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【春合宿のお知らせ】 

 

みなさんこんにちは、春合宿担当の上杉と竹内です。以下春合宿の詳細です。 

 

◆日程 

  2020 年 3 月 18 日(水)〜19 日(木) 

 

◆集合場所 

  18 日 9:00     土浦駅 

 

◆解散場所 

  19 日 17:00    土浦駅 

 

◆ルート 

  霞ヶ浦一周 

 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=fc13732ae17e313532385b74d07a7cb5 

 

1 日目 79.3km 

2 日目 93.4km 

 

 

◆宿泊場所 

  アトンパレスホテル 

 

http://www.jalan.net/uw/uwp3000/uww3001.do?yadNo=322472&rootCd=58&vos=djalrmgmz

10070600100 

 

◆宿代 

  ツイン→5800 円 

  トリプル→5400 円 

 

値段が異なってしまい申し訳ありません。 

アトンパレスホテルは朝食、露天風呂付きです！ 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=fc13732ae17e313532385b74d07a7cb5
http://www.jalan.net/uw/uwp3000/uww3001.do?yadNo=322472&rootCd=58&vos=djalrmgmz10070600100
http://www.jalan.net/uw/uwp3000/uww3001.do?yadNo=322472&rootCd=58&vos=djalrmgmz10070600100


 

◆参加表明 

 

https://docs.google.com/forms/d/1GLmgb5XM2d_bcxY-

_kQa901Hs6_negh8R_N89H9RigU/viewform?edit_requested=true 

 

 

★〆切を 3/7 まで延長します★ 

 

皆様のご参加お待ちしております！ 

https://docs.google.com/forms/d/1GLmgb5XM2d_bcxY-_kQa901Hs6_negh8R_N89H9RigU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1GLmgb5XM2d_bcxY-_kQa901Hs6_negh8R_N89H9RigU/viewform?edit_requested=true


餃子ラン報告 

1年 上杉 

 

 

※USB を紛失して最初から打ち直しとなってしまったため、テンションがこれ以上なく低

いですがご了承ください。 

 

 

【参加者（敬称略）】 

1班：泉田(3)、谷岡(2)、富田(2)、小野(1)、本橋(1) 

2班：山口(3)、西村(2)、蓮沼(1)、上杉(1) 

3班：岡(3)、武縄(2)、青木(2)、井口(1)、井田(1) 

 

班分けは、1班はゴリラ、3班は新規の方もいるので愉快な感じに……という風に上記のよ

うに振り分けたんですが、紆余曲折あって一部班編成が変更されました（後述）。 

 

 

 

９時頃 宇都宮駅着 

まず、最終下見チェックとして宇都宮駅から大谷街道を通って鹿沼駅に向かいました。最近

自転車に乗っていなかったせいか思いの外時間がかかってしまいました。 

 

 

 

１０時前 鹿沼駅着 

駅に着いたら無人っぽさがあったので、てっきり一番乗りかな〜と思ったんですが、新規 1

年の井口くんが一番乗りでしたね。駒場で NC と間違えて別の自転車サークルに声をかけ

てしまった恥ずかしい過去を持つ私はおそるおそる彼に声をかけました。人違いじゃなく

て本当によかったです。 

ちなみにこの後、参加者の過半数が自走してやってきた事実に戦慄することになります。 

 

 

 

 



私はというと、定サイ前日まで京都旅行をエン

ジョイしてたので京都土産を持ってきました。

餃子がダメだった時の保険という名の八ツ橋で

す。見た目と食感が餃子に似てるという理由で

選んだんですが、富田先輩のツボにハマったみ

たいなので持ってきてよかったなあと思いまし

た。 

 

（撮影：富田先輩） 

 

１０時半に鹿沼駅集合でしたが、井田く

んと山口さんが運悪くメカトラに見舞

われたらしく、全員が出走できたのはお

そらく 12 時前といったところでしょう

か。 

 

（青木さんや谷岡さんがレスキューし

てくださりなんとかなったみたいです。

その時の写真がこちら） 

 

（撮影：青木さん） 

 

というわけで、私達 2 班は青木さん達 3 班よりも先に出走していたんですが、私達が登頂

する前に 3班から「ヒルクラ終わりました」と連絡が入ったので、普通に「！！？」と驚愕

しました。3班は古賀志山をスルーして大谷街道を突っ切ってたみたいですね。赤川ダムで

集合写真を撮ることになったので、どの道登ってもらうことにはなったんですが……。（恐

縮です） 

それはさておき、集合写真は無事撮れたので一安心でした！ 



 

（撮影：富田先輩） 

（撮影：青木さん） 

 

その後 2班は餃子に直行したんですが、1班は大谷寺の方にも

寄ったみたいですね！大谷観音は日本最古の石仏なんだとか

……？（※ちゃんと調べてないので真偽不明） 

下見でも時間の都合上寄れなかったので、写真で見た時はち

ょっと感動しました。 

 

 

 

（撮影：泉田さん） 

 

おそらくですが、大谷資料館を観に行った班はいなさそうですね。下見で行った時尋常じゃ

なく寒かったので賢明な判断だったかもしれません。（拝観料もちょっと高いし） 

 



せっかくなので下見の時に撮った写真をチラ見せしときます。 

（撮影：上杦） 

 

 

大谷街道をずっとまっすぐに進んでいくと、右側にドンキホーテが見えてきます。その地下

にある餃子屋『来らっせ』に全班集まっていました。 

一応お昼時から時間をずらしたにも関わらずかなり長蛇の列でしたが、回転が早く、意外と

早く順番が回ってきました。 

2班は常設店の後に日替わり店へとハシゴしました。 

 

（撮影：上杦） 

 

田川を下って帰ろうかとも思ったんですが、南風がすごいし、なにより餃子をお腹いっぱい

食べたので走る気にもなれず、解散後は輪行して電車で帰りました。 

 

 

その前に神社マニアらしい蓮沼くんと井口くんについていって二荒山神社に参拝したんで



すが、おみくじで大吉を引けたのがその日 1番のラッキーでしたね～ 

 

（撮影：上杦） 

 

なんだか報告というより日記(というかブログ？)みたくなってしまって恐縮です。 

 

【反省点】 

・新規の方に対するケアが不十分だった。（ヒルクライム・ダウンヒルの説明、保険等） 

・担当のルート取りの下手さ。 

・信号で班を分断してしまった。 

・平日だけじゃなく土日にも下見しておけばよかった……。 

(というかせっかく春休みなんだし平日開催でもよかったかもしれない) 

 

【終わりに】 

個人的な反省は多いランでしたが、寒い中たくさんの方に集まっていただいて素直に嬉し

かったです。ありがとうございました。 

また、井田くんのメカトラの連絡が入った時、私はあたふたするだけで何もできなかったん

ですが、たくさんの先輩方に助けて頂き、本当に感謝です。そして下見に付き合ってくれた

竹内にも感謝……。 

 

次は春合宿ですが、今回の反省を活かして企画を進めていけたらなあと思います。 

その前に明日（というか今日）から沖縄合宿なんですけどね！楽しんできます！ 



駒代連載 

駒代連載第一回 

一年 本橋悠人 

改めましてはじめまして、本橋です。 

私自身が沖縄合宿担当でもあったということで二月を沖縄合宿の準備、前ラン計画に多く使

ってしまったのでぜひ紹介したい！！けれど沖縄合宿前ランの本体の記録は新歓特別号の

お楽しみなので、今回はラン報告とは直接関係のないところを、少しだけ紹介します。 

 

12 月某日 

そろそろ、沖縄合宿 75 日前だな～前ランとかどうしよう？ 

離島お金かかりそうだし、九州にしよう！ 

飛行機の値段は 羽田～鹿児島 ＜＜ 羽田～福岡 なのか～ 

じゃあ、 

ということで、羽田～鹿児島(2/24 朝)、福岡～那覇(2/29)、那覇～羽田(3/9)の flight GET 

 

2 月初め 

期末試験も終わったし、そろそろ計画立ててみます 

～中略～ 

ルートは 

鹿児島～霧島～都城～宮崎～延岡～高千穂～阿蘇～九重～別府～電車ワープ～福岡 

または 

鹿児島～霧島～都城～宮崎～延岡～別府～北九州～福岡 

に決定 

 

ここで少し問題点 

・自分の体力が正確には予測できない 

・29 日の朝に大分以北にいないと、予約した飛行機で九州脱出できない 

・延岡～高千穂～阿蘇は電車で迂回するのがほぼ不可能 

・雨の中はぜっっっっったいに走りたくない～～しかも天気予報毎日変わってる！ 

⇒直前に宿・ルート確定させよう 

というわけで、5パターンくらいのコースや時間配分をすべて作っておくことに、、、 

（春休みが忙しければ、早く決めたのに） 



駒代連載 

左は一番安全そうなルート 

 

 

電車もあるので、 

無事に福岡空港まで行けそう 

 

個人的意見として北九州のほう

があまり興味ないのがやや難 

 

宿の場所 

宮崎、延岡、大分、 

宇佐、北九州周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央は 長め、水木を阿蘇周辺 

 

 

上は阿蘇充実コース 

下は宮崎・青島充実コース 

 

 

宿の場所 

宮崎、高千穂、九重の南側麓、

大分、宇佐周辺 

 

宿の場所 

宮崎、延岡、南阿蘇、 

大分、宇佐周辺 

右は  短め、木金を阿蘇周辺 

 

 

上は日向付近充実コース 

下は宮崎・青島充実コース 

 

  

宿の場所 

宮崎、高鍋、南阿蘇、 

九重の南側麓、大分周辺 

 

宿の場所 

宮崎、延岡、南阿蘇、 

九重の南側麓、別府周辺 



駒代連載 

2/24   

予定通り、08:15 の JAL に搭乗できました。飛行機の上で天気予報確認してコース最終確定させ

るつもりです。さあどのルートになるのでしょう（まだ 2/24 の宿しか予約してません） 

 

（stravaを見てくれている人はもう答え知ってますね、 

詳しい報告は新歓特別号をお待ちください。） 

 

 

 

 

追記（東京帰還後） 

2020 沖縄合宿は事故なく無事に終了することができました。 

個人としては二週間の中で 

温度-5℃～25℃、標高 0m～1587m、東経 127°～139°、北緯 26°～35°、 

自転車移動距離 700 ㎞程度でした。（東京含む） 

 

環境変化のスピードがとても速く、自身の体調が正直心配です。世の中ではコロナも流行し

ておりますので、皆さんも健康維持に十分ご注意の上春を楽しんでお過ごし下さい。 



大仏を建立した人に会う

2年　青木



会長連載第 2号 

0. 好きな国はチェコです。 
2 月 14 日。天平 13(741)年のこの日、時の聖武天皇は「国分寺建立の詔」を発し、日
本全国に寺院を作らせました。そんな国分寺の総本山といえば大和国の東大寺。東大寺
といえば大仏。ということで、この歴史的な日を記念して、東京都日の出町の「鹿野大
仏」に参拝してきました。 
 

1. 好きな野球選手はバレンティンです。 

2020 年 2 月 14 日、令和最初の国分寺建立記念日に、同期の中でも信仰心
���

の強そうな
谷岡と武縄を誘って、多摩川サイクリングロードを西に向かいました。調布の多摩川原
橋から土手の上のサイクリングロードを快調に進み、あっという間に 17km 漕いで川沿
いの小さな公園で一休み。小学生向けの遊具を、対象年齢の 2倍はあろうかという大学
生が楽しんでいました。 

←ブランコで遊ぶ子供たち。土手上で周り
が開けている事もあって眺めが良く、案外楽
しめました。 
 
昭島市から福生市に入ると、米軍横田基地
の飛行機が賑やかに空を飛んでいました。武
縄も「横田バーガーを食べたい」と賑やかに
なってきましたが、まだ 10時半ですよ… 
 

2. 好きなじゃんけんの手はチョキです。 
多摩橋で多摩川を渡り、(道を間違えたので)住宅街の中
の細い道を走っていくと、すぐにあきる野市を抜け、日の
出町に入りました。道路脇の電柱にも「鹿野大仏」の文字
が踊ります。大通りからそれて脇道に入ると、大仏を擁す
る「寶光寺」の山門が見えてきました。ありがたいことに
用意されていたサイクルラックに自転車を止めて振り返
ると、そこには大仏が鎮座していました。 
 

山の上に鎮座する大仏→ 



会長連載第 2号 

 
前ページの写真を見ると、一般的な「大仏」のイメージとは少し違いますね。お寺らし
い歴史を感じる建物はどこにも見当たらず、妙に開けた山の中にポツンと立つ(座る)大
仏。手前に見える建物は大仏の入場券(300 円)売り場とお土産屋ですが、どうにもプレ
ハブチックな見た目をしています。そもそも、奈良や鎌倉ならいざ知らず、「鹿野大仏」
という名前を初めて聞いた人も多いのではないでしょうか。 
 
それもそのはず、この大仏は 2018 年に建立された「平成最後の大仏」なのです。 
 
「2011 年東日本大震災をきっかけに先代住職の意志を継ぎ建設委員会が発足。建立場
所、名称などを検討。室町時代境内の湧き水で鹿が傷を直したことより鹿の湯と命名し、
(中略)この「鹿の

��
湯」が「鹿野

ろくや

」の由来となっている。」(入場券より) 
 
とのことです。実際、大仏へと続く参道は苔一つ生えぬ綺麗な道で、舗装も柵も「2018
年感」が溢れていました。 

←2018 年感溢れる参道を歩く信心深い二人 

↑この梅の木は大仏建立前から生えてそう 

 
自動で水が出るハイテク手水→ 

 
 



会長連載第 2号 

ちょっとしたハイキングコースのような参道を歩き終えると、いよいよ大仏とご対面で
す。 

 
←大仏周辺の狭いスペースで自撮りの図 
 
「鎌倉大仏よりも大きい」という鹿野大仏でしたが、
「2018 年感」へのツッコミに余念がない我々には、
その荘厳さに想いを馳せるような余裕はありません
でした。罰当たりなことです。 

 
大仏内で展示されていた螺髪→ 
 
大仏の中に入ると、仏様の頭髪にあ
たる「螺髪」が展示されていました。
大中小のサイズがあるようですが、
その差はよく分かりませんでした。さらに順路を進むと、ハスの花に囲まれて、金色に
輝く小さな大仏(矛盾)が置かれていました。武縄「マトリョーシカやん」 
 

3. 好きな武将はヴァレンシュタインです。 
再びピカピカの参道を下り、麓に戻ります。途中、大仏の
名前の由来となった「鹿の湯」を見ることができました。 
 
←鹿の湯。めちゃくちゃ小さいし水が淀んで汚い 
 
本当にここに鹿が入ったんか？と思いつつも、来た道を
戻って売店に入りました。武縄が御朱印(鹿野大仏ではお
土産の売店で御朱印も書いてくれます)をもらおうと売店
のおばさんにお願いすると、大仏を建立した和尚さんが来
て書いてくれるとのことでした。 



会長連載第 2号 

和尚さんが到着するまでのあいだ、おばさんは日の出町の観光案内をしてくれましたが、
我々が鹿野大仏を第一目標として来たことを話すと意外そうな顔をしていました。地元
名産の燻製チーズや羊羹も試食させていただき、大変美味でした。 
到着した和尚さんはジャンパーを着たそこらへんのおじさんといった見た目で、失礼な
がらとても「大仏を建立した人」には見えませんでした。しかし、私財を投じて大仏を
建立するほどの方ですから徳が高く、御朱印帳に墨移りを防ぐ半紙を挟みっぱなしにし
ていた武縄を優しく諭していました。 
去り際におばさんと和尚さんが揃って「チョコレートから逃げてきたの？」などと意味
不明なことを言っていました。なぜ食品から逃げる必要があるのでしょうか。 
車を飛ばして走り去る和尚さんを見送り、人もまばらな境内を駐輪場に向かって歩いて
いると、なんだか心が洗われたような気がしました。大仏の霊験あらたかですね。 
 

4. 好きな放射線帯はヴァン・アレン帯です。 
鹿野大仏を出るとすでに 12時を回り、お昼時になりました。どうやら横田バーガーの
お店が近くにあるようだったので、武縄の希望に従って食べに行くことにしました。 
やってきたのは、横田基地からほど近い「デモデヘブン」。横田バーガーは分厚いパテ
ィが野菜やバンズとともにワイルドに
串刺しされたアメリカンなスタイル
で、コーラによく合う美味しいハンバ
ーガーでした。 
 
今見ても美味しそう。優勝。→ 
 
大仏と肉。精神面と物質面から人を幸
せにする最強のタッグで優勝し、まさ
に仏のような気持ちになりました。 
最後に温泉に入れば勝利の方程式完成というところでしたが、お金と時間がなかったの
でそのまま家に帰りました。五日市街道の渋滞も、仏の気持ちでやり過ごすことができ
ました。 
 

5. 好きな外来語は伴天連です。 
「『2年前に建立された大仏』に行ってみたい」という軽はずみな気持ちで実行した今回
のランでしたが、思いのほか充実した１日になりました。同行してくれた二人、ありが
とう。 



さわやかランの記録 

1年 小野 

 

1. 概要 

1 月で試験が終わって 2 月に入り、「最近自転車乗っていないな」と思い出かけ

たくなったのがきっかけです。行き先を決めるにあたり、自転車のブランクがあ

るのでリハビリを兼ねることを念頭に置いた結果、先輩に倣ってさわやかランを

企画することになりました。 

さわやかランとは、静岡県内にのみ店舗があるレストラン‘さわやか’で提供され

ている‘げんこつハンバーグ’を食べに行くというものです。今回はさわやか沼津店

を目指すことにしました。 

参加者とルートは以下です。 

 

   参加者 

   1 年 井ノ上 小野 西村 蓮沼 本橋 

 

  ルート：小田原駅―真鶴半島―熱海峠―沼津 

 

軽い気持ちで熱海峠をルートに組み込んだのですが、後に地獄を見ることになりまし

た。 

 



2. ランの記録 

小田原駅に朝 9 時集合の約束で、inue・on・mths は一緒に自走、nsmr・hsnm

は小田原駅まで輪行しました。 

ところが集合前に早速問題が起こりました。inue が小田原駅への道中でハンガ

ーノック気味になってしまいました。(本人曰く朝ごはんを食べていなかった。) 

巡航速度が出ず、コンビニでゆっくりしたりしていると集合に間に合わなくなり

ました。 

さらに、コンビニで inue が放った衝撃の一言がこちら 

→「輪行袋持ってきてないわ。」 

もしかして行き先をご存じない？ 

inue は熱海峠とその先のハンバーグは諦め、真鶴半島だけ見て単独で自走して

帰ることになりました。 

結局、自走班が到着したのは 10 時半でした。それにとどまらず、hsnm も恒例

の絶起をしており、到着したのが 10 時 20 分。輪行解除含めて自走班とは同着と

言えるでしょう。不憫なのは一人定刻に到着した nsmr で、彼は時間潰しに小田

原城を見学していたようです。ごめんなさい。 

 

気を取り直して 11 時前に小田原駅を出走しました。小田原から真鶴・湯河原方

面へは R135 一本で行けますが、交通量が多く 5 人で走るには危険だと判断し、

多少登るけれど県道 740 号に逸れました。道中みかんが栽培されているのを頻繁

に見かけました。後に調べると、真鶴周辺ではみかん栽培がさかんだそうです。 

 

図１．とてもいい天気でした 



真鶴駅に到着したのが 12 時です。お昼どきだったので半島の先端に向かいつつ

お店を探しました。先端までは大体平坦だと思っていたのですが、実際はかなり

登らされ、体力を削られました。 

 

 

図 2. 昼ご飯のカレー           図 3. 自転車を担ぐ人達 

 

真鶴半島をルートに組み込んだのは、半島先端の景勝三ツ石を見るためでし

た。自転車と三ツ石を撮影するために、5 人仲良く自転車を担いで 250 段以上の

階段を昇降しました。(正直この階段がいちばんしんどかったです。) 

 

 

図 4. 真鶴岬三ツ石 

 



14 時半頃に真鶴を出走して、ここで inue とは別れました。熱海まで mths に先

頭を引いてもらいましたが、僕は付いていくのに必死でした。やはり登りは苦手

です。熱海駅に着きましたが、ここで nsmr が熱海峠のことを考えてリタイアし

ました。彼は輪行袋を持っているので最寄りまで輪行です。 

この時点で僕と hsnm は熱海峠に憂鬱になっており、mths が一人張り切ってい

ました。しかし、ハンバーグを掴めなかった 2 人の思いもあるので頑張ることに

しました。終わらない 10％の坂に跳ね返されて僕と hsnm は歩きつつ、一方

mths は僕たちを一瞬でちぎっていきました。死にかけながらなんとか熱海峠を登

り切りました。あとは下って 20km ほど行けばハンバーグが待っていたのでモチ

ベも高まりました。かなり遅い時間になりましたが、19 時前に何とかさわやかに

到着しました。 

 

                           図 5. 熱海峠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6. 綺麗な空 



 

図 7. げんこつハンバーグ 

 

ハンバーグは峠で頑張った後だけあって一層美味しかったです。2 人脱落して 3

人となってしまったのが残念です。もう少しマシなルートを取るべきだったかも

しれません。このようなこともあったので、さわやかラン第二回もいつか企画し

たいです。参加してくれた方、ありがとうございました。 

 

3. おまけ～参加者の声 

熱海温泉入りたかった。。。深海魚水族館行きたかった。。。輪行したかった。。。 

さわやかなランだと思ってたのに。。。 

輪行袋は持っていきましょう。 

熱海峠きつすぎ。 

出発時点では往復 200km 行けると思ってました    朝ごはんは食べましょう 



編集後記 

1年 小野 

 

こんにちは、編集・広報担当の小野です。先日沖縄合宿を終え、実家で編集作

業をしている所です。早いものでNCに入ってから約 1 年となり、新歓の時期が

近づいて来ました。安全意識を高め、事故のない新歓に出来るよう執行代全員で

気を引き締めて行きたいと思います。 
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