渡良瀬ミーティング兼県外
一泊ランを開催しました。
●今年の渡良瀬はご案内の通り前泊を
して余裕のあるツーリングを実現できま
した。天候にも恵まれ、１日目の「上毛
電鉄にそのまま乗る」
という貴重な体験
も無事終了し、渡良瀬川のサイクリング
ロードで宿泊地の館林まで走行。翌日
は遊水地まで走行し「
渡良瀬ミーティン
グ」に参加しました。終了後、希望者は
古河市内を散策しました。前泊からの参
加者は１０名で当日参加者は会員外の
関係者を含め１２名でした。全体での参
加者は約４００名となりました。
渡良瀬ミーティング兼県外一泊ラン
参加報告 東通相模 CC 菅 勝利

●今年の渡良瀬ミーティングはK C A 県
外一泊ツアーと絡めた企画で実施され
た。当クラブとしては、今までの様な日
帰りでは遠距離なので余裕のないプラ
ンとなる為に今までは参加を見合わせ
ていたのだが、今回は上毛電鉄のサイ
クルトレインや桐生、足利、館林等の観
光を含め余裕のプランとなったため、
即参加を決めた。東通相模ＣＣから
は女性 3 名と男性 1 名の４名が参加
した。早朝の新宿ラインに乗車し高
崎駅で乗り換え前橋駅に到着。自転
車の組立でトラブル発生，A 氏の後
輪のクイックシャフトの先端が折れ
て固定できない。悩んでいると同行
の S 氏が輪行用エンド金具からシャ
フトを外し貸与してくれた。応急処
置で中央前橋駅から自転車ごと電車
に乗り車中で鶏弁当を食べる。終点
の西桐生に到着し自転車店を探すこ
と３軒目でやっと目的の物が有り一
件落着。渡良瀬川の自転車道を足利
に向かって走り始めた。ところが今
度は M 氏が石ころを踏み後車輪のパ
ンクでチューブ交換、その後はほぼ
順調に足利市まで走る。足利氏居宅
跡や足利学校を見学してスピードを
上げて宿舎へ向かう。
館林の市街を抜け城沼のサイクリン

渡良瀬ミーティング KC A 集合写真
グターミナルへ到着した。一風呂浴
びてからの夕食はアルコールも入り和
やかに盛り上がった。翌朝も好天に恵
まれ、宿舎裏で沼をバックに集合写真
を撮り出発した。つつじヶ丘公園のつ
つじを見ながら通過。狸囃子で有名な
茂林寺と満開の芝桜に立寄り心が癒さ
れる。目的地の渡良瀬遊水地に到着し
たのは集合時刻ぎりぎりで、広大な渡
良瀬遊水地の一角は各県のテントの列
と派手なウエアーのサイクリストで賑わ
っていた。神奈川の現地直行組はすで
に到着しており、参加者全員を集めて
K C A 大湖理事による「
サイクリスト誓言」
の確認と集合写真の撮影をした。渡良
瀬ミーティングはこれにて終了である
が、希望者による古河市内散策の為、
古河駅に向かった。古河駅前で名物の
カレーそばで遅い昼食をとり、帰りの時
間の都合で私たちはここでツアーを終
了した。今回の一泊ツアーはバラエテ
ィーに富んだ楽しいサイクリングをする
ことができた。当クラブのメンバーのメ
カトラブルに対し快く対応、処置してい
ただいたことを心から感謝しています。
ありがとうございました。
【
サイクリスト誓言】
① 右側通行はしません、
自転車は車道の左側を走ります
② 歩行者を最優先します
③ 夜間、暗所ではライトを必ず点灯します

春季サイクリング大会参加報告
ＹＭＣＣ

橋立 公正

●5 月 19 日(日)午前 10 時 30 分に山
下公園に集合。今回はチャレンジ神
奈川 2013 第 1 回目のチェックポイ
ントである山下公園、さらにザ・ビ
ッグラン神奈川 2013 の指定場所横
浜ランドマークタワーを一度にまわ
れるコラボ企画です。週間天気予報
では雨予報だったのが、見事な五月
晴れになりました。自走で山下公園
に到着したのは 10 時 15 分、すでに
20 名以上の参加者が集まっていま
した。チェックを済ませて 10 時 30
分に花壇の見事なバラと氷川丸を背
景に開会式。参加者総数４８名とな
りました。交通法規を順守した走行
で安全第一を誓い、各クラブ、グル
ープ毎にフリーランで本牧の横浜港
シンボルタワーを目指します。
【裏面に続く】

春季サイクリング大会参加報告
【表からの続き】
おりしも横浜はアフリカ開発会議開
催に合わせたアフリカ月間で各種イ
ベントが開催中で、山下公園にも
WFP ウォーク・ザ・ワールド for ア
フリカのチャリティウォークと思わ
れる揃いのキャップを被った団体が
次々と入ってこられる中を 11 時ご
ろに抜け出せました。新山下経由で
海沿いの倉庫群を通って本牧海釣り
公園を過ぎれば 11 時 30 分にはシン
ボルタワー到着です。58.5m の高さ
で港へ出入りする船舶の安全を守る
信号塔です。周辺は緑地公園になっ
ており、この日もバンド演奏や猿回
しなどのイベントが行われていまし
た。自転車は緑地公園内入場規制さ
れていたので、海釣り公園との間の
壁に置いて徒歩でタワーに上り展望
を楽しみました。サイクリング大会
はここで終了、自由解散で各々のプ
ランで後行程へ向かいました。事故
もなく無事に大会終了できましたこ
とは、参加者各位の安全走行の賜物
といえます。後行程としては本牧で
昼食後に鶴見へまわり、総持寺を参
拝して家路につきました。

●皆様は『
京浜四大本山巡り』
というの
をご存知でしょうか。大本山と云うから
にはご承知の所ばかりです。
東京から横浜に向けて東海道に沿っ
た①芝の増上寺、②池上の本門寺、
③川崎大師、④鶴見の總持寺、以上
の 4 か所です。それぞれ個別には参
拝されておられるでしょうが、一つにま
とめて、要は大本山スタンプラリーと云
ったところです。
何寺から始めてもかまわず、最初に専
用集印帳を100 円で取得します。後は
どちらでも集印帳を差し出せば無料で
捺印していただけます。本門寺だけ
は自分で捺印する方式でした。
全部そろえば最後の所で終了の捺印
と記念品をいただけます。
總持寺の場合「
平常心」
の文字を染め
た手拭いの半分位の布（
布巾の様な）
でした。全行程は３０㎞程なので行事
としてとりあげる事も出来るでしょう。
お寺の受付は１０時から１６時です。

チャレンジ神奈川 2013 ①
開催しました
●春季サイクリング大会と同時開催
のチャレンジ神奈川第 1 回の参加者は
春季 C 参加者と同数の 48 名でした。
時間まで担当者が待機しましたが、
その後の参加はありませんでした。

ＪＣＡ公認指導者管理委員会
●この度ＪＣＡ公認指導者管理委員
会が設置され、地方ブロック単位で
委員会活動を行います。各協会単位
で委員を選任する事になりました。
ＫＣＡでは有資格者の中から平本雅
典様(サイクリングディレクター２
級)に引き受けていただきました。

のんびりサイクリング
二ヶ領用水の続きを走る

総会を開催いたします
●2013 年 KCA 総会を下記の通り開
催いたします。KCA における総会は
加盟クラブ代表者の皆様に対して報
告をいたす場であります。協会設立
当初は個人会員の存在が有りません
ので報告の対象になっていませんで
したが、現在では個人・クラブを問
わず会員の皆様の傍聴参加を受付け
ております。ご希望の方は事務局ま
でお申し出ください。今回は出席さ
れる、クラブ代表者の皆様相互及び
協会の間で、情報の共有化を図る為
に懇談会も開催いたします。
尚、総会への参加費はありません。
日時：2013 年 6 月 30 日(日)
総会
9：15～10：45
懇談会
10：50～11：45
場所：県立かながわ労働プラザ
Ｌ(エル)プラザ 第 3 会議室
〒231-0026 横浜市中区寿町 1-4
TEL：045-633-5413
会場へのアクセス
JR 根岸線石川町駅下車：
徒歩 3 分
★傍聴希望を受け付けます。
郵送又はＦＡＸで事務局まで
お申し出ください。（
書式自由）
〒224‐
0057

横浜市都筑区川和町 212－10
神奈川県サイクリング協会事務局
TEL/FAX：045-932-2819

●今回の「のんびりサイクリング」
は前回途中までたどった二ヶ領用水
の続きを走ります。前回のコースで
は等々力緑地での昼食後、用水から
離れて横浜歴史博物館へ向かいまし
た。その続きとして宿河原取水口の
「二ヶ領せせらぎ館」をめざします。
★詳細は開催要項をご覧ください。
開催日：2013 年 7 月 7 日(日)
【小雨決行】
集合：等々力緑地公園噴水前
受付：9：30～10：00
解散：
「二ヶ領せせらぎ館」
14：00 予定
見どころ
・大山街道ふるさと館
・久地円筒分水
・緑化センター

千葉で開催される全国
大会に参加しませんか
●今年の全国サイクリング大会なら
びに関東甲信越ブロックサイクリン
グラリーは千葉県で開催されます。
既に簡単なコピーはお渡ししていま
すが、全国大会が関東で開催されま
すのは久しぶりなので、この機会に
ぜひ参加されてはいかがでしょう
か。千葉県協会のホームページから
公式ホームページへ移動できます。
★千葉県サイクリング協会(CCA)
http://www.ric.hi-ho.ne.jp/cca6/
「南房総サイクリングフェスタ」
http://www.c-cycling.org/festa/

渡良瀬の前泊企画は参加者が増えず宿泊予約の削減に至りましたが、実行段階で
はクラブランの様な雰囲気で、余裕を持って楽しめました。来年も内容を改めて、
前泊企画を用意いたしますのでご期待ください。
ＫＣＡ事務局

