、料理の値段は少々高めだがすごく旨いのでオススメした
い。 

←ハンバーグ 
 
 
 
 
 
 

牛乳ラーメンと豚丼のセット→ 

 
ここで明日の予定について話し合う。風が強いことや翌日屈斜路湖の道が閉鎖
されることでこの時は川湯温泉から西女満別まで輪行する気でいた。しかし運
行情報を見ると釧網本線は15時まで動かないらしい。これでは飛行機の時間
に間に合わない。かといって列車の動いている網走までの66kmを風が弱まっ
てから漕ぐのも現実的ではない。翌日は南雲に同行することに。つまり車輪行
である。ここは南雲に圧倒的感謝である。南雲がいなければおそらく次の日中
に帰ることはできなかっただろう。そして南雲も川湯泊が決定し、車中泊は厳
しそうだったので我々の泊まる宿に泊めさせていただくことに。宿の方にも圧
倒的感謝である。車を停め、自転車を中に詰め込み宿に戻る。この時点でかな
りヘトヘトになっていたので部屋で軽く話し合いをしたあとすぐに就寝。 
 

6  ５日目（9/5）～ドライブ～ 
ルート（予定）全く使わなかったけど。 
https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=8ad4b5f7000ab04b963
95988665c8cdd 
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この日は暴風の音で 5 時に目が覚めた。とりあえず女満別方向への道路が通行
止めになっていなかったのでひと安心。全員起きて準備したあと 8 時ごろに宿
を出発。この時も風は強く、自転車なら漕げないような状況であった。出発して
２時間も経たずに女満別空港に到着。やはり車は早い。自転車を組み立て停めら
れそうなところに地球ロックで停めて再び車で出発。完全に普通の観光旅行で
ある。まずは網走方面へ。途中、ジェラート店があったのでふらっと立ち寄って
みると、海外の大会で優勝したことのある人がやっているところらしく、確かに
今まで食べたジェラートの中で抜きん出て美味しかった。 

 
再び車で出発し、道に迷いつつなんとか 1 つ目の目的地、網走監獄に到着。こ
こにくるのは２回目だが、展示が充実しているので何度来ても飽きない。まあお
決まりのごとく囚人体験が一番面白かったんですけどねー。 
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主な施設をまわり終えたので再び車に乗り込む。このあとサロマ湖に行くこと
しか決めていなかったので、とりあえず回転寿司屋に行き、寿司をたらふく食
べ、網走の「駒場」にある百均でプチプチを買った後もどの道でサロマ湖に行く
か決めていなかった。しかし網走市外に戻る手前で南雲の発案で遠回りになる
ものの海沿いを走ることに決定。結果的にこれが正解であった。海沿いを走り能
取岬に到着。快晴である。 
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さすが嵐の出てる CM に使われただけある場所である。我々もキラキラ大学生
風（）の写真を撮ることができた。ちなみにここ、着く直前の道も絶景で昔、車
のコマーシャルにも使われたらしい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
気を取り直して出発。意外と時間がキツキツになって来た。なのでここからはノ
ンストップでサロマ湖に向かうことに。ここからサロマ湖までは私が音楽に合
わせてヘッドバンキングしていたことと後ろに座っていた２人が爆睡していた
ことくらいしか記憶がない。いつの間にかサロマ湖畔に着いてしまっていた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

湖の色は海とも湖ともつかぬブルーで不思議な色をしていた。さてここでサロ
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マ湖に来た目的の一つであるホタテバーガーを食べなければならない。しかし
店に向かうも閉店。涙の撤退である。仕方ないのでホタテは道の駅で食べました
（貝の苦手な松浦はかぼちゃマンなるものを食べていた）。 

 

ホタテに満足したところで再び空港に戻る。この帰りで撮られた私が「恋のマイ
アヒ」を歌いヘッドバンキングしている動画は黒歴史として刻まれることにな
った。ここからはもう書くことはほとんどない。空港に余裕を持って到着し、飛
行機輪行しエスカロップを食べ、お土産を買ってまだ北海道に残る泉田と別れ、
３人で飛行機に乗って無事帰宅した。 

 
 
と、ここまで書けば旅行記は終わりだが、家に着き、寝た後にあの地震が起きた。
これを知ったのは翌朝のことであった。北海道に残っていた泉田とはすぐに連
絡がついたが、全道停電、生々しい地震の痕はニュースで知り衝撃を受けた（泉
田の旅行記に詳しく書いてあると思われる）。今回の旅で出会った人たちを含む
被災した皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、犠牲者の方々のご冥福を
お祈りし、この旅行記の本編の結びとする。 
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７ おわりに 
とりあえずこの旅を無事故で終わらせることができ安心しています。今回の旅
の主目的の一つだった摩周湖と屈斜路湖は見られませんでしたがまあ充実した
旅だったと思います。念願の知床に行けたし。あと車は便利ですね。虚無い区間
をすぐ走り抜けるので。これからは車と自転車を組み合わせて旅するのもいい
んじゃないかと思えてきました。最後に一緒に旅をしてくれた泉田と松浦、途中
合流したり車に乗せてもらったりでとにかく色々お世話になった南雲、そして
旅の途中出会いお世話になった全ての皆様、ありがとうございました！また北
海道に行きたい！ 
 

 
完 
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さわやかランの記録 

 
 10 月某日、静岡のレストラン「さわやか」のげんこつハンバーグを食す
べく、1年生 4人で誘い合わせて静岡県沼津市へと向かいました。その様子
のレポートです。 
 
参加者紹介 
・ 青木（執筆担当・体力がない） 
・ 浦西（ボケ担当・忘れ物が多い） 
・ 竹縄（ルート担当・部屋が汚い） 
・ 谷岡（ゴリラ担当・体調が悪い） 
 
 9 時に小田原駅に集合した我々4 人。「さわやか」を目指すという目標こそ
決定しているものの、ルートは未定でした。谷岡は体調不良で当日朝まで参加
不透明、竹縄は財布を、浦西はヘルメットを忘れる始末。大丈夫かこいつら。
ゴリラが箱根経由を主張したり、竹縄が熱海峠ルートを提案してきたりした
ものの、僕と浦西の意見で国道 246号線沿いの比較的緩やかなルートをとる
ことに決定し、早速駅を出て輪行解除します。補給を買い込んだり、谷岡がバ
ナナ(主食)を配ったりしているうちに時刻は 9 時半。昼過ぎ頃のさわやか到
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着を見込んで出発しました。 

 
 
 途中、予期しない 15%超(体感)の激坂が現れるハプニングもあったものの、
大きなトラブルはなくのんびりと進み、10時半ごろに山北町に入ります。川
が綺麗に見えるポイントで休憩しようとしたところ、浦西が巨大なポンプ(上
写真の背中参照)を取り出し、空気を入れはじめました(なんでそんなの持って
きてヘルメット忘れたんだよ…)。 

 
美しい山々をバックに空気を入れる浦西(ノーヘル) 
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 しばらくポンピングしたものの、思うように空気が入らなかったようで、ひ
とまず先に進むことにしました。幸い、すぐ先の山北駅前のコンビニでポンプ
を借りることができ(浦西はかなり怪しまれていた)、嬉々として空気入れを再
開します。ところがここで前輪のバルブが曲がっていることが判明、やむなく
チューブ交換をする羽目に。 

 パンク修理講習会の実習編だと意気込
んでタイヤを外しにかかるものの、慣れ
ない作業にかなり手間取ってしまい、結
局交換を済ませて空気を入れ終わったの
は正午を回った頃でした。さわやかの待
ち時間も 3時間半を突破し、行く手に暗
雲が立ちこめます。線路を渡って反対側
の鉄道公園で展示されている蒸気機関車
を見学した後、ふたたび 246に沿って御
殿場を目指します。トンネル続きで交通
量も多い 246を避け、並行して走る旧道
を選択して進んで行くと、こちらはほと
んど車もなく、程よいアップダウンとい

い眺めでなかなかの快走路でした。しばらく快調に走っていくと、今度は谷岡
のクリートがうまくはまらないトラブル。金具に泥が詰まってしまったのと、
樹脂製の部分が削れて変形してしまったようで、なんとかゴリ押してはめて
いました。 
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 その後は大きなトラブルもなく、すれ違う自転車乗りに挨拶しながら静岡
県を目指します。どうやらこの日はこのルートでブルベが開催されていたら
しく、反射ベストを着た集団を頻繁に目にしました。 
 

 静岡県に入ると、勾
配がやや急になり始
め、僕や浦西がのんび
り登っている横を自転
車に乗った類人猿が抜
き去っていく様子も頻
繁に見られるようにな
りました。だんだんと
テンションがおかしく
なった僕が浦西の走り
を実況しはじめるなど

疲れが見えてきたので、一旦コンビニで休憩しました。随分のんびり走って
しまった結果、すでに 1時半を過ぎ、さわやか到着は 3時を回りそうです。
各自補給をとっていると谷岡が 4つ入りのクリームパンを持ってきました。
全員に配るのかと思って見ていたのですが、ウホウホ言いながら一人で全部
平らげてしまいました。 

←親近感を覚えるお店 
 
 2 時過ぎに御殿場に到着しましたが、
さわやか御殿場インター店は東京に最も
近いということもあり、未だ 3時間待ち
の大混雑。さらに先の沼津を目指すこと
とします。ここから先の 20kmはほとん
ど下り基調で、飛ばしていけるかと思っ
ていたのですが、あいにくノーヘルのバ
カが一人いるのでスピードは出せませ
ん。さらに、意外と信号が多く平均速度
も上がりませんでした。沼津が近づいて
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くると竹縄がちょくちょく残り距離を教えてくれたのですが、それもなかな
か減らず、腹は減る一方です。沼津市内の複雑な道を抜け、目的地のさわや
か沼津学園通り店に到着したのは 3時半のことでした。この時間になっても
待ち客は減らず、予想待ち時間は 67分とのこと。仕方がないので周りを散
策して暇を潰します。 

 
 
 
 
 
←暇そうな谷岡と浦西 
 
 
 
 
 

 30 分程度経ってからまた店に戻ると、案外回転が早かったようで、すで
に我々の番号は呼ばれたあとでした。次の順番に入れてもらい、10分ほど
待ったところでようやく念願の入店。4人揃って迷わずげんこつハンバーグ
とライス大盛りを注文します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
獲物を見る目の谷岡と羨ましそうな浦西(二人の性格がよく出ていますね) 
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 朝から楽しみにしていたげんこつハンバーグと大盛りライスを運動後に食
べてまずいはずがありません。昼食のつもりが夕食になってしまいましたが
そんなことは関係なし。大満足ですっかり日の暮れた沼津を後にしたのでし
た(浦西はテールライトも持っていませんでした)。 
 

 
 

 げんこつハンバーグが最高だったのはもちろん、このルートは距離、獲得
標高、景色、補給ポイント、交通量など、すべてが優れた道のりで、日帰り
ランには最適だと感じました。皆さんもぜひ訪ねてみてください。メカトラ
対応の練習にもなりますよ。 
 
走行データ 
・走行距離：63.6km 
・獲得標高：812m 
・走行時間：3時間 35分 
・経過時間：6時間 12分 

山口玲
39



 

轍 2018記事 

碓氷峠 

～アプト式鉄道の跡を巡る～ 

NC2年 岡 俊輔 
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碓氷峠の存在を知っ いる方は れくらいいるだろうか。サイクリスト はもちろん、史跡マニアからハイカー、ライ

ダー、鉄道マニアま 幅広くの層 愛され いる群馬県 長野県の県境 ある峠 ある。また、秋は紅葉が美し

く彩るこ 有名 あり、きっ 今の季節は多くの観光客 ぎわっ いるのだろう。 

 

 

ラン つい 書く前 、少し碓氷峠の歴史 つい 触れ おこう。 

碓氷峠は古来より坂東(碓氷峠および駿河・相模国境の足柄坂より東の区域、現在の関東地方) 信濃国を結

ぶ道 し 使われ きた。奈良時代初期ま は駅路(幹線道路)が建設された。その後碓氷関が設置され、交

通の要所 る。 

中世時代 る 、碓氷峠の交通の主要は現在の大字峠、（後述の展望台のある峠） り、その後江戸時代

る この道が中山道の本道 し 整備される。それ もやはり難所 あるこ は変わらず、数々の戦 おい 信

州からの進撃を防ぐ壁 し 機能し いた。また、関が再び現在の横川駅すぐ 置かれ、主 関東(江戸)方面へ

行く人 向け 厳しい取り締まりが行われた いう。 

その後明治時代 入っ も人や物資の往来は変わらず盛ん あった。そし つい 鉄道が上野-横川間が

1885 年 、軽井沢-直江津間が 1888 年 開通する 東京新潟間の輸送改善の為 碓氷峠区間の早期開

通が望まれるよう り、当時の技術 は粘着式鉄道 は碓氷峠の 66.7‰（パーミル）（6.67％ すね、自転

車だ 大したこ ありませんが機関車のよう 重量ある車両 っ は ん も い坂 す。） いう急 坂を登

れ かったこ から、アプト式の鉄道 し 着工からわずか 1年 9か月後 工事が完了し、1893年 無事開通

した。 

 

※アプト式 は通常のレール 加え 中央 歯の付いたラックレールが 2本 いし 3本があり。車両側 も車輪

加え ハグルマが付い い かみ合わせ いくこ よっ 粘着性を得るタイプの鉄道。勾配の急 鉄道 用

いられる。碓氷峠の鉄道廃止 伴い、現存するのは大井川鐡道のみ。 

 

その後戦後 る さら る輸送改善のため アプト式を廃止し 粘着式 の運転が行われるこ り、

1963 年 アプト式の線路の北側を通る新線が開通し、アプト式鉄道は廃止される。（1966 年 もう一線が開

通）その後アプト式の線路は長らく放置され、有名 めがね橋 も劣化が進ん いったが、1996 年 現北陸

新幹線（当時の長野新幹線）の開通 よっ 碓氷峠区間の鉄道が廃止される 遊歩道 し の整備が始まる。

そし アプト式の線路の跡地を利用する形 2001 年 アプトの道が開通。遊歩道・ハイキングルート し 再

度脚光を浴びるこ る。 

（2012年 熊ノ平ま 全通。） 

このアプトの道 並行する形 国道 18号（旧中山道）が通っ おり、今回はその道を走った。 

 

去るこ 9月 18日、夏合宿も終わっ しばらく、NCの同期数名 共 この峠を走った。も も 碓氷峠は行きた

い 話し いたのだが、7 月はテストも重 ったこ 9 月の開催 った。本当は高崎からのんびり 信越線

沿っ 走るのも考えたのだが、帰国後まだ数日 ブランクが空い いたためお しく横川駅から走るこ した。 

7 時過ぎ 家を出 最寄り駅から輪行。上野東京ラインを使っ 高崎へ。上野 乗り換えが く ったのは輪行

する人 っ はうれしい。列車 揺れるこ 2 時間、高崎 到着。ここ 同じ電車 った数人 合流。しかしこ

こ ん 松浦先生から絶起の報告。このメンバー のラン は常 だれかが絶起するのが御決まり っ き

た。 
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さ おき、11時前、ようやく信越線の群馬県側の終点 到着。いよいよ憧れの碓氷峠だ。 

 
駅前 福山 毎度お じみ kwhr君 出会う。福山は新幹線 軽井沢ま 来 、一度碓氷峠をダウンヒルし き

たらしい。さすが ある。また河原も早い電車 来 、碓氷峠鉄道文化むらを見 行っ いたらしい。 

輪行解除 きた ころ 各自準備し 出走。途中ま 道の線形も良く、かつ道路も広いの のんびり こぐ。ち

み 、この時点 陸生先生は音楽モード 突入。先頭を牽かせる ん も いこ る。 

 

9 月 いうこ まだジャージ一枚 ちょう いいくらいの陽気。幸い も天候 恵まれた。右手 旧信越線の線

路が並行し 走っ いるのだが、序盤はあまり見え い。この区間は現在も維持され い 、碓氷峠鉄道文化む

らが機関車の運転体験 用い いるそうだ。ち み 、この体験は、まず最初 一日講習（学科）を受け 修了

試験 合格したのち 運転予約をするこ よっ きるらしい。しかも一日講習は 3 万円だそう。そし 運転体

験も回数を重ね いくこ 本務機関紙へステップアップ きるみたい 、50 回運転するこ 本務機関士

れるそうだ。これを読ん 興味を持った方はぜひ「碓氷峠鉄道文化むら EF63運転体験」 調べ み ほしい。

僕は、面白そうだ ～ 思いつつ、値段高い … 。。。さすが 3万円+毎回 5000円っ いい商売 すよね。 

 

こぎ始め 30 分ほ 一つ目のスポット、碓氷湖 到着。ここからアプト式線路の旧線 並行し いく。さっそく

トンネルが見え き 全員のテンションが上がる。自転車を置い 少し散策し みるこ 。碓氷湖はダム湖 あ

り、NC し も見慣れた光景が広がっ いた。ヤマメ・イワナ の魚も住ん いるみたい 、釣りをし いるひ

も見受けられる。 
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写真を撮ったのち 、さっそく一つ目のトンネル 挑ん みるこ した。 

レンガ よっ つくられ 立派 トンネル。天井を見上げる きれい レンガが積み上げ あっ よく 1 年 9 か月

だけ ここま 立派 ものをいくつも作った 感激し しまう。 

 

しばらく見たのち 、今日のメインディッシュの一つ もあるめがね橋が 1km しか離れ い いこ を知り、目指

し いくこ 。 
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めがね橋：明治 25年 4月 建設開始、12月 完成。当時の芸術 技術が融合したレンガのアーチ橋。川底か

らの高さは 31m もおよび、日本最大級、国の重要文化財 指定。 

ずっ 訪れたかっためがね橋 到着。せっかく の 橋の上 登っ みるこ 。橋の両側はトンネル っ い

、使われ いた当時はトンネル抜けた先 絶景が広がっ いたのか 想像する わくわくする。 同時 、これほ

の橋をたった8ヶ月 完成させた当時の技術力 驚く。きっ 富国強兵策の元、過酷 労働現場 あったのだ

ろう… 

いくつか橋の写真を。ちょう 横の山からめがね橋全体を見渡すこ が き 、いい写真も撮れた。 

 

ち み 、1963年 開通した新線はちょう このめがね橋の北側を通過し い 、現在も廃止当時の状態 残

っ いるらしい。インターネットを調べる 侵入し 新線跡を歩いた いうレポートもあった。この新線跡を新幹線

の線路 勘違いする人がいるのか、ちょう 新線跡がみえる場所 行く 注意書きが書い あった。現在の長野

新幹線はさら この数キロ先の山の中を通過し いる。 

  

めがね橋を堪能した後はしばらくアプト道 並行し 走る。時折右側 アーチ型の橋やトンネル遺構 が見ら

れ 、ついついこの道が「峠」 あるこ を忘れる。ゆうゆう ３％ほ の坂を 23，24km/h 平均 全員走っ い
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た。 

 

ち み だが、このごろから ぜか陸生先生 泉田先生が怒涛の牽きを始める。このあ 福山が下っ いる き

見つけた感じのいい橋 寄るのだが、 ぜかわざわざ追いつい 観光スポットがある 伝えたの もかかわら

ず、頂上へ去っ いった。 

 

その感じのいい橋 いうのがこちら。先ほ のめがね橋

くらべ まわりの自然も多く、廃線跡 いうのが少し強

い。緑 囲まれたレンガも美しい。のんびり 写真を撮っ

いたのだが、このごろからクマ ハチの襲撃の懸念が

高まる。先日も乗鞍 スズメバチの大群 サイクリスト

が襲撃されたばかり。クマが出た場合は、河原先生を召

喚すれば んだか仲良くやっ くれそう 感じ いう話

あったが、ハチが出た場合は うしようも い。しかも

スズメバチ、最高時速 40km 以上だそう。登り 現れ

はたちが悪い。（各地 クマ注意の看板があった。） 

 

この橋を超える 線路 は一度離れ 走る。このごろか

ら河原先生ま もスピードを上げ くる。河原先生 よ

る怒涛の牽きタイムが始まる。 

 

 

 

 

数キロ登った ころだろうか、熊ノ平駅 到着した。道路沿い 広い駐車場があり、一度自転車を置い 駅へ向

かう階段を上る。この階段 も上から木の実が落ち きた き 、クマが上 いるの は いか？？ 警戒し い

たの 河原先生先頭 進む。実際、3人 も一度くらいクマ 遭遇し み もいいの は、 も思っ しまっ いた

が。 

熊ノ平駅は 1893 年の信越本線横川―軽井沢間開通の際 給水給炭所・列車交換所 し 開設。その後

1906年 鉄道駅 昇格、1937年 駅構内 熊ノ平変電所が開設、その後 1966年 信号場へ降格するも、

変電所があったこ から 1997年の本線廃止ま 使用された。 

 

階段を上っ いく 、そこ はまる 使用され いる駅のよう 光景が広がっ いた。 

架線や線路、トンネルやホームま すべ 現存し い 、その真ん中を歩い 進む 、 も不思議 感覚 襲わ

れた。今回の探索の中 唯一新線の跡を歩くこ の きる場所 もある。 

か か い経験 あるこ から、写真をか り多く撮った。 

ここ 、トンネルの先を見る 後ろから見 もわかるほ 急こう配の坂が出口先 待ち構え いた。さすが

66.7‰のある線路。いくら新線 はいえ侮れ い。 
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写真：熊ノ平駅の様子。錆び

付いたレール 生い茂る草が

廃止後の年月を語る。 

 

訪れた きは廃線遺構 囲ま

れ 感激し いたのだが、帰っ

からこの駅 つい 調べる

恐ろしい事実が発覚する。 

熊ノ平駅の歴史 つい 振り

返る 、1893 年 開設され

たの はあるが、その 8 年後

の1901年、すぐこの近くの矢

ヶ崎信号場 碓氷峠列車

逆走事故が発生、機関車の蒸気管が破裂したこ よっ 逆走を始めた列車から飛び降りた、当時の鉄道技術

者ら 2 名が命を落 し しまったそうだ。さら 1918 年、軽井沢方面へ登っ いた貨物列車がトンネル 故

障、これまた急こう配を退行したのち 熊ノ平駅構内の引き込み線へ突入。トンネル出口壁 激しく衝突し 列

車は大破、機関士や転轍手、車掌、運転助士の 4名が亡く ったそう。そし 悲劇は 1950年へ。碓氷峠付近

相次いだ雨 よっ 発生した土砂崩れ よっ 埋没した線路の復旧活動を行っ いるさ か、その翌日 大規

模 崩落がまたもや発生し 、駅構内 あった宿舎 8 戸が埋まっ しまう。その後も 2 回崩落が起こり、最終的

犠牲者 50名、重軽傷者 21名 いう事故 っ しまう。 

つまり、熊ノ平駅は三度も大規模 事故が発生し、56 名もの方が亡く った現場 もあった。この日、訪れたの

は昼間 あったが夜そこを通る る …心が落ち着か い。 

 

熊ノ平駅を出発し いよいよ軽井沢へ。ここからは立派 峠区間。各自のペース 登った、 いうこ し おこう。

ぜ？ それは、河原先生が再びスロットル全開 登り始めた ころ チェイスをかけたら夏合宿以来のロードバ
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イク 乗っ いた自分がば しまい、見事 ちぎられたから あ

る。結局県境 もある頂上ま 追いつくこ は き かった。 

 

県境を超える いよいよ軽井沢。旧軽井沢銀座へ向かい、はるか

昔 す 到着し いた陸生先生 泉田先生 合流。釜めしを食

べ おぎのやへ。本来峠の釜めし いうこ 峠を登り がら？楽

しむ意図 あったのだ 思うが、峠を肌身

感じた後の釜めしも最高 おいしい。 

 

食後は街を散策するこ 。平日 あった

が観光客 ぎわう街をのんびり 自転車

を押し がら歩く。途中のミカドコーヒーのソフトクリームも絶品 あった。 

 

する 靴屋さん 面白い自転車を発見。ホイールが靴 き い 、こぐ ペタペタ進む感じ あった。誰かこれ

後閑杯 挑む方はいるだろうか（笑）別荘の立ち並ぶ道を進む 河原先生おススメの教会を発見。礼拝 使

われ い い時は自由 中を見学 きたの 、休憩も兼ね 立ち寄っ みるこ 。ちょう 陸生先生の睡魔も

やっ き いた。内装ま ふんだん 木を使っ い 、何か少しリラックス きるよう 空間 っ いた。中 は

観光客も多く、くつろい いる方が多い。 
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まだまだせっかく軽井沢 来たの 堪能しよう！ いうこ 次は雲場池へ。紅葉スポットし 有名 もある場所

ある。水面 映る緑 空が美しく映える。写真 夢中 っ しまい、すっかり置い いかれ しまったが、写真

好き はたまら い光景 ある。このよう 池のほ り 別荘を構えるこ が きたら… ん 静か 暮らしが

きるだろうか。 

 

 

紅葉し いる木もあり、秋の声も聞こえ くる。 

 

 

ここ 、先ほ 訪れた旧軽井沢銀座を進んだ先の道を少し登る（２００ｍくらいだった 思われる） 展望台があ

るこ を知り、時間 もまだ余裕があったこ から最後の目的地 し 目指すこ 。 

する 、しばらく進んだ ころ 自転車通行遠慮願いますの看

板が… 

 

しょうが い、何か言われた き うしようも いからあきらめ

よう 思った時、地図を見る んだか迂回 きそう 道があ

る！道あれば突き進め！ 

進んだのだが、まず目の前 現れたのはダート道。さすが 、

無理！ いうこ 迂回路からさら 迂回するこ 。変 下っ

るけ 大丈夫か ～ 思い がら進む 案の定、激坂が登

場。 

えげつ い道を進むはめ った。 れくらいえぐいか？写真を

見 いただきたい。 

この坂は１５-20％だった 思うが、この先さら えぐい区間が

登場した。きつすぎ 写真 収められ い いのだが、自分

河原先生はこい いた ころ前輪が浮き上がっ しまい再起不
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可能 。お しく押し 歩いた。この区間のルートラボ よる計測がこちら。 

 

たった 10m はあるが ん も い数値が並ぶ。こん 坂、聞いたこ い。さら この区間の先 はもっ ん

も い数値が。結果、この激坂区間全体 は 58.3％ いう驚異的 数字が記録された。もちろん、距離は

50m も満た いが。それ も異常 ある・・・・ 

 

ん も い坂を超え いよいよ展望台へ。展望台近く は熊野皇大神社や峠の茶屋 がある。実はちょう

ここが旧碓氷峠（前述）の頂上 あり、現在の旧道が開通する前はここを通っ 長野方面へ下っ 行った 言わ

れ いる。 
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そし 展望台からの景色がこちら！ 

登った甲斐が本当 あった。 

言葉 表すのが難しいくらいの絶景。

まる 永遠 続くよう 山々。遠くへ

見える関東平野。 

 

 

 

 

 

また県境御決まりの看板もあり、記念写真を一枚。 

 

日も沈み始めた時間 あったこ もあり、本当 素晴らし

い景色 あった。 

 

 

帰りはお しく下るこ 。さすが 、５８％を夕暮れの

中下る勇気は い。 

聞いた話 よる 、実際の ころ自転車通行止め は

いらしい。 

 

そし 軽井沢 解散。このあ 碓氷峠を下っ 横川か

ら帰る人 軽井沢から新幹線 買える組 分かれた。自

分は早く帰りたかったこ もあり、新幹線を選択。しかし、

少し混雑し いたため最初立ち席。高崎から ん か座

るこ が きた。 

 

 

碓氷峠は他の峠 違い、歴史 観光スポット 恵まれた峠 ある。そし 同時 、長年交通の難所 し 人の足

を悩ませたのち 過去の人々の多くの苦労 よっ ようやく開かれた峠 もある。 

是非、いまま 峠 あまり臨んだこ の い人も、自分の足 登っ もらいたい。 

 

そし 私事 はあるが、次は少しロングライドをしようか 思う。 こか良い場所を探し いるの 、一緒 走っ

くださる方がいたらぜひ。 

 

【碓氷峠ラン概要】 

距離：30.3km 
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獲得標高：９０0m 

最大標高差 803m 

ルート： https://yahoo.jp/V_1cEu 

 

【参考文献】 

・安中市「観光・イベント」 http://www.city.annaka.lg.jp/kanko/index.html 

・ぐるたび 「碓氷峠」:  https://gurutabi.gnavi.co.jp/a/a_1320/ 

・碓氷峠浪漫倶楽部： http://www.roman-club.com/rekishi.html 

・現地の看板 多数 

 

https://yahoo.jp/V_1cEu
http://www.city.annaka.lg.jp/kanko/index.html
https://gurutabi.gnavi.co.jp/a/a_1320/
http://www.roman-club.com/rekishi.html
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                  ２０１８年 11 月 3 日   ＮＣ1 年 富田柚香 

 
                  

 こんにちは、ＮＣ１年の富田柚香です。ロードバイクに乗り始めてから約半年、ＮＣの活動に

もたくさん参加させていただき、だんだんと走るのが楽しくなってきました。りんごランや紅葉ラ

ン、秋のサイクリング最高です！今回は泉田先輩にルートを引いてもらい、吉田（ＮＣ1 年）と私

の 3人で女子ランしてきました。 

  

当日は、９時に池袋集合。 

おしゃれなカフェやサイクリングウェアの

お店をたくさん巡る平和な一日の始まりで

す。泉田先輩によれば、行きたかったところ

を全部つなげてルートを引いたとのこと。普

段とはまた違った、気ままな雰囲気が良いで

す。 

 

 

―秋晴れの下、女子ラン。 
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まず明治通りを通って新宿に向かいましたが交通量が少なく、とても快適でした。「紅

葉もまだまだだね～。」なんて喋りながら、新宿御苑の横を通りすぎ外苑円周道に到着。 

 

実は外苑円周道、日曜日と祝

日には車両通行止めになってい

て、おしゃれランナーの方がち

らほら見られました。当初は次

の目的地に行くために通過する

予定でしたが、とても気持ちが

よかったため、全長 1.2ｋｍほど

を二周して、外苑東通りに抜け

ました。 

                 

 

http://www.jingu-stadium.com/access/regulation.html 

 

ここで、映えそうな銀杏並木を発見。 

少し引き返して絵画館と銀杏をバッ

クにたくさん写真を撮りました。 

都会の紅葉も綺麗です✨（なにしろ、

登らずに見られるのが嬉しい。） 

 
そろそろお腹もすいてきたので、まず

は Bridgstone が経営するカフェ 

「RATIO＆Ⅽ」へ。ε≡≡ﾍ( ´Д`)ﾉ 
                           

 

 

 

 

着きました！サイクルラックから 

しておしゃれー(@_@。 

 

カフェの中には、自転車グッズもた

くさん。折りたためるヘルメット、

初めて見ました！ 

RATIO               

http://www.jingu-stadium.com/access/regulation.html
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店内には、多くのおしゃれローディーがいて、その雰囲気

が新たな自転車の魅力に気づかせてくれました。街中サ

イクリングは、いろいろな人と交流できるのもいいです

ね～。雰囲気を堪能した後は、色々とトーキング。何をし

ゃべったか全然覚えてないや、、、。 

 

お店のインスタに載せていただきました！！ → 

 

 

そろそろお昼の時間も近づいてきたので、次の場所に 

移動してランチです！（また食べます（笑）） 

 

 

 

 

 

 

お次はシマノが経営するカフェ、OVE

に行ってきました。 

 

ゆったりとしていて、落ち着くことが

できる素敵な場所でした。 

 

それぞれメニューの中で色々と迷っ

てはいたけれど、結局店員さんのお

すすめを聞いて、３人おすすめメニ

ューにしました。 

ここに来たらまずこの『ご飯と味噌

汁のセット』を食べるのがいいらし

いです。 

  

OVE 
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お腹いっぱいになりつつも、次の目的地に向かいますε≡≡ﾍ( ´Д`)ﾉ 

都内はやはり交通量が多いけれど、道がしっかり舗装されているため走っていて気持ち

がいいです。東京タワーの横を通って、国道１号線を進むと、、、。 

着きました！！ 

 

  

 

中にはおしゃれでカラ

フルな自転車がたくさ

ん！ カフェもありお

いしそうなドーナツが

ありました。 

 

泉田先輩が軽井沢に行

った際にこちらの店員

さんと仲良しになった

みたいで、感動の再開

でした！ 

 

旅先でいろんな人と仲良くなれる先輩すごいな

～。自分にもそんなコミュ力が欲しいです、、、。 

 

店員さんにはステッカーをもらい、色々とサービ

スもしていただき感謝です(人’▽｀) 

最後には記念撮影もしました。 

 

1 人お時間のため、3 人の旅はここでおしまいで

す。 

この後はもう一度渋谷方面に向かい、 

Lecoqsportif-avant  Rapha TOKYO により解散し

ました。 

 

 

 

STYLE-B 
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ちょっとそこの田辺まで行ってきた話 

2018.11.06 

17 小堀 航己 

 

コンテンツ 

 
0.旅の概要 

1. プロローグ 
2. 装備 

3. 1 日目: 自宅～道の駅藤川宿 
4. 2 日目: 道の駅藤川宿～熊野速玉大社そば 
5. 3 日目: 熊野速玉大社そば～扇ヶ浜公園 

6. 4 日目: 扇ヶ浜公園～橿原 
7. 5 日目: 橿原～道の駅藤川宿 

8. 6&7 日目: 道の駅藤川宿～自宅 
9. エピローグ 

10. おすすめスポット紹介 
11.編集後記 

 

0.旅の概要 

期間 8月 12 日(日)午前 2 時～8月 18日(土)午前 4 時半 5 泊 7日 

総走行距離 約 1,550 km 

総走行時間 80 時間ちょっと。たぶん 
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1. プロローグ 

 僕は和歌山県、とりわけ田辺市近辺が大好きである。というのも、田辺市は母の故郷であるほか、自
分が母の里帰り出産で生まれた地であり、祖父に遊びに連れて回ってもらっていた思い出の地だから
である。あの地域、和歌山県南西部は、梅、みかん、熊野古道、サンゴ礁、熊野本宮大社、本州最南端
の地・潮岬、南紀白浜アドベンチャーワールド、泳ぐことのできる川、豊かな温泉、白浜をはじめとし
た美しい砂浜、南紀白浜空港の滑走路を利用したママチャリエンデューロなどなど何でもござれであ
る。そんな当該地域には、昨年 9 月にも帰宅までの総行程で 7 日かけて遊びに行った。色々あって、
田辺市に遊びに行くのは実にこの時が13年ぶりであった。街並みの変化を見て楽しむこともできたし、
そうはいっても街の大部分は変わっておらず、甘美な思い出を調味料に懐かしさに浸っていた。 

そんな経験から、今年の夏も田辺に遊びに行きたいという気持ちが年が明ける前にすでに芽生えて
いたし、昨年は土砂降りの雨や強烈な向かい風(遠州のから風は有名、しかしあの時は雨風だった！) 

に襲われたり、補給のノウハウがなくて途中で体調を崩すなど思わしくない事態に見舞われていたの
で、今年はより楽しく、快適に、そしてできれば速く移動して旅を楽しもうと思いながら 7 月から過
ごしていた。 

折しも学校のほうでは研究がうまく進まず、また学校に向かってもやることがあまりない(優秀な周
りの人間と異なり探す努力を怠った)ということで、2日前の 8/10 に突然走ることを決意、装備を整え
始めた。 

 

2. 装備 

 

フレーム: Araya Excella Race 2017 
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僕の初代ロードバイク。フレーム 1700 g 程度、フロントフォーク 310 g。エントリーモデルだけに
頑丈。完成車で購入したが、今なおデフォルトのままなのはシートポストだけで、あとのパーツはす
っかり入れ替えてしまった。 

ホイール: SHIMANO RS81 C24 

デュラエースのリムとアルテグラのハブのハイブリッド。執筆中の現在絶版であるが、コストパフォ
ーマンスが高い。柔らかめでこういった長旅に適している。パガーニのスーパーカーと同名の某バカ
売れホイールの対抗馬。前後で 1503 g程度だったはず。 

コンポーネント: SHIMANO 105(5800) ミックス 

ペダルはシマノの SPD-SL の中で一番安いもの。チェーンはデュラエース。クランクは 165 mm の
もの。残りはすべて 5800 型の 105。FD は直付け型+バンドアダプター、ギアは 52/36・11-28。 

サドル: Fabric Scoop Shallow Elite 

しなりが良い。お尻がすっぽりはまるところがあって快適。しかし乗り方が下手だったため 1 日目
から股が痛かった。 

タイヤ: Michelin PRO3 Race Service Course 

レース用タイヤを謳っていながら耐パンク性能も振動吸収性も十分で、200 g(幅 23 mm)、しかも海
外通販で 2000 円程度/本と最強のタイヤ。モチモチした乗り心地が特徴、いや特長。 

ライト: VOLT 400・同 XC 

電池は十分もつし、十分明るい。 

フロントキャリア: ADEPT のやつ 

テント・輪行袋・マット・シュラフ・サンダルを載せた。ママチャリによく引っ掛けられている荷
縄を併用。 

サイコン: Polar V650 

電池が長持ちする。15 時間くらい。大画面カラーディスプレイ&タッチパネル式で気に入ってい
た。しかし、今回の雨で逝去。 

サドルバッグ: Topeak の 6 L入りのもの 

着ていない方のジャージ・寝るとき用のランニングパンツ・洗濯用粉石けん・ポケットに入りきら
ない補給などを収納。 

フレームバッグ: GIANTの大きいの 

ポンプ・携帯工具・プライヤー・モバイルバッテリー・充電器用乾電池・チェーン錠・テントのポ
ールなどを収納。いつもパンパン。すねが当たるけど気にしない。 

圧縮袋: Sea To Summit のもの 

登山用品。最大 10 Lの荷物を、片側の蓋についたひもを引くことで圧縮できる。テント・寝袋・
マット・輪行袋を収納。 

テント: アライテント オニドーム 2 

高いが大変軽量で堅牢。2~3 人用なので広い。広すぎて一人で寝ると寂しいほど。 

フロントバッグ: 普通のバンダナ 

同期の泉田氏がサドルバッグとして使っていたのをリスペクト。チューブとタイヤレバーを収納。 

サンダル: 百均のもの 
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荷縄でくくったらめっちゃ曲がった。履くのつらかった。 

 

3. 1日目: 自宅～道の駅藤川宿 

前日夜にパッキングを終え、午前 4 時台の明る
んでくる頃に適当に出発しようと思ったが、楽し
みで興奮して眠れなかったので、一睡もできずに
午前 2 時に出発。初っ端からナイトライドをキメ
た。なんて身体に悪いんだ。静岡県で名物の迂回
路にちょくちょく入りながらも、基本的には東海
道をひた走る。横浜で早速土砂降りの雨に遭う。
天気予報を無視していたからね、仕方ないね。ま
あ 6 日も旅すればどうせどこかで雨に降られる
のだしドンマイである。ただ淡々と距離を積み上
げた。 

箱根は R1 の新道でないほうを使用。いつも思うけど箱根
高いって…。ほんとうに嫌い。削ったとはいえ大荷物なんだ
から少しは高さを負けてくれ。登り切ったのが 7 時過ぎで涼
しかったからまだ許せるけど。 

今回は田辺に遊びに行くのが趣旨なので、観光もせず、グ
ルメやスイーツには目もくれず、旅装備でありながら掛川ま
でキャノンボールペースで(!)ひた走る。でも眠れていないと
流石に限界があって、そこから先はヘロヘロだった…。 

暗い中走るモチベーションがなかったため、17時過ぎから
寝床探しを始める。すると、岡崎市というちょうどいいとこ
ろに(R1の 320 km 地点)道の駅がある。ここの芝生の広がっ
ているところにテントを張り、洗濯・食事を始める。たくさ
ん走ったし、和歌山県入りするまでペースを緩める気はない
ので、多めに食べる。そして、あろうことかビールを流し込
んでしまった…これにより身体がほてって眠れず(時に真夏
である)翌日の苦しみにつながるのであった。 

 

4. 2日目: 道の駅藤川宿～熊野速玉大社そば 

朝は 7 時前に起床、早々に撤収。道の駅のコンビニで取り
憑かれたように高カロリーな菓子パンを食べまくり、さらに
大量のコーヒーでカフェインドーピング。寝不足でもガンギ
マリなので頑張れる。と、いっても頑張って 27 km/h 巡行で

あったため、この時点で相当身体は参っていたのかもしれない。旅に赴くときはちゃんと寝てからがい
いね。 

いざ出発！長旅なのに眠れぬまま出るとは頭が悪い！ 

写っているのがどの指かはご想像にお
任せします。 

なぜ飲んでしまったかねえ… 
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とにかく休憩を減らして乗車時間を増やすことで 1

日の移動距離を増やす作戦だったので、自分に 100 km

は休憩しないというマイルールを適用し、背中のポケ
ットに水と菓子パンを詰め、三重県津市までノンスト
ップでひた走る。時に快晴・36℃の猛暑であり、背中の
1 L ペットボトルに汲んだ水が湯舟の湯のように温か
い。それでも、身体にかければ少しは癒される。かき氷
屋もそりゃ繁盛するわ。長く走った分、当然補給も大量
になる。マルチアイス 1 箱でも余裕で食べられてしま
う。美味しかった。 

そして、この三重県であるが、今回目的地かつ折り返
し地点であり、走り回った和歌山県以外で通過に最も
長い走行距離を要した。和歌山県への最短経路をたど
ったにもかかわらず、なんと静岡県より長かった。静岡
県といえば面倒な国道 1号の迂回や遠州のから風(∈偏
西風)のほか、その長さも厄介さの一要素として数えら
れることが多い。東海道を走った場合、通過に実に 180 

kmを要する。しかし、その上をいくのが三重県であり、
国道 1 号>国道 23 号>国道 42 号と辿るとおよそ 210 

km にのぼる(通過にあたりもっと長く走らねばならな
い県はこの際考えないものとする)。そればかりか、バ
イパス迂回で 700 m ほどを登らせられる。静岡県の金
谷峠などという生ぬるい丘とはわけが違う。昼間に
36℃あったのに夜に通ったらなぜか寒かったし。 

そんな三重県であるが、四日市と津を過ぎるとひたす
ら田舎道である。ファミレスが 100 km 以上にわたり 1

軒も見当たらない。道中、それも夕方のいい時間に寝床
テロを食らう。川原といえば洗剤は使えないけど洗濯で
きて、涼しげなせせらぎの中眠れて、水はけがよくてテ
ント張るのによくて、人権が保障されているではないか。
僕は走りたいんだ、つらい時に人権をチラつかせてライ
ドを中断させようとするのはやめたまえ。とはいえ、路
面も周りの景観も良く、これもまた、頑張れた理由の一
つだと思う。自然、特に起伏が豊かで、手付かずの部分
が多いというのは紀伊半島の特徴だと思う。 

そうこうしているうちに三重県と和歌山県との県境
に到達。自宅から 601 km。時に 24 時を回っていた。熊
野速玉神社いささかの達成感に浸りながら、またしても

急いでいて外が猛暑だと食べ方はこうなるの図。 

こんなんテント張って寝るでしょ…。 

和歌山県入り。自走旅に慣れておらず
600 km が長く感じられる。 
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大量のコンビニ飯を貪り食う。 

 

5. 3日目: 新宮速玉大社そば～扇ヶ浜公園 

 前項の 2 日目のコンビニ飯のあと、そのまま国道 168 号で熊野
本宮大社方面へ向かう。田辺の市街地にアプローチしながら寝床
を探す作戦である。ほどなくして丁度良いところが見つかったの
で、速やかに設営。時に午前 1:30 を回っていた。あたりが真っ暗
闇だったので、満天の星空を拝むことができた。暑すぎることもな
く、そのまま眠りにつく。 

 夜が明け、早々に撤収した後は来た道・国道 168 号をそのまま
熊野本宮大社近辺まで進む。ここには温泉街があって、それを目指
していた。 

 30 km も走ったところで温泉街に到着、渡瀬(わたらせ)温泉に突
撃。温泉で炊いた温泉粥が文字通りの朝飯前ライドをしてきた身

体の胃にしみる。それまで 2 日間頑張ったのと、
一応目的の田辺市に入ったのとで安堵し、一気にまったり観光モードに切り替わる。といっても、既知
の地であり、目新しいものは何もないのだが。 

安定のおいしさ。しかも冷たいので無限に身体にかけてしまう。 
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 回復もいいところに温泉を出発、野中の清水という日本名水百選に数えられる美味しい水を飲みに
ちょっとした激坂(20%超えの部分もありそう)を越える。時に真夏、おいしい水なのでストイックに貪
り「飲む」。その後すぐ現れる、去年も立ち寄った、ケーキがおいしくお店の方が気さくな喫茶店にピ
ットイン。自転車乗りであるお店の娘さんと会話が弾む。 

    

 

 

 

 沿岸部にある紀伊田辺駅に抜け、親戚に挨拶したあとは
お土産の梅酒を購入。お店のおばちゃんの試飲の飲ませ方
がやたら激しい。酔っ払って帰っていくお客さんも多いと
か。当たり前だわ。でもどれもおいしくてやはり品定めに
は迷う。去年も 3 本購入したが、今年はまた違う 3 本を購
入、自宅へ配送。その後は新しくできた海水浴場のある扇
ヶ浜公園に野営・就寝。 

 

6. 4日目: 扇ヶ浜公園～橿原 

 午前 2時台に雨漏りを感じて目が覚める。やむを得ずテ
ントにフライシートを被せた。さらに悪いことに、水はけ
の悪いところに設営してしまったため、テントの敷居を水
が乗り越えてテントに冠水する事態が発生しそうであっ
た。危なかった。 

 その後、無事寝直すことに成功、7 時ごろ起床。雨がや
んでいたので、また降り出す前にと急いで撤収する。そし
てまた文字通りの朝飯前ライド。2 日ぶりに国道 42 号に戻
ってしばらく走っていると土砂降りに遭う。ちょうどよか

ったのでコンビニへ。 

最強のシフォンケーキは保存がきかないので作っていないということでケーキはなしにしたけれど、自家
製梅シロップのかき氷がおいしかった。 
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そして補給もいいところに、国道 42 号
をひた走る。その途中で醤油の発祥地であ
る湯浅にて醤油と金山寺味噌を購入・自宅
へ送る。今年は国道 370 号を使い、南西か
ら高野山を攻める形となった。アプローチ
の緩い登りでじりじりと削られるが、その
あとはちょろいものである。金剛峯寺につ
いたころには 18 時で辺りが暗くなり始め
る頃だった。涼しくて身体が冷えそうでも
あったので、空海ゆかりの水をいただき、
早々に下山。国道 24 号をひた走り、途中

の吉野川での花火大会による混雑に閉口しながらも、寝る場所とお風呂を求めて奈良県天理市まで自
転車を転がす。奈良健康ランドなる施設で疲れをわずかばかり取ったあとは、近くで見つけた公園にて
就寝。すぐ眠れるだろうとあてにしていた公園が、いかにも朝追い出されそうなところだったので、そ
の後 1 時間半ほど寝場所を探すことを余儀なくされた。洗濯やら翌日の準備やらで、寝るころには午
前 3時が近づいていた。蒸し暑く寝苦しい夜だった。 

 

7. 5日目: 橿原～道の駅藤川宿 

 8:30 ごろ起きてみると、またもや雨。しかしそんなことを気にしている場合ではないので速やかに
撤収。国道 24号から国道 1 号に乗り換えて京都を目指す。伊賀に逸れて自宅までの最短経路を突っ走

る手もあったのだが、京都に
気になる店があったのと、そ
のうちキャノンボールに挑戦
したいと思っていて、京都を
回れば国道 1 号を多く走れて
下見ができるということで、
数十キロの遠回りをした。や
ってきたのはロシア食材店・
赤の広場。駒場時代、第二外国
語にロシア語を選んである程
度没頭したので、このお店の

存在を知って、立ち寄ってみようと思った。
現地では 100 km 近い寄り道だと思っていた
が、まあそれもよし、と思い寄ってみた。と
ころがどっこい、ここでは品物の配送を行っ
ていないとのことだった。すぐそばのコンビ
ニで配送を頼むという発想が出てこず、補給
にお菓子を買い、また少しだけイートインす

お土産。帰りの道中、母から写真が送ら
れてきた。右の紀州浪漫が秀逸だった。
スパークリング梅酒のおまけがついた。
おばちゃんありがとう。 

金剛峯寺での一枚。遅くて境内に入れず…。 

山口玲
67



るに留まった。まあ、ロシアのおいしいチーズ系の冷や菓子スィロークが食べられたのでよし。 

 京都での用が済んだ後は、ただただ国道 1 号を東に進んだ。徹夜で東京まで帰るなどという無謀な
ことも考えたが、時間的に絶望的だったのでやめた。ちょうどいい時間になっていたので、夜には初日
の夜と同じ道の駅藤川宿にて就寝。 

 

8. 6&7日目: 道の駅藤川宿～自宅 

ただの帰り道。沼津まで、国道 1 号と事実上のその側道をたどる。いい加減覚えただろうと思って
いた静岡県での自転車通行禁止区間迂回を数回ミスる。東行きは西行きより難しい気がする。 

沼津から先は、少しでも楽に帰ろうと思い、国道 246 号を使う。しかし、国道 1 号の小田原以東よ
りも面倒な自転車通行禁止区間に苦しめられるほか、一度登って終わりの箱根と異なり、だらだら続く
アップダウンに翻弄される。六日間走り続けたあとの深夜ということで、肉体のみならず精神にもスト
レスがたまる。なお、沼津～日本橋に関しては、国道 1 号(箱根越え)と国道 246 号(御殿場～厚木のア
ップダウン)とでは獲得標高がほぼ変わらないことが知られている。両ルートともに西向きも東向きも
経験したが、信号は前者の方が少ない気がする。どちらを好む人もいるようだが、僕は一思いに登りを
消化できる前者の方が性に合っている。それでもまあ、あくまでも箱根の登りはクソなんですけども。 

東京の見慣れた街に戻り、その後ほどなくして帰宅。日付が変わり、午前 4 時半をまわっていた。外
が明るみ始めていた。家を出てから自転車を漕ぐばかりで、グルメとはほぼ無縁の生活を送っていたの
で、帰ったあとに漁る中身の充実した冷蔵庫に感動した。まともな食事を作れる食材がこんなにたくさ
ん並んでいる、と。 

 

9.エピローグ 

 まずは梅酒と金山寺味噌が美味しかった。そして、寝不足が激しかったようである…その後 4 日間
を廃人として過ごし、久々に家を出て自転車を駆れば軽い肉離れを起こしてしばらく歩行困難に陥る
始末である。無茶をしすぎたらしい。あと、苛酷な運動の後こそしっかり回復走を入れないと怪我をし
てしまう。楽しいと、あるいは、長い道のりを走破しようとテンションが上がると、朝はもっと寝なけ
ればならないのに早く目が覚めるし、走行時間は長くなるし、身体へのダメージにも気づきにくくな
る。初日のナイトライドや寝る前の飲酒も、避けた方がよかったようである。パワーメーターがあれ
ば、出力低下から身体が参っていることが早期からわかりやすいのだが、この時は用意がなかった…。 

 とはいえ、紀伊半島は見どころが多いし、コースを選んで無茶なスケジュールを組まないようにしさ
えすれば、旅が楽しくなることへの期待を胸に全自走で向かっても十分その期待に応えてくれるとこ
ろだと思う。冬～春先にはみかん・くえ(高級魚。脂がのっており、独特の食感をもつ)が、春～夏には
しらす・梅・桃が、秋には柿が、そして一年を通してカツオやマグロが特産物として迎えてくれる。今
回は懐かしさに浸ることを目的として走り回ったが、あの界隈は何度訪れても飽きない。もちろん、初
めてでもコンテンツには事欠かないだろう。 

 

10.おすすめスポット紹介 

ここでは今回訪れたところのうち、おすすめするに足る場所を紹介する。気になるものがあれば、是
非そのままウェブサイトに飛んでみてほしい。 
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①熊野本宮大社近辺の温泉街 

わたらせ温泉・川湯温泉・湯の峰温泉の 3 つの温泉がひしめき合いしのぎを削って集まっている。
中でも川の流れの中にあり、冬限定で無料で開放されている千人風呂は、自分で地面の石を動かして
温泉の流れを作り、浸かれるようにするという楽しさがある。これらについては熊野本宮観光協会の
ウェブサイト(http://www.hongu.jp/)に詳しいが、紀伊半島をめぐる中で疲れを癒すという観点から
すれば、丁度よい場所に位置していると思う。自転車で、国道 42号を西から攻めても東から攻めて
も、あるいは国道 311 号を田辺市街から攻めても、ほどよく疲れるところに位置していると思う。 

②カフェボンテ(ウェブサイト: http://www.bonheurcompany.com/?mode=f3 ) 

3 日目にカレーとかき氷を食べたお店。今から 17 年も前のことであるが、車で走っていて小さな
看板を見つけ立ち寄り、注文してみたシフォンケーキに一同感動していた記憶があったので昨年夏
に 16 年ぶりに訪れてみた。お店の娘さんが自転車乗りであり、そのご主人がロードバイクのホビー
レーサーであるようで、昨年訪れた時には賞状やトロフィーなどが店内に飾られていた記憶がある。
この度訪れた時はすぐに去年の夏に自転車で来た客だと認識していただけた。店の前にちゃんとバ
イクラックがある。(執筆しながら確認したところ、「ロードバイク整備品完備」とのこと！もしや、
地元サイクリストで賑わっているのだろうか…？また、火・水定休とあるが、僕がこの度同店を訪れ
たのは火曜日である。ワンチャン狙いで火・水に電話で開いているか問い合わせてもいいかもしれな
い) 

田辺市は水がおいしいので、その水で淹れたコーヒーもおいしい。また、去年と今年で 5 品ほど
食べたかと思うが、ハズレがなかった。どれもおいしかった。何を注文しても後悔することはないだ
ろう。 

 あれから、残念ながらシフォンケーキにはありつけていないので、保存のききにくい夏を避けてま
た訪れたい。 

③野中の清水(http://municipia.org/1914/ など) 

 先に紹介したカフェボンテさんもコーヒーなどに使用している水。おいしい。冷たい。たくさん湧
いている(小学生並みの感想)。国道 311 号の坂の多い区間を外れて激坂を上った先にあるので、湧
いて流れている水を使って体を冷やすのも一興。 

④平和酒造(ウェブサイト: http://www.heiwashuzou.co.jp/ ) 

訪れたらお盆休みだった。僕は泣いた。 

それはさておき、日本酒「紀土 -KID-」はいろいろな種類が出ているが、今のところハズレがな
く美味しい。和歌山県の日本酒ランキング(http://www.saketime.jp/ranking/wakayama/ )で執筆現在
トップに位置している。 

日本酒も十分秀逸なのであるが、僕はクラフトビールの IPA の方が好き。330 ｍL の瓶で 380 円
と、クラフトビールの中では手ごろな部類の価格なのに、これを飲んで同 600 円クラスの高級ビー
ルが買えなくなった。それくらい美味しい。 

⑤道の駅掛川 

(ウェブサイト: http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/kankou/spot/annaiomiyage/michinoeki.html ) 

よくお世話になっている。昨年の帰り道はここで泊まった。いくつかの食堂と直売所、そしてコン
ビニが一つの建物に収まっており、自転車旅での休憩や食事となれば、ここに立ち寄れば間違いはな

http://www.hongu.jp/
http://www.bonheurcompany.com/?mode=f3
http://municipia.org/1914/
http://www.heiwashuzou.co.jp/
http://www.saketime.jp/ranking/wakayama/
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/kankou/spot/annaiomiyage/michinoeki.html
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いだろう。東に向かう場合は金谷峠が、西に向かう場合は遠州のから風がすぐ近くに待ち受けてお
り、そういった障害の手前にあり、態勢を整えるのに好適であるということで、自転車乗りからする
とナイスロケーションと言えよう。 

 

11.編集後記 

最近自転車が楽しすぎて学位が危ない。明神祭やら、キャノボやら、レース(まあパンクして事実上
の DNF だったんですけどね！)やら…。筋肉も関節もお金も修士課程の学生としての大事な時間もバ
イトする時間も気づいたら自転車に持っていかれてたみたいなとこある。気づけば毎週チャリ充して
る。自転車を楽しんでいたら日常のあらゆる側面が自転車操業になっていたでござるの巻。あるあるで
すよね？ない、そうですか。 

特に厳しい縛りがなく、ほとんど全てにおいて自由にやらせてもらっている中、研究も自転車操業に
なることが避けられなくなってきたわけだが、実験ノートって何をどこまで書けば十分なのかよくわ
かりませんねえ。あとで自分のやったことが思い出せて他人に説明でき、なおかつその説明において他
人からのツッコミをもらわずに済む限界、というのが最小限の記述量ということになるのだろうけれ
ど、未だに慣れぬ。腹を決めてむしろ最大限に詳しく書くという手もあるのだけどねえ。そろそろ学生
として、サイクリング魂を呼び起こして、超オラオラ級の気概でハイペース・長時間労働を維持しなけ
ればならないのかもしれない…。 
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台湾 

4年 三好卓人 

9月 23日～29日、ケニヤさんのガイドで台湾を旅行してきました。自信を持って自転車

旅行と言い切ることができないくらいにゆるポ だったのですが、便宜上自転車旅行とい

うことにさせてください。 

 

９月２３日 

結論からいうとこの日はなにもしてないので読み飛ばしてもらって大丈夫です。 

前日 22日の深夜便で桃園空港に着陸。ケニヤさんとの合流は翌日２４日の夕方。つまり、

一日半の間、初海外を一人で乗り切らねばならない……！ 

緊張で食欲などないが何かしら食っとか

ねばなるまい、ということで台湾のコン

ビニ・Hi-Life でおにぎりを買った……

のだが、これが絶望的に口に合わなかっ

た。出鼻をくじかれる。 

MRTで台北市まで行き、srskに教えて

もらった指南宮へ行こうと思ったが

（srsk は 1 か月前に台湾に来ていた）

あいにくの雨。しょうがないので宿へむ

かう。 

途中中正紀念堂に寄った。めちゃくちゃ

広い。とんでもないスケール。蒋介石の

存在の大きさを多少実感した気がする。 

初めての海外旅行という緊張感、雨、慣れない右側通行ですっかり疲れてしまったうえ、直

前までのゼミ合宿による寝不足も加わって夕飯も食べず爆睡してしまった。この日本当に

何もしてないんですよね。もったいないことをしました。あ、昼に食べた小籠包はとてもお

いしかったです。 

 

９月２４日 バスで新竹へ 

この日は（この日も）雨予報におびえて自転車には乗っていません。ケニヤさんのおすすめ

もありバスで新竹に行くことに。ぼんやり外を見ながらバスに揺られる。マジでセブンイレ

ブンとファミリーマート（全家）が多い。日本と同じくらい、もしかしたらもっとあるかも
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しれない。コンビニに限らず、つい日

本企業が目についてしまう。 

新竹についたはいいものの、ケニヤさ

んとの合流時間が決まっているので

あまり長い間いられない（早起きしな

いのが悪い）。なんでも新竹の駅舎は

東京駅を設計した松崎万長という人

の設計で、言われてみれば共通点のあ

る建築だった。若干白っぽくて小さめ

の東京駅という感じ。 

あとこの写真を撮ってたところ、全部の歯茎から血が出ているお兄さんに話しかけられま

した。何かと思ったら押し売りでした。お兄さんの血が止まればいいなと思います。 

台北に帰ってケニヤさんと合流。そしてこの日はなんとケニヤさんの留学の時の学科同期

の方々と BBQ。そう、この日の台湾は中秋節という大事な祝日で、中秋節には家族や友達

と BBQ（烤肉）をするのが通例なのだ。事実ケニヤさんはここ数日連続で BBQだったら

しい。肉、とてもおいしかったです（ごちそうになってしまった）。 

 

 

９月２５日 廃線跡をたずねる 

この日のテーマは廃線。 

まずは勝興車站。台鉄の台中線がコー

ス変更されるに伴って廃止になった

駅。とはいってもいわゆる廃墟のよう

な雰囲気はまったくない。おしゃれな

カフェもあったりして、すっかり観光

地化されている。廃墟好きな人には物

足りないかもしれないが、線路の上を

堂々歩けたりしてこれはこれで楽し

い。ペ ルをこいでレールの上を進む

４人乗りのかわいらしい乗り物があっ

たのだが、imsrを筆頭とする NCの精鋭たちが乗れば時速 100kmくらいは出るんじゃない
でしょうか（誰を乗せるかケニヤさんと熱い議論を交わした）。 
次に訪れたのは龍騰斷橋。日本統治時代に鉄道用として建てられた陸橋なのだが、地震など

幾度かの災害を受けて線路が落ち、ボロボロになってしまった。こちらは勝興車站とは違っ

て廃墟感あふれる建造物。レンガははがれ、崩れ落ちた橋脚の残骸に木の根が這っている感

じ（かっこいい）。 
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ちなみに谷を挟んだ対岸にも歩いて行けて、もちろんこちらにも橋脚が残っているのだが、

個人的にはこちらの方が木々に侵食されてきてる感じがすごくて好きだった（写真右）。も

はや元が何なのかわからないくらい。観光客は１人もいなかったが。 
この日は台中市中心部で宿泊。晩餐はケニヤさんとともに夜市にくりだし、目に付いた料理

の解説をしてもらいながら買い歩いた。 
↓台北での信号待ち。台湾はバイクが日本でいう自転車感覚で使われてる感じなのかな。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
９月２６日 日月潭一周 

高鉄台中駅にて、諸事情あって数日遅れで参加の３３９と合流。バスで日月潭へ向かう。 

日月潭は一周４０kmくらいの大きな湖で、台湾八景に数えられるほど美しい景色で評判の

観光地。サイクリングが推されている。湖を一周できるサイクリングロードが整備されてい

るし、バス ーミナルには GIANT ショップがある。GIANT ライ ーとしては本場の

GIANTを拝むことができて感動。 
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あいにくのどん曇りではあったが湖の景色はい

い。水質も想像していたよりきれい。 

途中からサイクリングロードに入った。……が、

ロードにはかなり過酷な道だった。そもそも階段

がある時点で自転車お断り感がすごい。しかもも

のすごい斜度。ロード組がひいひい押して登るの

をしり目にすいすいと登っていく MTB のケニ

ヤさん。ロードやめようかな、と思った。 

普通の道に戻ったあとも二人にちぎられ、明日からの武嶺に不安がよぎる。あとちょっとの

どが痛い。台北で排気ガス浴びたせいだろうか……。 

湖の景色を堪能したあとは宿のある埔里へ。この日は自炊ができる宿ということで、フライ

パンで火鍋をした。……というかほとん

どケニヤさんにふるまっていただいた。

火鍋だと思っていたものが実は火鍋じゃ

ない事件もあったりした（しかもケニヤ

さん自ら買い直しにいってくださった）

が、とにかくおいしかったです。ケニヤさ

んのホスピ リティがとどまるところを

知らない。 
ちなみにのどの痛みもとどまるところを

知らず、がっつり体調を崩した僕は明日

からのヒルクライムに絶望しながら眠りについた。 
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( ﾟ∀ﾟ)o彡ﾟうーりん！ うーりん！！  

 

 

9月 27日 埔里～清境農場 
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9月 28日 ( ﾟ∀ﾟ)o彡ﾟ うーりん！ 
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謐
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9月 29日 帰国のひ 

山口玲
79



山口玲
80



府名阪 2018 
2018.11.07 

17 小堀 航己 
 

コンテンツ 

 
1.府名阪とは 

2.概要 
2.1 日程 

2.2 参加大学 
2.3 コース 

3.レポ 
4.来年の府名阪について 

5.おわりに 
 
1.府名阪とは 

 大阪府立大学・名古屋大学・大阪大学それぞれの自転車部を中心に毎年夏休みに行われている多

大学合同の合宿。といっても、運動部らしい、鍛錬を趣旨とするものではなく、多大学間の交流・親睦
を図ることが趣旨となっているようである。これら三大学の間で担当する大学のローテーションが行
われているようである。今年は大阪大学の番で、来年は大阪府立大学の番であるらしい。担当大学の執
行代(3 年生)は 1 年前より下見などの準備を行っていたり、バンを数台借りて万全のサポート体制を整
えたりなど、かなり気合の入ったイベント。40～50 人程度の規模で行われることが多い…？ 
 この三大学以外の大学からも多くの学生が参加する。国公立大学(+一部の私立大学)の自転車部(一
部非体育会の自転車サークル)は相互に結びつきが強いようで、仲間を誘いあう結果参加大学数も参加
人数も大きく増えているようである。また、以下に今回の参加大学を示しているが、このほかにも静岡
大学、金沢大学、お茶の水女子大学、京都大学などが参加した年もある。 
 この度は、このイベントに東京大学なかよしさいくるの名のもとに参加してきた。 
 

2.概要 

2.1 日程 
9 月 18 日(火)～9月 21日(金) 

2.2 参加大学 
大阪大学 名古屋大学 大阪府立大学 信州大学 大阪市立大学 東京外国語大学 首都大学東京 
東京大学 

…東大からの参加者は大学生か？というツッコミを入れてはならない。 
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2.3 コース 
1 日目 松江城(集合)→境港→米子→大山青年の家 
ルートラボ:  
https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=a572460016c7e7d6134f5aa8c94cbb59 
 
2 日目 大山青年の家→大山寺→大山→大山寺→大山まきばみるくの里→大山青年の家 
 
3 日目 大山青年の家→青山剛昌ふるさと館→二十世紀梨美術館→薬師湯 新生館(宿) 
ルートラボ(雨のためルート変更、途中で内陸側へ、宿へ直行): 
https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=970aa189d0ce9723b41afe6ec86b2928 
 

3.レポ 

3.0 序章 
 そもそも、このようなイベントに参加する機会をどのようにして得たのか、という話であるが、そ
れは某空色または白色の鳥のロゴの某 SNSでできた仲間との交流からである。 
 今年 2月、その友人の一人と機会があって会ったのだが、そのとき突如「名古屋(自転車で)来る？」
と聞かれた。3 週ほど後に、東京のいくつかの大学の部誌と部 T シャツの名大への自走による配達
(！)がてら多大学(名大、阪大、信大、府大、お茶大、青学、東工大、東外大など)で飲み会を行うの
だという。あまりに突然の話で返答に窮し、前向きに検討すると話したうえでその話は持ち帰った。
結局その夜に参加を決め、名古屋まで部 T シャツを持って自走(時間の都合で一部輪行)した。その
晩開かれた親睦会は楽しめたのだが、翌日あろうことかはぐれてしまって直帰してしまう。みんなは
数日かけて名古屋周辺で遊んでいたのに。ただ、その場で一緒だった皆さんとまた会うチャンスがあ
るという情報はキャッチしていたし、これはのちにわかることなのであるが、それに興味があるとい
うことが今回の幹事大学である大阪大学の部長に伝わっていたようだった。 
 そのことがわかったのが 7 月にお誘いをもらったときであった。もちろん実際のところはわから
ないが、何だこいつは、と思われるかもしれないと思いながらそれでも誘ってくれたのだろう、とそ
の時思ったので、これは断れない、と思いすぐに誘いに乗った。他の東大のメンバーを連れてきてく
れるのも歓迎、ということであったので、とりあえずサークル全体に声をかけた。が、興味を示して
もらえることすらなかった。楽しいので来年は行きましょう。この轍の別の記事に詳しく書いた、素
敵な紀伊半島が来年の舞台になるということなので。 
 当日が近づく頃になるとお金やら研究やら悩ましい問題が浮上してきて、キャンセルしたくなっ
てきたが、どんな楽しいイベントかよくわかっていなかったので、確かめてみたいし、楽しければ来
年数名でまた行こうか、と考えてそのまま参加した。 
 

3.1 1日目 
 朝 10時に松江城に集合、とのことであった。このためには当日早朝に飛行機に乗るか、前日入り
するかしかなかった。前日にはアルバイトをしていたのと、飛行機に乗るだけのお金の工面が間に合
わなかったのとで、新幹線と特急で境港近くの米子駅まで行き、買い出しからの途中合流ということ

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=a572460016c7e7d6134f5aa8c94cbb59
https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=970aa189d0ce9723b41afe6ec86b2928
山口玲
82



にさせてもらった。買い出しでは信大名物であるらしい、ジャンが始まる。これは、ジュースやアイ
スクリームなどをタダで食べるための作業で、大人数でじゃんけんをし、最後に負け残った一人が参
加者全員分の代金を支払うというものである。まずは無事、8人？のジュースジャンで勝利。そして

買い出しを終え、宿へ。登りが多かっ
たが、1年生含め特に問題なく登り切
った。 
 宿では入所式というものが行われ
た。施設の方のお話は、小学生を相手
にやっているのか、と思ってしまう
ような話し方と内容であったが、ま
あ、そういうものなのかもしれない。
その後すぐにまた自販機の前でジャ
ンが始まる。曰く、「タダでジュース

飲みたくない？ wowwow？？？」今度は 18人である。負けたら大変だ。3000 円近くかかってしま
う。これも無事勝利。ごちそうさまでした。 

2 月の名古屋では知らない顔ばかりで、こちらはほとんどだれも覚えられなかったのだが、皆さん
からすれば僕以外はほとんど顔見知り、という状況だったのだろう、相手が一方的に僕を覚えている
という関係が多くあった。さすがに今は彼らの顔を覚えられている、はず…。ともかく、そういうわ
けで打ち解けるまでは早かった。 
 夕飯と入浴のあとは食堂に集まりワイワイガヤガヤ。任意参加であったが、まだ皆さんと仲良くな
れていなかったし、もちろん参加しない手はない。そこでは盛り上がるだけでなく、1年生への作法
の教育が行われていたりもした。初日から思った以上に楽しかった。 
 

3.2 2 日目 
 この日は登山がメインであった。自転車部にはアウトドア派が多く集まるようで、登山志向のメン
バーも少なくないようだ。そんなわけで、自転車部と登山は親和性が高いらしい。出されるがままに
軽めの朝食をとり、自転車で登山口へ。前日に少しはしゃぎすぎたせいか、頭が痛くだるさもあった
が頑張る。登山口まで 4.2 km、上昇 409 mだったという。少し平坦区間もあったので、朝から、そ
して登山口へのアプローチで、10%超の登りを経験していたことになる。鳥取県の海の方の傾斜って
そんなにエグかったのか。周りがアタックの続かない版のようなものを散発的にやっていたので、普
通のアタックで応戦。後ろが続かない。 
 …と、イキりもいいところに、登山口に到着。まだ頭が痛い。気持ち悪い。それでも頑張ってヒル
クライム(二足歩行)する。獲得標高 1000 m くらいだったらしい。ロードバイクでの獲得 3000 m並
みにキツかった。ちょっぱやの山の民、信大生たちにペースを合わせてみんなで頑張ったところ、そ
れをなんと 1 時間半で登ってしまった。舗装路を走るロードバイクでもそこそこのペースだと思う
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んだが…。しかも彼らはそれで涼しい顔をしているから恐ろ
しい。こちとら死ぬかと思ったしいつ千切れるかなってばか
り思っていたのに。信大生、普段伊達に山に鍛えられてない。 
 山頂には小屋があり、その中ではお菓子や飲料が売られて
いた。もちろん山価格で。500 ｍL のペットボトルがたしか
600 円だった。一見高いように思えるが、運ぶ人に払うお金
を考えたらなかなか安く抑えている気がする。これとてジャ
ンの対象になるのであった。たしか 5 人でジャン、負けると
3000 円。そんなことをやるなんてどうかしていると思う。だ
がそれがいい。 
 そして足をガクガクさせながらそれを下る。脚にはもはや
力が入らず、どこかで転げ落ちるのではなかろうかと思った
が、ヒヤリハットすらなく済んだ。下山後はモンベルを見つ
け、みんなで入る。正真正銘のツーリングの民、山の民とい
った感じだった。 
 その後は近くにある大山まきばみるくの里という牧場に向
かった。牛乳は得体のしれぬ匂いがし、おいしいとは思えな
かったが、生クリームやソフトクリームはおいしかった。ソ
フトクリームを食べていると、「小堀さん！おかわりしませ

ん？」(訳: ジャンやるから来
て)との声が聞こえる。そう誘
われたら「する、する！」と
返さざるを得ない。ジャンに
は 23 人が参加、ソフトクリ
ームは 1 個 350 円。負ければ
8050 円を支払うことになる。
出所やいかに、と思っていた
が早いうちに勝ち抜け。ごち
そうさまでした。勝利の味は
格別である。 
 牧場ではまったりしなが

ら和歌山県北部に住んでいる参加者に同南部の良さをある種逆向きに布教した。布教するまでもな
く、来年は紀伊半島で府名阪ランが行われるということだったが。 
 宿に戻る時には再び、230 m ほど、東京でいうと大垂水峠くらいの獲得標高があった。牧場の出発
が遅れ、ほぼ最後尾スタートだったので、気の赴くままにまくりをかけてしまった。それで離れたき
り独りぼっちは寂しいので、登りきったところで後続を待機、彼らと合流。そしてそのまま宿へ。 
 この日も夕飯の後はワイワイガヤガヤ。僕の知らない間に買い出しに行ってもらえていたらしい。
ありがたい。さすがにもう頭が痛くなったり、気持ち悪くなったりだるくなったりするようなことは
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しない。マイペース。その後少し幹事と自転車トークをしたのち、就寝。 
 

3.3 3&4 日目 
 この日は雨がちらついていた。したがって、それでも構わず自走でルートを全うしたい人と輪行し
たい人とに分かれた。僕は自走を選んだ。自走を選んだ者同士で班が組み直されたのだが、その班を
牽くことにした。終始速かったらしく、班員の皆さんを苦しめてしまったようである。各位すみませ

んでした。ここでもジャンが起きた。アイスクリームと、
二十世紀梨のミュージアムの入場券をそれぞれかけて。
後者でついに負けてしまった。4 人しかおらず、負ける
確率が高すぎた。仕方ない。 

 雨足が強まる前に宿に到着してしまおうということ
でペースを上げたのだが、残念ながら宿に到着した段

階ではサポートカーが到着していなかった。寒さの中濡れた状態で待つこと 1 時間半、ようやく荷
物を受け取ることができ、部屋に入り入浴。今回、宿は貸し切ってもらっての利用とのこと。夕飯は
自転車部らしくない、人権の塊のような豪華なものであった。写真には向かいの人の分が写り込んで

いるが…。 
この日は大広間で前の 2 晩と異なり、本番の親睦会があった。僕は疲れて 2 時すぎに就寝してし

まったが、最後まで残っていた人は 4 時台後半まで楽しんでいたとか。翌朝の食事のときの集まり
の悪さよ…。とはいえ、最終的にほぼみんな食事を済ませることができたようである。 
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その後は撤収し、誘ってくれた阪大の部長にお礼を言い、他の参加者の皆さんにあいさつをして別
れた。岡山駅まで適当に自転車を転がして、そこから東京駅まで新幹線でひとっ飛びで帰った。鳥取
駅のあたりから岡山駅までは国道 53 号を主に使うことになるのだが、中国山地を越える際、1~3%
の登りが延々続いており、スピードにのらないと気が済まない人には酷かもしれないと思った。道の
りとしては 150 km 程度で、また信号もかなり少ないためさほどの時間をかけずに走りきれた。 

 
3.4 総括 

 不特定多数が閲覧できるということから、ここに詳しく書くことは避けておく(救急車を呼ぶこと
になったとか、殴り合いがあったとか、人間関係の破綻が起きた、などの良くないことがあったわけで
はない)が、なんといっても夜の集まりが楽しかった。自転車という共通項のもとに多大学の学生が一
堂に会して同じ行程をともにし親睦を図ることができるというのは素敵なことだと思う。昨今、と言え
るのか、それとも数十年前からなのかはよくわからないが、自転車を介した集まりでは、他の集まりに
比べ、かなり異なる団体・組織同士がつながりやすいというのはよく感じるところである。僕はなかよ
しさいくるに所属する傍ら、地元のショップチームに所属しており、レースに出場することがあるが、
ある程度以上の実力を有する選手同士、チーム同士は顔見知りばかりで、レース会場ではいつもその顔
見知りの人同士で和気藹々と話しているように思う。どうやら、社会人サークルの行うライドイベント
に、一部の構成員が友人や、もう一つの所属団体の仲間を連れて参加する結果、規模が大きくなりイベ
ントが賑わうということもよくあるらしい。 
今回の合宿で過ごした時間は、東大生にわかりやすく書くとするならば、オリ合宿より 2 泊多く、

またその後毎日のように顔を合わせるわけではないという状況の違いからだろう、オリ合宿よりもか
なり参加者相互のつながりが形成されやすい、密度の濃い時間であったように思う。同じ大学のメンバ
ー同士で固まって小集団を形成し、その集団同士が交わることはほとんどない、というありがちなケー
スに陥ることもなかった。これには他大学同士がイベント前から既に接触していたり、構成員同士が
SNS でつながっていたりしているということが大きいのかもしれない。 
今回は主にツーリング界隈の皆さんと時間をともにしたが、そうは言ってもみんながみんな強いと

いうわけでもなく、かと言って走行時に集団を崩壊させてしまうような、走力に人間性の伴っていない
ような人もおらず、あらゆる層の人が楽しめるイベントとなったと思う。この傾向は周囲の話からし
て、例年変わらないようである。あくまで親睦を趣旨とするもののようだし、タイムスケジュールも余
裕のあるものだったし、まあ、そうなるか。とはいえ、自転車で面白い経験(日本縦断、本土四端踏破
など)をしてきた人も何人かいて、彼らの話を聞くのも面白かった。 

 
4.来年の府名阪について 

大阪府立大学サイクリング部が担当となり、夏休みに紀伊半島で行われるという。また、このイベン
ト以外であと年に 2 回ほど彼らは集まっている(恐らく次は 2 月か 3 月)というので、内部の皆さんは
興味や質問などあれば担当者に訊いたり話したりしてみますので教えてください。また、Twitter にて
ハッシュタグ #府名阪の現状 で検索をかけると 
(https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23%E5%BA%9C%E5%90%8D%E9%98
%AA%E3%81%AE%E7%8F%BE%E7%8A%B6 )現場での様子のイメージが湧くと思いますのでもし

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23%E5%BA%9C%E5%90%8D%E9%98%AA%E3%81%AE%E7%8F%BE%E7%8A%B6
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23%E5%BA%9C%E5%90%8D%E9%98%AA%E3%81%AE%E7%8F%BE%E7%8A%B6
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よろしければ参考にしてください。 
 

5.おわりに 

面白さ・楽しさについては以上触れた通りだが、自転車ツーリングを趣旨としている団体が多く参加
しているので、ロードバイク一辺倒ではなく純粋なツーリングバイクやグラベルロードなど、様々な車
種の様々な自転車に乗っている人がいるし、大学ごとに文化も異なるので、その違いを楽しむことがで
きる。これは 1 つの団体で同じ仲間と走ることを繰り返して(それ自体を否定しはしない。走り慣れた
「いつもの」相手と色々なところに赴いて思い出を増やすのも悪くはないと思う)いるだけではなしえ
ないことであると思う。 
何が言いたいかというと、なかよしさいくるの皆さん、僕はこの手のイベントにすでに名古屋のもの

とあわせて二度参加していて、是非ともその集まりの中での勢力を強めたいのでまた僕が声をかけた
際には宜しくお願いします、ということである。周りになじめないわけではないけれど、やはりぼっち参戦は

寂しいからねえ…。 
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キャンツーの記録 part1 

4年 別所明彦 

 

 こんにちは。去年の夏合宿の前ランで同期の谷

口友平という人とキャンプツーリングを始めて結

構はまってしまい、一人でも結構行くようになり

ました。この記事ではこれまでに僕がやったキャ

ンツーをまとめてみようと思います。ほんとはち

ゃんと文章書こうと思っていたのですが、締め切

りがとうに過ぎていたので適当に写真を張り付け

るだけにしたいと思います。 

 

 

 

夏合宿 2017前ラン（8/3～8/6） 

沼田～湯沢～魚沼～只見～会津若松～

郡山～福島～仙台 with ともへい 

 

＃赤谷湖 

 

 

 

＃三国峠頂上 

群馬・新潟県境 

  

 

 

1 
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＃いい景色 

 

＃とんぼ 

 

＃ともへい 

 

＃越後湯沢駅 

 

＃越後屋 っていう居酒屋 

うまかった 

 

＃宿 

＃ここが原点 
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＃2日目いい天気だった 

 

 

＃昼飯はラーメン with大量のニンニク 

 

＃魚野川 
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＃ともへい 

＃自撮り好きすぎかよ 

 

＃只見までのぼりはもちろん輪行 

＃車窓 

 

＃只見駅 
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＃ジブリとかに出てきそうな神社 

＃只見駅まえ 

 

＃只見線沿いの長いくだり 

＃只見線災害不通区間 
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＃橋桁崩落箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＃いい景色すぎんか 

＃道の駅
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＃宿 

 

＃イケメン 

 

＃轍 

 

 

 

 

 

 

 

 

＃会津若松城 
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＃喜多方ラーメンと味噌カツ丼 

＃となりのおじさんが味噌カツ丼もう 1つ

くれた 

 

＃会津若松駅 

 

＃猪苗代湖 

 

＃郡山の花火大会 
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＃国道４号で仙台まで 

＃暑い 

 

＃桃 

 

＃仙台駅 

 

 

 

 

 

 

＃夏合宿の集合時間はとうに過ぎてたけど

仙台だからやっぱり牛タン定食 

＃老害ごめんなさい 

 

 

 

 

 

 

 

夏合宿 2017後ラン（8/9～8/11） 

遠刈田温泉～米沢～会津若松～日光

～小山～古河～自宅  

with 隊長＆(￣▽￣) 

 

＃いじめられてるにきーた 

 

2 
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＃喜多方ラーメン

 

＃重そうなちゃり 

 

＃昼飯 ＃そば

 

＃米沢牛(?)を食ってる同期カップルに対

抗してでっかいかき氷を食う 

 

＃別所のキャリアのねじがどっかに飛んで

ったため別所のキャリアバッグ×２を隊長

のチャリに積んでもらってる図 

＃隊長かっこいい 

＃隊長ありがとう 

＃隊長ほんと感謝 

 
＃隊長ってのはこの人のことだよ 

＃イタリアンマフィア 
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＃ちなみに(￣▽￣)はこの人のこと 

 
＃二郎開店凸

 

＃やっと東京に帰ってきた

 

 

 

東海道 R1ラン（2017/8/19～8/21） 

自宅～茅ヶ崎～箱根～沼津～浜松～豊

橋～名古屋～大津～京都 

 

 

＃11:00そうだ京都に行こう 

＃14:00家出発 

＃21:00暗いし寒いしつらい帰りたい 

at箱根峠 

 

＃静岡 

 

＃熱田神宮 

 

3 
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＃タイヤに釘が刺さった、まじ f**k 

 

＃鈴鹿峠 

 

＃別所駅 

＃このランのサブメインてきな 

＃今年の 3月に駅名が大津市役所前駅に変

わってしまった 

＃変わる前に行けてよかった 

 

＃きょうと到着 

＃新幹線ブルジョア輪行 

＃2 日半かかったとこを 3時間で行ける新

幹線はせこい 

 

 

 会報の締め切りがきちゃったのでここでい

ったん終わりにします！これよりあとのキャン

ツーはやる気があったら次回以降の会報に

でも載っけようと思います。今回の記事では

ともへいの自撮り画像が少なくて残念だった

ともへいファンのみんな！次からはもっと載

せるから待っててね！！ 
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バンクーバー近郊を走ってきた 

3年 三輪 
 
こんにちは。会長です。あっという間に任期が終わりそうで、1年経つの早いな…とびっく
りしています。振り返ればこの 1 年、なんだかんだいってサークルに行けていなかった気
が強くして、少し反省しています。なんかタイミングが合わなかったなぁと。 
さて、今回は海外編！ということで。7月中旬から 8月中旬まで、カナダはバンクーバーに
ある、ブリティッシュコロンビア大学のサマープログラムに参加してきました。そこでは経

営っぽい内容の授業を受けていたのですが、まあその話は本題じゃないので割愛します。 
折角海外の都市に行ったのだから自転車に乗りたい！気候もいいし！と思ったので、休み

である土日に自転車を借りてバンクーバー近郊を走ってきました。 
 
1日目 （7/28） 
ロードバイクを土曜日の夕方、24時間でレンタルしました。借りた時刻は 16時半くらい。
ここから走り始めます。なんといっても、サマータイム＆高緯度ですから日の入りは 20時
過ぎなので、まだまだ時間的余裕があるわけです。 
借りた自転車は GHOSTというメーカーのもの。フル Tiagraで、24時間で 6000円ほどで
した（高い…）。 
バンクーバーの市街の南側には、大きな川が流れています。その川を渡る橋が河口から 10
㎞くらいにあるとわかったので、とりあえずそこまでは上流へ向かって、あとは時間次第で

考えようと思っていました。 

ルートはこんな感じです 
 
まずは、谷沿いのサイクリングコースを走っていきます。アップダウンもほとんどなく、と
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ても走りやすいルートでした。 
このサイクリングルートの突き当りにある湖（ここらへんでGPSログを取り始めています）
からは、川を渡るために南側に進路を変えます。いかにも高級そうな住宅街を突っ切ってい

くことになったのですが、やたらとアップダウンが多く（というか丘を突っ切るルートを選

んでしまった）、めっちゃ疲れました。体力の減退を強く感じてしまいました（まあ最近走

ってないもんなぁ）。途中でオーバークロスしたトランスカナダハイウェイは、片側 5-6車
線くらいあって大陸を感じられました。 

とても広いトランスカナダハイウェイ 
 
何とか川の袂まで来たものの、全然橋の

渡り方がわかりません。もうあきらめて

帰るか、と思って、寮のある方へと進路

を変えたときに、渡る場所があることを

発見。歩道の入り口は、車道とは別のと

ころにあったわけです。 
この後はひたすら川沿いを行きます。途

中からちょっとした作業になってしまい

ました。 
 
河口付近で、もう一度川を渡り、バンクーバー市街に戻ります。この橋からの夕焼けはとて
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もきれいだったけど、あと 15㎞残っていることを忘れていました。暗くなる前に帰りたい、
その一心で寮を目指します。寮までの道は登り基調で、途中からハンガーノックになりかけ

で結構つらかったですが、何とか真っ暗になるころに寮に戻ってくることができました。 
  
 
 
寮の近くで見た夕焼け。 
変わっていく海の色がとても綺麗でした。 
 
 
 
 

 
2日目 (7/29) 
 
この日も天気はよく、サイクリング日和です。 
バンクーバー北 35㎞の horseshoe bayまでは行こうとプランを組んでいました。 
 

2日目のルート 
 
9:30 頃、寮を出て走り始めます。寮のあるところは高台だったので、走り初めはずっと下
りで、快調な道が続きます。海へと続くダウンヒルもとても気持ちよかったです。 
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バンクーバーは自転車の街なので、街のいろんなところに自転車専用レーンが存在します。

そこを通ったりしながら、バンクーバー島の北、ノースバンクー

バーへと渡るライオンズゲートブリッジへと一路向かいます。

橋までの坂は長かったけど、その分橋からの景色は最高でした。 
 
ノースバンクーバーへと渡った後は、目的地 Horseshoe Bayま
で向かいます。通るルートは Highway 99 号線。なんと、カナ
ダではハイウェー(日本の高速みたいなもの)の自転車通行が許
されているのです。現地に住んでいる日本人曰く、危ないからや

めとけとのことでしたが、めったにない機会だったのでやって

みることに…。 
 

ハイウェーの様子と、それを降りる ICから見た風景（一番左） 
 

実際、かなり車の流れは速かったのでスリリングではありましたが、十分に路側帯があった

こともあってそんなに危ないと感じることはなかったかな、と。それよりも、照り付ける日

差しとアップダウンの多さでかなり体力を消費し、疲れてしまいました。 
 
そんなこんなで無事にHorseshoe 
Bayに到着。現在も離島へと渡る
航路が出ている港ですが、木の桟

橋が残っていたりするなど昔なが

らの港町といった感じでのんびり

とした雰囲気でした。自転車が高

かったこともあって節約志向にな

っていた僕は、寮で作って持って

きたチャーハンを食べてお昼とし

ました。わりとおいしかったな… 
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Horseshoe Bayでの景色 
 
さて、帰ります。といっても港からハイウェーまでは高低差 60mを一気に登らないといけ
ないし、もう漕ぐのには疲れてしまったので輪行します。北米の西海岸では、自転車をバス

にそのまま積み込む（バスの前のラックに乗せる）ことができるため、その制度を活用しま

す。街の中心街まで、バスでのんびりと帰ってくることができました。 
 
バス停からはのんびりと川沿いを走

り、無事自転車を返して終了！バンク

ーバー自転車小旅行はこうして幕を閉

じました。 
初めて海外で自転車に乗ったわけです

が、そもそも右側通行だし、自転車が二

段階右折していないし、みんなヘルメ

ットをしっかりと着用しているし、な

どいろいろとカルチャーショックでし

た。                  市内を流れる川からダウンタウンを望む 
 
今後、NCのみなさんも海外に行く機会はたくさんあるでしょう。その時に、ぜひ現地へ自
転車を持ってくか、自転車を借りるかしてもっていってみて下さい。日本とは全く違った経

験ができますよ！ 
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ょんなことから金巻さんに連れられて白崎さんと台湾に行くことに。ケニヤさん 卒

論調査 ため 8/1、白崎さん 航空券がオトクな で 8/3、私 航空券を取り間違えて

8/4台湾入りという３人入国日がバラバラ 、人生で一番遠い現地集合をしました。こ

記事で ３人揃った日から記していきます。 

3人がやっと揃う第一日目。といってもケニヤさんが合流する

夕方頃。私と白崎さん 前日組んだルートで今後 足慣らし た

めに台北をプチヒルクライムしました。美味しいも を求めて、 。 

朝７時半に出発 

私 こ ときが人生初海外サイクリングで、右側走行することにどきどき。慣れない視

点 走行がまた海外感たっぷりです。交通 面で特徴的な 、信号機にカウントダウ

ンがついていること。（歩行者用 も ヒト アニメーションがあって面白い。）それと、

バイク 多い市街地に 二輪車専用 信号待ちスペースがあること。大量 バイクに囲

まれながら待機する もそわそわしますが、車 すき間から発進しなくて済みます。ま

た、２段階左折 ため 専用 待機場所が設けられている も特徴的でした。日本より

台湾 交通 仕組み ほうが走りやすいと思いました。 

向かう パワースポットで知られる指南宮。台北中心部より南にあります。市街地を

つき抜ける もあれな で川沿い サイクリングロードを走ることに。 

台湾ツーリング ２０１８/08/05-11 

執筆 泉田 

DAY1 (08/05) 

多く サイクリストが走っていま

した。やっ り GIANT率が高
い印象。ランナーがいたり、土

手で凧を飛 しているおじさ

んがいたり、ど 国もサイクリン

グロード 似たようなも だな

ぁと感じました。 

 

 

台湾ツーリング 
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2 

指南宮 

サイクリングロードを外れ、２kmほど登るとロープウェイ 頂上 駅に到着。ここから自

転車を降りて たすら階段を登りました。着いたーと思ったらお目当て 更に階段

先。階段でかなり獲得高度を稼いだ気がします。上から 展望 とても良く、盆地 山

際まで過密に形成されている台北 街がよく見渡せました。陽も高くなってきて気温もあ

がり、階段 上で ん りしました。（次 目的地である小籠包 開店時間を待っていた

だけだったりもします。） 

 

 
 

 

食を求めて 
小籠包とかき氷を食べたいというわがままを聞いて頂き、市街地へ戻ります。最短経路

で行くことになり、山をもう とつ越えることに。登っていると、墓地が広がっていた で

すが、それ とても綺麗でした。もうここに来る も一生ないだろう ーと言いながら写真

を撮っていました。（まさか翌日また登ることになると 知らずに） 

 
景色を楽しんで ん り登り、爽快なダウンヒルをしてちょうど開店時間に小籠包 お

店に着きました。小籠包 感想 「アツアツじゅわじゅわ〜」です。美味しそうでしょう。別
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3 

腹で食べたかき氷 これでもかとフルーツたっぶりでインスタ映えしていました。ジャー

ジで入るに 場違いなお店でしたが。そんなところでこ 日 宿に撤収！（５０ｋｍ） 

   

 
夕方、ケニヤさんと宿で合流。明日 ルートを引いてから、台湾ナイズドされている日

本料理屋に連れてもらいました。日本で 珍しい食材がたくさん！とても良い晩餐でし

た。明日からサイクリング本番です。 

 
 
 
日帰りサイクリング。台湾北部 有名な観光地、九份へ向かいま

した。まっすぐ行ったらつまらない。ランタンで有名な十分にある

滝や、絵に描いたような絶景ポイントに寄り道して、朝から晩まで

盛り沢山なランになりました。 
 

あさご ん屋さんからスタート 
台湾で 朝食屋が盛ん。こういったローカルなところにも行けて嬉しい。料理名をみて

も何がなんだか分からない でケニヤさんチョイスです。とっても美味しい！  

DAY2 (08/06) 

右： 蘿蔔糕
ルオボーガオ

（大根餅） 

左：蛋餅
ダンピン

(甘くないクレープ) 
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十分
じゅうふん

 
40kmほど漕ぐと旧正月 ランタンで有名な十分に到着。ノスタルジックな町並みで有

名です。十分瀑布も寄ってマイナスイオンをたっぷり浴 て来ました。（たぶん） 

 
 

不厭亭 
続きまして 10km500mUP 登りです。あ、そうそう言い忘れていました。ケニヤさん

今回ロードで なくMTBです。13kg 重量級です。な に私達と同じペースでごりごり

登るんです。ほんと恐ろしい。丁度よいハンデでしたが。 

やっとこさ登って、見てもらいたい がこ 風景です。きれいでしょー。お気に入り 場

所です。 

 
 

九份
きゅうふん

 

本日 メインスポット。かつてゴールドラッシュを迎えて栄えた街。石段や狭い路地、赤

い提灯が特徴的でレトロな雰囲気を醸し出していました。金鉱博物館に行く予定が残念

ながら休館日でした。街並みを楽しみ、かき氷を注文してクールダウン。こ 日 本当に

暑くてやられていました…。  

自分たちが登ってきた道が

稜線を沿うように続いていま

した。ちょっとしか登っていな

い に何故かも すごい達

成感。コスパ良い。 
 
 
あと、途中で私 ワイヤー

が緩むメカトラが起きた で

すが、これ 教訓 「Di2を
買え」だそうです。 ぃ。 

右：タロイモ かき氷。 
白玉ぜんざい ようでめ

ちゃ美味しい。 
左：九份 裏路地。人と店で

溢れていました。 
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電車で帰る 

台湾に 自転車を輪行せずに乗車できる電車が駅によって 存在します。海岸線を

走ってそ 駅を目指しました。海を挟んで眺める九份 街もまた良かったです。 

電車にそ まま IN。本来 専用スペースがある ですが、混んでいて確保できなかっ

たです。らくらく輸送。夕食 台北に戻ってから食べて宿に戻りました。 

   
 

 

大移動 日。紆余曲折して台北から新幹線で台中まで。さらに

バスに乗り込み、日月潭に到着。湖を一周して遊んでから、本日

宿場へ。街巡りもして台湾 文化にも多く触れました。 

 

台湾でいち ん大きい湖「日月潭
にちげつたん

」 

台北→台中 新幹線、台中→日月潭 バスを利用しました。バス停 近くに GIANT

ショップがあり、レンタサイクルをやっていると ことな で立ち寄りました。ケニヤさん

ここで 60万円 エアロロードを手に入れてしまいます。あぁ、恐ろしい。 

  
途中、白崎さんも 60万に試乗。私も借りれ 良かったなあと後悔。湖 一周 30kmほ
どで起伏も多く、とても楽しかったです。スピードがでるでる。私 めちゃめちゃ千切られ

ました。 

  

右：麻油鶏
マーヨージー

。 

鶏 色んな部位が煮込ま

れているも 。だんだん

台湾 味にハマってく

る。 

DAY3 (08/07) 

左：ペダル交換してる… 

右：GIANTショップ 
欲しくなる自転車でいっ

い。荷物預かってもらえまし

た。 

左：似合わない白崎さん（笑） 

右：写真撮るケニヤさん 
（嬉しそう）  
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台湾 ヘソと言われる街、「埔里
ぷーりー

」 

本日 宿場 街です。盆地で水がきれいな で紹興酒が有名。ちらっと酒 見学をし

たり、寺で見よう見ま 参拝をしたり、夜市を歩いたりしました。 

  

 

 

こ 日から、一般道における東アジア最高地点にたどり着ける山

岳、武嶺
ウーリン

（標高 3275m）を目指します。もちろん 2日に分けて。こ

日 1400mUP しました。予想以上に早く到着し、農場をお散

歩。 

朝 10時にライド終了 

朝 6：30からこぎ始め、10時すぎに 宿についてしまいました。たった 30kmと いっ

ても獲得標高的に 満足です。宿に着くとまだチェックインできなかった で、2km先

清境農場に行きました。海抜 1750mにある農場です。遊歩道から 眺め 絶景でし

た。ヤギ ミルク 独特な味 アイスを食べ、お昼も屋台で済ませました。 

  

夜ご飯 調達をし、帰ってお昼寝しました。長旅 疲れがたっぷり溜まっている頃。僻

地すぎるため今晩 コンビニ飯です。3人ともカップ麺にしました。台湾 カップ麺、美

味しいです。ぜ 一度機会があれ 食べてみてください。 

  

左上：8本 巨大線香を持って

お参りした  

 

右上：好きな食材を揚げてもらえ

る。鳥や豚 色んな部位

が陳列されいてた 

 

左下：八百屋でパイン・マンゴ

ー・ドラゴンフルーツを購

入。ケニヤさん フルーツ

カットがお上手。 

 

右下：本日 晩餐。台湾 フル

ーツビール美味しい！ゲ

ストハウス ダイニングっ

て好きだなあ。 

  

 

DAY4 (08/08) 
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ついに 3000m突破！広がる絶景 感動も でした。脚もガクガ

クな に、更に高いところを目指して登山もしました。およそ 50km

ダウンヒルもおもしろい。登りきってしまうと旅 終わりが見えて

寂しくなりました。 

 

25km 1500mUP  
まず台湾で一番高いところにあるコンビニに行きました。（そこまで登らなきゃ朝ご ん

買えなかった…。）腹ごしらえをしてから たすら登り。途中、スポーツカーがビュンビュ

ン飛 してきたり、トレイルランニング お姉さんにさくっと抜かされたり…なんだか色々

ありました。今日に限ったことで ない ですが、追い抜かしてくる車が窓から手を振っ

て何度も「加油
ジャーヨウ

！加油！（がん れ！がん れ！）」と声援をくれました。本当に自転車

乗りに優しい国です。とても頑張れました。 

  

雲と同じ高さまで登った辺りから、徐々に脚が回らなくなってきました。いつ 間にか白

崎さんが遠くなっていく＿＿＿。ケニヤさん 重め ギアで回して、しかも唐突にゴミ拾

いをし始めながら一緒に走ってくれるし、訳がわかりませんでした。ケニヤさんが手にす

るゴミ袋が大きくなっていく…尊い。わたし 私 ことで精一杯でした。色んな意味でし

んどい。 

  
３０００m突破したあたりで白崎さんが急激なペースダウン。どうやら高山病に近い症状

が出たそうです。（ヒルクライムで高山病と 日本じゃありえません 笑）私も踏む足がす

ごく重く感じた 空気 薄いところ行ったからです 、きっと。大きいスプロケ欲しくな

りました。（今乙女ギアになった所以 ここ？）  

DAY5 (08/09) 

左：ほんと空気薄い… 

 

右：ちょくちょく自転車降りてゴミ

拾いをするケニヤさん  
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海抜 3275m 武嶺
ウー リ ン

 登頂 

何 ともあれ、登り切ることができました。乗鞍 ような森林限界が広がり、頭上に 空

しかない光景がとっても綺麗。記念写真を撮った後 、近く 山に登山することに。

（3421m。高いところ行きたがり。）ただ、白崎さん まだ体調が優れない でお留守番。

今思え 、１時間も高地で待たせていた 本当にごめんなさい。 

   
こ 後 台中市 宿に宿泊するため５０kmほど ダウンヒルをしました。途中 トンネ

ルに通行時間 制限が設けられヒヤッとする場面もありました。途中通った、梨山という

町で 、商店 人がとても気さくでお茶と果実をたくさん振る舞ってくれました。台湾 こ

ういった温かい国民性がとても好きです。夜 、食事処がなく 7-11 イートインで食べま

した。こ 旅で何度もコンビニ ありがたみを感じている…。 

  
 

80kmを下って台北へ運んでもらえる高 バスに乗り込みます。

こうしてまた台北に戻ってくることができました。台湾で過ごす最後

夜。夜市、ショッピング、、夜更かしして遊 ました。 
 

キャベツ畑 ダウンヒル 

下り始めるとキャベツ畑が広がる町にでました。青々とした大量 キャベツが圧巻でし

た。道路まで み出すスプリンクラー 水しぶきを浴 ながら自転車を走らせる とて

も気持ち よいも でした。  

左：東アジア最高地点! 

   先月 ここで国際的なヒルクラ

イム 大会も行われていました

  

 

右：登山 せいでさらに脚がおわ

る 。こ ためにサンダル買っ

た。 

  

 

左：梨山 小さな商店 

 

右：宿場 近く。 

小さな集落が点在している 。 

  

 

DAY６ (08/10) 
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下るにつれどんどん台湾 熱帯な気候に。太陽が一番高い頃街へ着き、猛暑に襲わ

れました。今年 日本 夏も暑かったですが台湾 それ以上な気がします。な にアツ

アツ 水餃子を食べました。おいしい。そして高 バスで台北に帰ります。 

 ｌ 

最後 台北観光 

じめ 宿へ帰り、翌日 出発 準備を整え、また街へ繰り出します。もう台湾 タピ

オカと お別れも悲しい。台北いる日 １日１杯飲んでました。（５００kcal/杯）夜市で夕
飯を食べた後、台湾ブランド ヘルメット ショップに行って私 なぜか散財しました。

（財布 ヒモ緩…。）さらに、独特な雰囲気 バーで映画を観たりして。最後まで台湾を

満喫していました。 

  

 

そして翌日 フライトで帰国したわけです。（最終日 もう割愛。）振り返っていたらめ

ちゃくちゃ長くなってしまいましたｗ 忘備録も兼 て。それだけ濃ゆい旅でした。 

特訓ラン 際にこ 旅を持ちかけて頂き、実現してとても嬉しく思います。海外×自転

車という中々できない貴重な経験ができました。また、何から何まで全て頼りきりだった

でおふたりに とても感謝です。走力面でも鍛えられました() また台湾で走れる日が

来れ いいなと思います＾＾ 

（おわり） 
 

★★自転車系 youtuber白崎さんが台湾ツーリング
動画をまとめています 

ぜ こちらも御覧ください👇👇👇 

【台湾 9日サイクリング】ダイジェスト紹介編 

 

左：台湾 ポピュラーなタピオカ 

スタンド『５０嵐』おいしい！ 

 

右：現在愛用中 KPLUS 

     いつか日本上陸するかな…  

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CoF4HelWlMw&list=PLBW5hBazVbrP7nH3yl65W-Qcqx9dqPIJq
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富山県サイクリングモニターツアー
に参加してきた件 

2年　　山口　玲 
富山県…?モニターツアー…?? 
　そう、始まりはある夏の日の出来事だった＿＿＿
＿＿＿＿＿＿。 
　夏休み直前の7月23日、NCのTwitterアカウント
にあるDMが届きました。送り主は日本旅行富山支店、
内容は「首都圏大学生サイクリングモニターツアー」
への勧誘でした。このモニターツアーは富山県の事
業として行われ、全行程にサイクリングガイドとサポー
トカー役のジャンボタクシーが付き添い、富山まで
の交通費以外は全て参加者負担なしとの旨がうたわ
れていました。宿泊費もメシ代も補給代も富山県内
での輪行時の交通費もサポートカー代も全部富山県
民の税金でタダ、こんなに美味しい話はありません
ねえ！NC内で誘い合わせたところ参加者が5人（永
岩さん、泉田、浦西、谷岡、私）集まり、旅行会社
といろいろやり取りをして富山へ向かいました。 
　このツアー、あくまで”モニター”ツアーのため、参
加するにあたってツアーでの体験についてSNSでの
発信を10回ほどするよう主催者側から求められまし
た。この原稿では、その際の私のFacebookへの投稿
を基にして少し何か書いていければと思います(手抜
き宣言)。 

富山駅に降り立った僕らを迎えた
のは、厚い雲に覆われた空だった 
　9月8日、東京から新幹線に約2時間揺られて朝の
富山駅に降り立ちました。 
　ちょっと雨降ってる。 
　まず、駅前で待機していた旅行会社の担当の方と富
山県の方、サイクリングガイドさん、そして同じく
このツアーに参加する国際基督教大学の自転車部（通
称チャリ部）の6人と合流しました。県の方からちょっ
とお話があった後にジャンボタクシーに荷物を積み
込んだ後、大学ごとに出走となりました。ガイドさ
んが各大学のサークルを引いてくれるというなんと
も贅沢なランです。 
　富山市街をしばらく走り、まず向かったのはます
のすしミュージアムです。ここまではそんなに雨もひ

どくなく快適に富山の道を楽しめました。ミュージ
アム内でSNS投稿用の写真をしこたま撮りました。 

　問題はここからです。ますのすしミュージアムを出
てからだんだん雨が強まり、割と普通に傘を差した

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005711312041&lst=100005711312041:100005711312041:1541778711
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くなるレベルまで降ってきてしまいました。なんと
か雨の砺波平野を走り町外れにあるレストランにた
どり着きましたが、全く雨に対応できない服装だっ
たのでびちょびちょになってしまいました。レイン
ウェア買っておけばよかったなあ…。レストランの
料理はかなり美味しかったです。正直普段の自分が
入れる価格帯の店ではなさそうですが…。ここぞと
ばかりにインスタ映えしそうなSNS投稿用カットを
しこたま回収しました。 

雨、そしてハイエースとキハ40 

　雨がどうしようもなさすぎたため、初日のこれ以
降のランの行程はジャンボタクシーでの移動となり
ました。 
　おわら踊りで有名で、古い町並みが残っている八
尾に行き、カフェでケーキを（無料で）いただいた
り三味線の演奏体験をしたりしました。雨だと風景
写真がなかなか映えなくてアレですが、普通に楽し
かったです。サイクリング要素はありませんでした
が…。 
　さらにタクシーに揺られて、高岡市の高岡大仏に
行きました。「日本三大大仏」なんて言ってますが
（私が、というよりは現地の人がそう言ってた）、
３つ目に何が入るかは諸説ありというのが正直なと
ころです。この曇り空、映えませんねえ…。 
　大仏の見学を済ませたあと、最寄りの越中中川駅
からJR氷見線で列車輪行となりました（元々雨と関

係なく輪行の予定だった）。この氷見線、富山湾の
海岸線をなぞりながら走る絶景路線…ですがこの日
は雨で当然車窓とは()といった感じでした。 
　ローカル線みの深いキハ40の2両編成に揺られて
氷見駅まで乗り通した後再びタクシー輪行、ホテル
へと向かいました。 

山口玲
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　このホテルがものすごく条件のいいところで、全
員にシングルルームが割り当てられて自転車は部屋内
に持ち込むことができ、天然温泉があり、さらに夕
食は写真のように舟盛り付きの和食のコースという
至れり尽くせりっぷりでした。ここらへんの料金も
全て主催者負担でした。最高かな？まあそれに関し
て我々はSNSでのPRという役割を負っているわけで
すが。ちなみに、この時（9月）は富山湾名物の寒ブ
リは当然旬ではありませんでしたが、他のお魚もす
ごく美味しかったです。 
　ガイドさんやICUチャリ部の人たちと盛り上がりな
がら刺身と温泉で優勝し、富山でのサイクリング(?)1
日目が終了しました。 

さらに強い雨、洗礼を受けるワイ 
　2日目、起きてみると、______________雨。 
　そして主催者側からの「昨日は半分タクシー乗っ
ちゃったんで今日は予定通り全部走りま～す」との
宣言、嗚呼…。この時、1年前の夏合宿で何も代替交
通がない山道を大雨の中30km走った時の記憶が蘇
りました。 
　この日の方針は「爆速で富山駅方面まで走りなが
ら観光地を回収していく」みたいな感じでした。そ

う、”モニターツアー”である以上観光地を回ってちゃ
んとSNSで発信する必要があるのです。 
　追い風に乗って海沿いの道を快調に飛ばしていき、
雨が強まる前に少しでも距離を稼ぎました。前日も
列車で通った雨晴海岸とかは本当に景色が綺麗らし
いのですが、天気があまりにも恨めしすぎる…。 

　途中で雨が強まったり弱まったりしながら富山湾
沿いの集落を縫ってひた走り、昼前には氷見と富山
の中間あたりの内川という町に着きました。ここで
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昼食タイムです。出てくる料理のあまりのインスタ映
え具合に震えました。この日でいちばん気合いを入
れてSNS掲載用写真を回収しにいきました。 

　食べ終わっていざ出発！というタイミングで、外
に出てみるとここまでで一番ひどいレベルの雨が降っ
ていました。あそこまで強く「チャリに乗りたくな
い」という感情を抱いた場面は他にありません。と
はいえもう仕方がないので、セブンイレブンで買って
おいたビニールのレインコートを被ってサドルにま
たがりました。チェーンオイルはロングライドに備え
てウェットを差しておいたのですが、それでも一瞬
で流れ落ちていくのがわかりました。 
　内川からすぐのところにある海王丸パークに寄っ
た後、新湊大橋で富山新港をパスしました。予定だ
とここは渡し舟に乗るはずだったらしいんですが、

運航状況が不安定だったため予定を変更したそうで
す。自転車ってそういう状況で乗るものだっけ…？ 
　新湊大橋を渡り終えてからは解散予定地だった富
山市中心部の環水公園に向けてひたすら漕ぎ続ける
だけでした。途中でものすごく激しく雨が降り、 5cm
ぐらい冠水している路面を走り続けなければならな
い区間があったりして本当に修羅場でした。また、
自分の自転車が装備していたノーブランドの謎ブレー
キのパッドが濡れて何故か大量の粉が生じ、リムと
パッドの間に噛んでしまい制動力が大幅に低下する
などのトラブルも起きました（これを機に105への
換装を決心した）。 

　やっとの思いで環水公園にたどり着き、ランは終
了となりました。ここは世界一美しいスタバがある
（諸説あり）ことで有名ですが、全身びしょびしょ
の自転車オタクは当然店内には入れず、外で震えな
がらあっついラテを啜るという始末でした。その後、
見かねた旅行会社の人が近所の銭湯に連れて行って
くださり、リフレッシュしたのち富山駅で解散とな
りました。帰りの新幹線の中で食べたますのすしが
最高でした。 

　振り返ってみると、宿泊費もご飯代もタダで1泊2
日旅行ができ、また富山という今まで行ったことの
ない場所を走れたというのは素晴らしい体験でした
が、一方で新幹線代が往復2万円以上かかるのは注意
すべき点だと思います。また、モニターツアーだから
なのか、常軌を逸した大雨の中でもランが決行され
たのは本当に辛かったし虚無になってしましました。
次は是非晴れている富山を走りたい…!!
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花火ランのすゝめ 
3年 永岩 

 
【夏】と聞いて皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。 
海水浴、スイカ、ひまわり畑、入道雲、かき氷、一夏の aventure・・・ 
よくあるイメージを始め、もしかすると思い出深いものなんてのも。夏を夏たら
しめる風物詩は人によってそれぞれですよね。 
 
さて、それでも敢えてここでは断言させていただきます。 
 

いかなる【夏】にも、【花火】は欠かせないものである、と・・！ 
 
 
苦しい始まり方でしたね、NC3 年の永岩です。今年の記事は夏に都内で開かれ
る花火大会のうち、今夏に自転車で行った場所を書きたいと思います。良い点、
悪い点から穴場までたらたら紹介してるので花火好きの方には是非読んでいた
だきたいですね！飛ばす人はスクロールがんば！ 
 
ちょっと？長くなりますが、以下の 4つの花火大会をご紹介します。 

※評価・感想はあくまで個人の感覚に基づくものです。皆さんの感覚とは大きく異なることもあります。 
 本記事の評価は相対的なものであり、いかなる記述にも該当花火大会の価値を貶める意思はありません。 
 本記事のいかなる記述にも複数人での花火や電車での花火を軽視・否定する意思はありません。むしろ 
 浴衣花火は推奨します。いいよね。 
 本記事はノンフィクションですが、実在の人物・団体とは関係がありません。 
�
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Introduction 
 
まあいきなり本題入っても味気ないですからね、ぐだぐだ導入でも。 
 
皆さんは花火が好きでしょうか。僕は嫌いじゃないです。 
美しい色合いの輝きに独特の音響、一瞬後に消えてしまう儚さから模様や動き
を生み出す職人技まで、花火が持つ魅力にはどれも心惹かれます。 
特にたまらないのは近くで打ち上がる花火。鮮やかな火花が視界いっぱいを覆
うと同時に爆音が心臓まで響いてくるようなあの瞬間はもう、夢中になるなと
いう方が土台無理な話でしょう。要は大好きです。 

 
 
 
 
 

 
そんな魅力に虜になっている人が少なくないことは、数ある花火大会の混雑ぶ
りを見れば花火を見るより明らかです。虜とまで言わずとも夏の風物詩と聞い
て花火をイメージする人は多いでしょう。多分。 
 
しかし花火が好きといってもホイホイ観に行くかというと話が別。花火大会に
行くモチベ、こんな理由で下がりませんか？ 
1.人混みが嫌 
2.花火の為だけに遠出するのが面倒 
3.人を誘うのが面倒 

 
1 は仕方ありませんね。花火大会はやはり人気です。ネズミーランドも厳しいぐ
らいの人混み嫌いであれば花火は諦めた方が良いかもしれません。南無。 
しかし 2 と 3 は解決できないわけじゃありません。難点は目的の不足と他人の
介在。ついでに交通費。これらをビビッと解決しちゃうマジカルアイテムが身近
にありませんか・・・？ 
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正解です、一人で自転車に乗って行けばいいんですね。 
 
サイクリングがメインで花火がついでだと思いましょう。面倒な気持ちが消え
てきませんか？だってほら、ランお好きでしょう。今なら花火も大サービス。そ
してお値段なんとタダ！お得ですよね。さらに一人で行くから圧倒的な自由性。
ドタキャン遅刻なかよしタイムもやり放題。移動も自由、混雑の中はぐれる心配
もなし。魅力の溢れた解決法ですね。自分の天才ぶりに震える、敗北を知りたい。 
 
交通量は増えるとはいえ、大半の花火大会では会場まで思いの外スムーズに近
づけます。事前に駐輪場や停められる場所を把握すれば自転車を邪魔に思うこ
とも少なくすみます。一人なら臨機応変な現地判断も自由なので印象よりは短
所を感じないと思います。安全面には気をつけてください。一人で観るのは寂し
い？甘えは捨てましょう。 
 
いいことづくしの花火ラン、次の夏には行きたくなってきたでしょうか。でもど
の花火大会が良いのか分からない、そんな方は以降の講評を参考にどうぞ。 
 

Methods 
①自転車に乗る。            ②会場まで走る。 

 
 
 
 

 
③降りる。               ④花火を観る。 
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Results & Discussion  

開催日：2018/10/27 17:30~18:30   
打上発数：10000 発 

  打上場所：東京都調布市染地 2丁目 

芸術性：☆☆☆ 

混雑度：★ 

迫力 ：☆☆☆ 

先鋒を飾る花火は時系列的に最も遅い調布花火大会です。10 月という比較的遅
い時期に行われる、晩夏の花火の代表格ですね。公式では”秋”の花火ですが、ま
あ夏でいいでしょ。 
 

552 2 0 2 0 2 5 5/.
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【会場】  
 
調布駅から南に2kmほどの多摩川川沿い(https://goo.gl/maps/Wion3KPwx3J2) 
吉祥寺から調布って直線距離 10km くらいとかなり近いんですよね。ずっと行
ってみたくて今年ようやく行けました。吉祥寺から 1km西の 121号を南下する
と会場まで一直線です。さすが吉祥寺！マジレスしても東側から来るときは 青
梅街道やら新青梅街道やら井の頭通りやらで西に進んで 121 号南下、のルート
が一番シンプルかと。 
 
 
【感想】 
 
予想以上に良かったです！大きな個性があるかというと難しいですが、何かこ
う、普通にかなりいい感じ。混みすぎず地味すぎず、だらだら長引かず。花火を
満喫できる基準をオーソドックスに満たしていました。83優って感じ。伝われ。 
 
特筆する点といえば、周辺が静かで花火の音がよく響くところですね。これ本当
に大事。打上場所から割と離れても、大きな音が鮮明に響いているとかなり迫力
を感じます。一帯が住宅街なおかげもありますが、秋の花火だから西東京だから
なのか人が適度に少なめなのも大きいですね。西東京万歳。 
 
短所？としては有料エリアの外ではちょっと見づらい場所が多い点ですかね。
川岸のグラウンドが有料席会場となっており、無料では川岸に近づくことも出
来ません。最も近付ける会場入り口付近は、やや騒がしい上に木々が邪魔して寧
ろ花火が見づらい状態です。住宅街に入ると家々が邪魔でやはり見づらく・・・ 
 
大人しく席を買えという話ではありますが、そうは問屋が卸しません。問屋とい
うかお財布。できれば無料で綺麗に見たいナーというのが学生心というもの。 
そんなあなたに特別にご紹介しちゃいます、最大の穴場！（当社調べ） 
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【穴場】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上図に示されている細い路地、ここが花火観覧にうってつけの場所でした。路地
の両側に畑が広がっているので、住宅街と思えないほど視界が広がっています。
花火が家の上側に出るので、比較的近くで遮るものなく花火が見える至高のス
ポットと言えるでしょう。気付いた人だけ徐々に集まってくるので人も多くな
く、静かなとこもポイント高い！レジャーシート持参がオススメですかね。 
 
下はスマホのポンコツカメラで撮った様子です。視界が開けている感じ伝わり
ますか？これで結構近いんです、音もだいぶ迫力ありましたよ！あとはカメラ
が欲しいだけの人生でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特段風変わりな点はいらないけど人混みが嫌いだから花火行くモチベが・・・と
いう方には結構オススメかも。例の路地は自転車同伴余裕でしたが、一応駐輪場
の場所は調べておくと安心ですよ。（1km北辺りの公園とか）調布はアクセスが
いいので電車でもオススメですが、駅からやや歩く点には留意しましょう。 
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開催日：2018/7/29 19:00~20:30   
打上発数：20000 発 

  打上場所：東京都墨田区向島２丁目 

芸術性：☆☆ 

混雑度：★★★★ 

迫力 ：☆ 

都内の花火の代名詞といえるほど有名な花火です。海外にも轟く有名っぷり。7
月最終土曜日という試験を控える学生にはなんとも言えない開催日。評価は非
常に辛め。 
 
【打上場所】  
 
浅草駅から北に 1km程の隅田川沿い。 (https://goo.gl/maps/rSVzU5UTeZT2) 
ただし浅草駅には向かわない方が推奨。本郷キャンパスから根津へ行くをまっ
すぐ進むと浅草とルートは楽なんですがね・・・安易に浅草側から攻めたのは失
敗です。東側すぐには東京スカイツリー駅があるのがポイント。自転車の有無に
関わらず、多少無理をしても東側から向かう方が賢いです。 
 

./ /
- -
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【感想】 
 
この世の地獄かな？ 
いやきつかったです、本当。ぶっちゃけると最渋の花火。人多すぎだよ。 
 

まず会場付近でも花火は見えないんですね。浅草なのでビルがぽんぽこ乱立し
ていて見えるのは火花の欠片だけ。川沿い道路は封鎖されているので、橋の上に
行かないと碌に花火は見えません。（その橋も会場直近ではない） 
 
じゃあ橋に直行すればと思うじゃないですか？無理なんですよ・・・ 
駅付近の至る所に交通規制が敷かれ、全く自由に動くことは出来ません。MHプ
レイヤーは卵運搬クエを思い出しましょう。経路の封じ方が性格悪い。 
やっとの思いでたどり着いた先には膨大な人数の行列。列というか壁。並ばない
と花火は見られないよってさ。めのまえがまっくらになった！ 
 
この行列がまた地獄。進みが遅い！本当に少しずつしか動かない。そして人が多
い多い。すし詰めです。微妙に動く山手線車両のイメージ。暑い、蒸れる、精神
的にも疲れる。これで花火は見えずに音だけ聞こえる虚しさね。虚無です、虚無。 
 
 
 
 
 
 
 
40 分位？並んだ末にようやく橋に到着。一定人数で区切って 5分位ずつ橋の上
に、みたいな方式なので橋の上は結構空いています。橋の両側で第一・第二会場
の花火が見られます。逆に言えば視界には必ず一つしか入らないという罠。しか
も周りは騒がしい、ビルとかの邪魔も視界に入っちゃう。あと頑張って近づいた
割には花火が遠い…ネガキャンみたいになってますが事実だから仕方ない。 
 
5 分くらい経つと強制的に東側へ。終わりかと諦めた所にまさかの穴場が… 

何しにここに
来たんだろ…
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【穴場】 

 
 
東のスカイツリー側に行くとなんと建物の間から絶妙に第二会場の花火が見え
たり。そして結構空いている。立見は余裕だしちょっと探せば座るスペースすら
空いていました。大体上図一帯といったところ。 
 
下は穴場での撮影。大変な残念画質ですが、まあ一応花火の姿は捉えきれます。
ビルやら街灯やらが多く調布ほど快適ではないですが、明らかに浅草側よりは
楽。落ち着いて見るなら確実に東側で観た方がいいです、これはマジ。 
 
 

 
 
結構ボロボロに言っちゃいましたが、まあ歴史はありますし、お祭りの雰囲気は
ダントツです。花火より雰囲気が・・・という方は、或いは。 
行く以上は人混みの覚悟はしましょう。特に西側。どうしても隅田川デートなど
がしたければ、橋の上は諦めて東側での観覧をお勧めします。 
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開催日：2018/8/11 19:10~20:30   
打上発数：12000 発 

  打上場所：東京都港区台場 1丁目 4 

芸術性：☆☆☆☆ 

混雑度：★★★ 

迫力 ：☆☆ 

『東京花火大祭 2018~EDOMODE』。お台場での
.B B C  3 .

 B 3AB
A B .D

 
【打上場所】  
 
お台場海浜公園の海岸沿いです。(https://goo.gl/maps/fdHwFpPJzxm) 
レインボーブリッジに面していますね。橋から観たらさぞ綺麗なんでしょうが、
花火大会中は午後 4じから既に封鎖されています。ここ重要。 

11.0 0. . 20 . /1 0
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お台場は都内でも東の離れ小島と言ってもよく、電車を使わない交通の要衝は
ほぼレインボーブリッジのみ。ということはそれが封鎖されると？そう、お台場
の方面に行くことすら出来ないんですね。当日の衝撃たるや。 
 
つまり自転車で行くと橋の西側根元にある「芝浦南埠頭公園」という公園までし
か辿り着けないんです！打上場所に最接近したい方は電車でお台場へ go。 
 
【感想】 
 
素直に綺麗でした。観てもらえば分かるのですが、観覧者を楽しませるギミック
が多いエンターテイメント性のある花火だったなー、と。技術に感動できます。
花火単体の「質」だけ見れば観た花火の中ではお台場が最も上だったかも。 
 
惜しむらくは迫力。いや橋の西側も遠いわけではないですよ？十分花火として
感動できる範囲であるのでご安心ください。ただ場所の都合上、周りが少し賑や
か&明るいのが大きかったのかもしれません。もしかしたらお台場側は激混みで
動けないとかあるかもしれないしね、自転車で西側観覧、悪くはないです！ 
 
 
【穴場】 

 
 
橋閉鎖という最大の移動制限を食らったので穴場探しが出来ていなんですよね。 
まあ観た場所である西側橋根元の芝浦南埠頭公園、結構綺麗に観れてえぐい混
雑もないので、穴場といえば穴場かも。駐輪場完備だし。場所は上の通り。 
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強いて挙げる場所としての欠点は、下の通り柵&カメラが非常に邪魔なところ。
本花火、やたら破裂位置が低いので結構かぶっちゃいます。座り場所を考えない
とせっかく視界の開けた海上花火が邪魔されて勿体ないですね。前半、カメラマ
ンが何人か柵前で立見してて、物凄くストレスでした。 
0.5~1 時間前くらいには現地に着けると余裕が生まれると思います。 
 
 

 
 
ちなみに対岸のお台場側で見ていた知り合いの話だと、どこかの公園？みたい
な場所では海岸でありながら結構空いてて綺麗に見えたそうです。真の穴場は
そちらかもしれない。今後の穴場展望を切り開くのはキミです。 
 

 

観てて楽しい花火ではありますが、交通面からすると自転車が正解とは言いづ
らい花火。来年もやるかは分かりませんが、お勧めの花火ではあります。でも電
車の方がいいのかもね。 
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開催日：2018/8/11 19:10~20:30   
打上発数：12000 発   
打上場所：東京都足立区大川町千住 
     荒川グラウンド 

芸術性：☆☆☆☆ 

混雑度：★★ 

迫力 ：☆☆☆☆☆ 

2 C
B 1 CB 0

8 1 2 .
 
【打上場所】  
 
北千住駅から 1kmほど、荒川河川敷南岸のグラウンドです。 
(https://goo.gl/maps/axgxjE3bwQJ2)次ページ図の方がわかりやすいかも。引用
先の公式サイトも是非ご覧ください。(http://adachikanko.net/event-hanabi40) 

00/ - . - 0 -0 - / 3 . 3. / . . .
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見づらいですが、紫の四角部分に駐輪場があります。特にお勧めするのが赤丸の
駐輪場で、ここから歩いて西側から花火に近づいていく、という行き方がいいで
しょう。この理由は穴場のターンで御解説。 
町屋あたりから 313 号で隅田川を渡ると駐輪場に直通ですし、実際そちらでも
全然いけますが、道の太さや交通便的に 4 号で隅田川を渡ってから 461 号で北
西を目指すルートもアリだと思います。ご自宅の場所と相談してください。 
 
 
 
【感想】 
 
いやもうやばいの。行ってみ？今まで出た花火のいいところ総取りと言っても
いい気がしてくるほどです。 
 
まずクオリティ、高いです。花火単体の芸術点こそお台場が上かもしれません
が、彩りの組み合わせや会場に流れる音楽とのコラボレーションが美しいのそ
の。今年は夜空へのレーザー投影とかスマホサイリウム企画とかもしてました
ね。お台場とは異なる切り口でエンタメ性に優れています。 
 
混雑も少ないです。人自体は結構集まるのですが、両岸＋河川敷中に分散するこ
とから、人口密度は低く普通に快適です。会場はスタスタ歩き放題。まあ花火終
了後は鬼混みですが（小声） 
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そして最大の魅力はその超大迫力。会場が騒がしくないのもありますが、純粋に
打上点までの距離が近い！いやほんとすぐそばです。100mもない先に目視でき
るんですからそりゃ近いです。 
そんな距離ですから大きさも音も大迫力。音なんて誇張なしで身体まで震える
響き方ですよ。「花火で心臓が震えたこと、ありますか？」好きな方であれば一
発ごとに息を飲むことは必至でしょう。 
 
それが数十m間隔の 3地点で打ち上がるので、視界と耳には中・大・極大のコ
ンボが。少し歩けば迫力そのままで違ったバランスも楽しめます。よさそうでし
ょ・・・？ 
 
 
【穴場】 

 
 
穴場というかただ花火に最も近い場所というだけ。ただ行き方にはちょい注意。 
 
足立区花火大会のエリア構成は 
「有料席」・・・河川敷内（上図の緑色の部分、大体） 
「無料エリア」・・・堤防上の道路を含めた、河川敷外の場所。 

想像がつくでしょうか。この堤防が無料エリアである部分が最大の個性な気が
します。 
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堤防の上では高いところから何の邪魔もなく花火が見えます。それを無料エリ
アとして観れるってすごいですよ。ここに足立区花火の良さのすべてが詰まっ
ている気が。というか有料エリアすぐ目の前でこれもうほぼ変わらないじゃん
本当に良いの・・？みたいな思いまでしてきます。でもいつか普通に課金したい。 
 
 

 

 
 
そんな美味しい思いするためには堤防の上に行きたいですよね。しかしなんと
堤防を上下につなぐ階段は一箇所を除いて全て封鎖されています。その一箇所
が、西側の始めに言った駐輪場あたりの場所にあるんです。駐輪場を西側に、と
いった意味が分かったでしょうか。もし東に停めるなり北千住に電車で来るな
りしたなら、最高の花火を観るために前ページの赤矢印の移動をしなきゃいけ
ないんですね。面倒。最初から西に向かっちゃいましょう。 
 
 
上に登ればあとは練り歩いて自分のお好みの角度などを見つけましょう。ただ 3
つの打ち上げ点の内、中央の地点正面の堤防上は主催者テントになっていて、そ
の周辺一帯は止まって見るのが禁止なので注意です。 
 
 
次ページの写真はスマホ画像。うーん、伝われ。 

 

���
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特に恒例 BGM付きのクライマックスは圧巻の一言。あれも相当大きな個性で
すね。個性多すぎてもうよくわからなくなってます。 
 
 
狂信者のような PRを続けてきましたが楽しめるとは思います、多分。そんな
に自転車で行きづらくはなかったですよ。一番のオススメなのでこれがダメな
ら教えてください。凹みます。でもでも是非。 
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Conclusions 
以上、都内 4つの花火のご紹介でした。果たして全て読んだ方がいるのか微妙
なところですが、翌年以降の夏に向けて少しでも参考になれば幸いです。 
 
長すぎましたね・・ごめんなさい。この謝罪去年も書いた覚えが。本当は土浦
の花火ランも入れるつもりだったんですが、ページ数と諸事情的にカットに。
一言だけ、土浦は思ったよりは行ける場所ですよ。 
 
実は記事の 1p目にちょろっと言葉遊びを入れてたり。よくあるやつです。気
づいてもらえるでしょうか。 
 
 
花火はいいですよ！是非次の夏はあなたも花火に。日本の夏を盛り上げていき
ましょう。 
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