神奈川県サイクリング協会「創立 20 年の歩み」冊子によれば、昭和 49 年度（1974）報告に、ＫＣＡ
ニュースを 4 回発行したとあります。以来 40 年で 100 号をここに迎えます。
創刊当時とは異なり、クラブ会員の他にも個人会員が増えてまいりましたが、ＫＣＡでは今なお加盟
クラブが協会運営に大きく貢献されております。
今回 100 号という節目を迎えるに際し、加盟クラブのご紹介をいたします。
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3
4
5
6
1

KCC
設立
会長

連絡責任者
（事務局）

2

UCC
設立
会長

連絡責任者
（事務局）

K A RU BE C C
浦和ＣＣ神奈川
神奈川ＳＳＣＣ
グリーンＣＣ
青輪ＣＣ
大師ＣＣ

7
8
9
10
11
12

茅ヶ崎ＣＣ
東通相模ＣＣ
ドンキーC C
二俣川ＣＣ
プランナーズＣＣ
ヨコスカＣＣ

連絡責任者
（事務局）

ヨコハマＣＣ
ヨコハマミナトＣＣ
楽漕会Ｃ＆Ｃ
リーダー電子ＣＣ
レグルスB C
若葉Ｃ愛好会

KARUBE CYCLING CLUB
クラブ区分： 職域 / 地域
会員数：
2名
（西暦）
年
クラブ所在地 〒221-0802 横浜市神奈川区六角橋 2-14-12-705
住所 〒221-0802 横浜市神奈川区六角橋 2-14-12-705
氏名
軽部 仁一
連絡先：045-491-2239
FAX：045-491-2239
住所 〒221-0802 横浜市神奈川区六角橋 2-14-12-705
氏名
軽部 ひろみ
連絡先：045-491-2239
FAX：045-491-2239
E メール：karube1@mac.com
ホームページ：―――
浦和サイクリングクラブ神奈川
クラブ区分： 職域 / 地域
会員数： 28 名
（西暦）1955 年
クラブ所在地
〒331-0047 さいたま市西区指扇 766-3 清水 勇二 方
住所 〒331-0047 さいたま市西区指扇 766-3
氏名
清水 勇二
連絡先：048-626-0607
住所 〒336-0918 さいたま市緑区松木 2-32-15
氏名
小林 澄（マスム）
連絡先：048-873-9534
FAX：048-873-9534
E-mail：masumu2000@hotmail.com

3 KSSCC
設立
会長

13
14
15
16
17
18

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.geocities.jp/urawacc01/home.html

神奈川ＳＳサイクリングクラブ
クラブ区分： 職域 / 地域
会員数：
6名
（西暦）1963 年 クラブ所在地 〒241-0023 横浜市旭区本宿町 36
住所 〒241-0023 横浜市旭区本宿町 36
氏名
平野 肇
連絡先：045-391-5991
FAX：045-391-5991
住所 〒241-0023 横浜市旭区本宿町 36
氏名
平野 肇
連絡先：045-391-5991
FAX：045-391-5991
E メール：hajimehrn@agate.dti.ne.jp
ホームページ：―――

横浜線大口駅近くの佐藤昌生さんの自転車店を中心としたクラブ
として創設、2007 年に旧 ETB(East Town Bicycle Club)と一緒に
ＫＣＡ登録し現在に至っています。ＫＣＡ行事への参加が主体で、
クラブ員は、ほかにも色々な楽しみを追及しています。
写真は他のクラブの方々と一緒に、関東甲信越ブロックサイクリ
ングラリー長野県大会に参加した時のものです。

4

GCC
設立
会長

連絡責任者
（事務局）

グリーンサイクリングクラブ
クラブ区分： 職域 / 地域
会員数：
（西暦）1955 年 クラブ所在地 〒226-0003 横浜市緑区鴨居 10-28-106
住所 〒226-0003 横浜市緑区鴨居 10-28-106
氏名
井出 与志雄
連絡先：045-933-2415
住所 〒231-0821 横浜市中区本牧原 5-1-304
氏名
蒲澤 勝則
連絡先：045-623-5312
E メール：―――
ホームページ：―――

4名

ＫＣＡニュース 100 号記念号の発行、おめでとうございます。
平成 12 年 3 月の発行 71 号で小生が作成の題字(タイトル)が採用さ
れ、その後モノクロからカラーに変更。作成に従事されている方々、
ご苦労様です。我がクラブも老人クラブの仲間に入りましたが、毎
月の担当者を決め、年３回の一泊ランと輪行日帰りランは実施して
おります。生涯スポーツのサイクリングですので、足が回るうちは
自転車に乗って行きたいと思います。
ＧＣＣ．蒲澤
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SCC
設立
会長

連絡責任者
（事務局）

6

DCC
設立
会長

連絡責任者
（事務局）

青輪サイクリングクラブ
クラブ区分： 職域 / 地域
会員数：
2名
（西暦）1949 年 クラブ所在地 〒240-0004 横浜市保土ヶ谷区岩間町 2-167
住所 〒240-0004 横浜市保土ヶ谷区岩間町 2-167
氏名
長島 則彦
連絡先：
FAX：045-331-2626
住所 〒240-0004 横浜市保土ヶ谷区岩間町 2-167
氏名
長島 則彦
連絡先：
FAX：045-331-2626
E メール：―――
ホームページ：―――

大師サイクリングクラブ
クラブ区分： 職域 / 地域
会員数：
45 名
（西暦）1968 年 クラブ所在地 〒210-0828 川崎市川崎区四谷上町 15-2
住所 〒233-0016 横浜市港南区下永谷 1-36-5
氏名
須山 源造
連絡先：045-825-9532
住所 〒210-0828 川崎市川崎区四谷上町 15-2
氏名
臼井 博一郎
連絡先：044-266-7480
FAX：044-277-8542
E メール：hu0323hu@yahoo.co.jp
ホームページ：http://homepage3.nifty.com/usui_cycle/

毎月 1 回のサイクリングを行事にし、
５月は２泊３日、１１月に１泊２日の泊りがけを
行っています。
楽しみながら走るクラブです。

（写真はＨ２６年１１月９日下田にて）

7

CCC
設立
会長

連絡責任者
（事務局）

茅ヶ崎サイクリングクラブ
クラブ区分： 職域 / 地域
会員数：
4名
（西暦）1968 年 クラブ所在地 〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山 1279-1
住所 〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山 1279-1
氏名
金子 良雄
連絡先：0467-75-3048
FAX：0467-75-3048
住所 〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山 1279-1
氏名
金子 良雄
連絡先：0467-75-3048
FAX：0467-75-3048
E メール：―――
ホームページ：―――
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TSCC
設立
会長

連絡責任者
（事務局）

東通相模サイクリングクラブ
クラブ区分： 職域 / 地域
会員数：12 名
（西暦）1970 年 クラブ所在地 〒254-0807 平塚市代官町 26-2-306 菅 方
住所 〒254-0914 平塚市高村 26 高村団地 51-302
氏名
深沢 徳治
連絡先：0463-34-7646
住所 〒254-0807 平塚市代官町 26-2-306
氏名
菅 勝利
連絡先：0463-23-2953
E メール：kanka2104@nifty.com
ホームページ：―――

職域として創立、現在地域クラブとして創立 45 周年を迎える。
毎月のクラブランとミーティング、会報の発行は欠かさない。
会報の発行は 500 号に迫る実績がありクラブランとの合わせ技で
活動を支えている。過去には４回のノンストップリレー、２回の
サイクリングクラブラリーの開催等のビッグイベントもこなした。
海外ツアーの経験者も多く、高齢化している割には活発に幅広い
活動ができていると思う。今は将来のため新人の入会が待たれる
ところである。
9

DCC
設立
会長

連絡責任者
（事務局）

ＫＣＡニュース 100 号おめでとう。

ドンキーサイクリングクラブ
クラブ区分： 職域 / 地域
会員数：12 名
（西暦）1972 年 クラブ所在地 〒246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷 4-39-25 本田 哲行 方
住所 〒243-0017 厚木市栄町 2-7-12-403
氏名
工藤 銃也
連絡先：046-225-8501
FAX：同左
住所 〒242-0018 大和市深見西 6-6-24-501
氏名
室井 明
連絡先：046-264-4110
FAX：同左
E メール：muroi.akira@nifty.com

ホームページ：http://www.interq.or.jp/dragon/honda/subpage1.htm

今から 42 年前の 11 月１日に当クラブは誕生しました。
その創立集会で、クラブ名として「鈍亀（ドンキー)サイクリング
クラブ」が採用されました。“亀のように遅くても確実に目的地ま
で走ろう”という提案者の話に多数の共感が得られたからです。
時の流れと共にメンバーの入れ替わりはありますが、この理念は
連綿と受け繋がれています。毎年秋にはクラブのメイン行事とし
て創立記念一泊ランを行っており、関東近郊を中心に走り回って
います。
10

FCC
設立
会長

連絡責任者
（事務局）

（写真説明：伊豆北川温泉にて）
二俣川サイクリングクラブ
クラブ区分： 職域 / 地域
（西暦）1968 年 クラブ所在地 〒241-0025 横浜市旭区四季美台 53
住所 〒241-0821 横浜市旭区二俣川 2-25
氏名
高田 俊弘
連絡先：045-361-2676
住所 〒241-0025 横浜市旭区四季美台 53
氏名
半沢 義英
連絡先：045-361-1293
E メール：―――
ホームページ：―――

・定例ミーティング（
毎月第１木曜日）
・年数回のクラブラン
・ＫＣＡ行事の全回参加
元池田自転車店で設立したクラブも、いつしか 46 年に
なりました。当時からのメンバーは 3 名残っておりますが
その後新しいメンバーが入り、現在クラブ員は女性を含む
10 名で形成しております。
クラブ員の年齢も平均して高く、クラブランはここ 2～3 年
一泊ツーリングは避け、専ら日帰りランに徹しています。

会員数：10 名

11

PCC
設立
会長

連絡責任者
（事務局）

プランナーズ サイクリング クラブ
クラブ区分： 職域 / 地域
会員数：
（西暦）1995 年 クラブ所在地
〒233-0008 横浜市港南区最戸 2-11-18
住所 〒240-0042 横浜市保土ヶ谷区上星川 2-20-2
氏名
住吉 国男
連絡先：045-382-0363
住所 〒233-0008 横浜市港南区最戸 2-11-18
氏名
武村 和弘
連絡先：045-714-7033
E メール：kazuhirot@topaz.dti.ne.jp
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YCC
設立
会長

連絡責任者
（事務局）

13 名

ホームページ：

ヨコスカサイクリングクラブ
クラブ区分： 職域 / 地域
会員数：
（西暦）
年
クラブ所在地 〒338-0832 さいたま市桜区西堀 9-5-12
住所 〒237-0076 横須賀市船越町 3-51
氏名
鈴木 正泰
連絡先：046-860-0620
住所 〒338-0832 さいたま市桜区西堀 9-5-12
氏名
鈴木 光則
連絡先：048-854-4517
E メール：vwbms1952jcakcaycc2754@msn.com

20 名

ホームページ：

ヨコスカサイクリングクラブは、自転車が好きで、
ツーリングをこよなく愛している集団です。
春、秋のクラブラン、夏のキャンプランなど充実
した活動を行っており、KCA、JCA のサイクリング
行事にも積極的に参加しております。クラブ員の
中には、自転車に深い造詣を持った方、あるいは、
余り経験の無い方等居られますが、皆、和気あい
あいでサイクリングを楽しんでいます。
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YCC
設立
会長

連絡責任者
（事務局）

ヨコハマサイクリングクラブ
クラブ区分： 職域 / 地域
会員数：
（西暦）1956 年 クラブ所在地 〒234-0056 横浜市港南区野庭町 634-4-434
住所 〒221-0854 横浜市神奈川区三ツ沢南町 9-24
氏名
堀田 武信
連絡先：045-314-1260
住所 〒234-0056 横浜市港南区野庭町 634-4-434
氏名
高橋 浩
連絡先：045-845-1086
E メール：ycc-office@kfx.biglobe.ne.jp

14

YMCC

設立
会長
連絡責任者
（事務局）

34 名

ホームページ：

ヨコハマミナトサイクリングクラブ
クラブ区分：
職域 / 地域
K C A 会員：13 名 (全会員：40 名)
（西暦）1970 年 クラブ所在地 横浜市神奈川区「かながわ県民活動サポートセンター」
住所 〒230-0078 横浜市鶴見区岸谷 3-2-10
氏名
藤本 龍雄（ふじもとたつお）
連絡先：ymcc.office@gmail.com
住所 〒245-0021 横浜市磯子区岡村 5-13-16
氏名
大湖 茂（おおごしげる）
連絡先：ymcc.office@gmail.com
E メール：ymcc.office@gmail.com

ホームページ：http://www.ymcc-kanagawa.org/

毎月 1 回の定例ミーティング、同じく定例のクラブラン、そして
随時開催する有志によるクラブランが活動の主体です。
歴史や人物などを探訪し、ちょっぴりグルメするポタリング。
純然たる走りの醍醐味を満喫するロングライド。
会員はこの二系統をどちらも楽しんでいます。
2014 年 KCA 総会では、当クラブや加盟クラブから多くの改善要望、
質問が発せられました。早期に回答してください。
要望内容は KCA ニュース 101 号に報道されています。
この回答は、今号の発刊記念 100 号に載せるのがふさわしいです。
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Rakusoukai C&C
楽漕会 C&C
クラブ区分： 職域 / 地域
会員数：10 名
（西暦）2006 年 クラブ所在地 〒211-0051 川崎市中原区宮内 4-24-12
住所 〒211-0051 川崎市中原区宮内 4-24-12
氏名
佐藤 安俊
連絡先：044-777-2199
連絡責任者 住所 〒211-0051 川崎市中原区宮内 4-24-12
（事務局） 氏名
佐藤 安俊
連絡先：044-777-2199
E メール：sato_yasu@nifty.com
ホームページ：rakusou1.web.fc2.com
設立
会長

楽漕会Ｃ＆Ｃは、サイクリング（Ｃｙｃｌｉｎｇ）
、カヌー（Ｃａｎｏｅ）
、登山（Ｃｌｉｍｂ）等
アウトドアを楽しむ会です。
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LECC

設立
会長
連絡責任者
（事務局）

17

RBC
設立
会長

連絡責任者
（事務局）

18

WCC
設立
会長

連絡責任者
（事務局）

リーダー電子サイクリングクラブ
クラブ区分： 職域 / 地域
会員数： 5 名
（西暦）1979 年 クラブ所在地 〒223-8505 横浜市港北区綱島東 2-6-33
住所 〒223-8505 横浜市港北区綱島東 2-6-33
氏名
飯田 文夫
連絡先：045-541-2126
住所 〒223-8505 横浜市港北区綱島東 2-6-33
氏名
戸田 浩一
連絡先：090-1462-0147
E メール：toda@leader.co.jp
ホームページ：―――

レグルス バイシクル クラブ
クラブ区分： 職域 / 地域
会員数： 5 名
（西暦）1971 年 クラブ所在地 〒230-0001 横浜市鶴見区矢向 2-13-15
住所 〒230-0001 横浜市鶴見区矢向 2-13-15
氏名
渡辺 哲也
連絡先：045-581-0036
住所 〒230-0001 横浜市鶴見区矢向 2-13-15
氏名
渡辺 哲也
連絡先：045-581-0036
E メール：―――
ホームページ：―――

若葉サイクリング愛好会
クラブ区分： 職域 / 地域
会員数： 4 名
（西暦）1974 年 クラブ所在地 〒233-0006 横浜市港南区芹が谷 4-1-18
住所 〒240-0033 横浜市保土ヶ谷区境木本町 11-12 きよわ荘 102
氏名
集 幹男
連絡先：080-3384-0144
FAX：
住所 〒233-0006 横浜市港南区芹が谷 4-1-18
氏名
古屋 保雄
連絡先：045-822-1195
FAX：045-822-1195
E メール：―――
ホームページ：y-furuya.com

昔の記録を見ると二十数名の在籍があり、毎週走って夏にはキャンプもしていましたが、年を追う毎に徐々
に入れ替わりながらも減少し、気が付くと若かった当初のメンバーが年取って残っている状態です。
それぞれ個人的にはボチボチ走っていますが、夏のツーリングに行かなくなり、ＫＣＡ行事への参加も減り、
ミーティ ングもやらなくなってしまいました。
ロードに乗っていた頃もありましたが、ロードばかりが目立つ最近の自転車ブームに足が追いつかない、
若葉サイクリング愛好会です。

以上、KCA 加盟の 18 クラブをご紹介いたしました。
今年度の KCA 登録会員は、全部で 299 名です。その内にクラブ会員は 223 名、
個人会員は 76 名という事で、まだまだ KCA はクラブのお蔭で成り立っていると
言えるでしょう。理事会開催の行事もありますが、初詣サイクリングは今でも担
当クラブにお世話になっています。来年は寒川でドンキーCC が担当されます。

クラブに関して少し古い話になりますが、
昭和 47 年（1972）の資料によりますと、当時の加盟クラブは全部で 33 あり、
その内訳は地域クラブが 25、職域クラブが７、学校クラブが 1 となっていました。
○地域クラブ
ヨコハマＣＣ、神奈川ＳＳＣＣ、青輪ＣＣ、藤ＣＣ、二俣川ＣＣ、ソフトＣＣ
御嶽ＣＣ、レグルスＢＣ、ペダル会、ツルミＣＣ、ナーツＣＣ、横浜緑輪Ｃ
グリーンＣＣ、大師ＣＣ、南竜ＣＣ、五人会、ヨコスカＣＣ、横須賀三笠ＣＣ
仲よしクラブ、湘南輪行の会、湘南ＣＣ、茅ヶ崎ＣＣ、平塚ＣＣ、小田原ＣＣ
大和あすなろＣＣ
○職域クラブ
川崎市ＣＣ、ＮＥＣ ＣＣ、Ｍ.Ｐ.Ｃ ＣＣ、ミヤタＣＴＣ、日立神奈川ＣＣ、
あひるＣＣ、東通相模ＣＣ(現在は地域クラブに変更)
○学校クラブ
神奈川大学ＣＣ
これらの中でゴシック書体にしてあるのは、現在も頑張って活動中のクラブです。
ここには無くて現在活躍中のクラブもこの時期（昭和 50 年前後）に創設されて
いるようですので、どちらも歴史を感じます。
ＫＣＡ個人会員の皆様もどこかのクラブに所属することで、別の楽しみが見つか
る場合もあるでしょう。
KCA では 2016 年に関東甲信越ブロックラリーの担当を予定しております。
前回 2006 年同様、加盟クラブの皆様のご協力をお願いしなければなりません。
クラブの元気はそのまま協会の元気に繋がります。

お詫びと訂正
既にお届けした KCA ニュース第 101 号において、平成 14 年 KCA 総会の記事の
中で誤りが有りました。出席者の表記の中から、出席しておられたヨコハマサイ
クリングクラブ事務局長・高橋浩様がもれておりました。
ヨコハマサイクリングクラブ並びに高橋様には大変ご迷惑をおかけした事をお詫
びするとともに、訂正させていただきます。
正しい記事は
「加盟クラブ 11 クラブ 計 15 名（神奈川 SSCC、グリーン CC、大師 CC、茅ヶ
崎 CC、東通相模 CC、ドンキーCC、二俣川 CC、ヨコスカ CC、ヨコハマ CC、
ヨコハマミナト CC、若葉 C 愛好会）」
となります。誠に申し訳ございませんでした。

