『7 月になっても冷夏と梅雨が続きますね。
』
神奈川県サイクリング協会でも個人会員行事が雨で中止となりました。
雨天走行では、路面状況や視界確保などに留意して楽しく安全にを心掛けていきましょう。

『2019 年 研修会

沼 勉 氏

「RENE HERSE

製作記」（3/2 開催）』

日本最古の自転車製造メーカー

第三部では、司会の星野より神奈川県サイクリング協

である神奈川県を拠点とした宮田

会の中でのルネ・エルス紹介、日本を代表する自転車工

自転車などについて沼氏の紹介も

房である東叡社製作の沼モデル、世界でも品質の高さで

絡めて蘊蓄のある代表理事の挨拶

定評な日東㈱が 1977 年に手掛けた日東ルネ・ステムに

から始まった研修会。

ついてなど国内でのルネ・エルス・ブームについて説明

神奈川県サイクリング協会としてマニア向けの自転車

をしました。

の機能美(メカニズム)のみに留まらないように構成しま

質問は、予め 7 つ

した。一般参加者も多人数集まっていただいたことから

用意して来ました。

代表理事代行として神奈川県サイクリング協会の歴史や

挙手より 5～6 名
から質問が浴びせら

来期の活動などにも触れました。
第一部では、実質的に沼勉氏のランドヌーズから始ま
った日本のフレンチ・ランドナー・ブーム。
その中心となったサイクリング用自転車の分類につい

れると単なる回答を
越えて様々な角度から説明をいただくなど熱く語る沼氏
の姿が印象的でした。
3 時間強の研修会も終わり、宴会でも楽しい自転車談

て触れる構成としました。
本場フランスのフレーム寸法の決め方やザ・ビッグラ

話が続き交流を深める機会になったことと思います。

ン神奈川２００７で実施したディアゴナールについても
取材・打ち合わせ、営業活動や施設確保、パワーポイ

解説しました。

ント資料も 30 枚と苦労した研修会でしたが、何とか及
第点に届いたかなぁ!!と感じました。
プロジェクターも理事会で用意してレンタル費用を削
減しました。
集合写真は、沼氏のサイン入りとして友人のプロ・デ
第二部では、国内に数あるルネ・エルスの中でもパリ

ザイナーの協力もあり貴重な参加記念になりましたら幸

の工房を訪れて創始者であるルネ氏に直接オーダーした

いです。※メールにて全員に送らせていただきました。
担当:星野

唯一の自転車についてご本人の沼氏が語りました。
渡航前から親交のあった娘のリリィ・エルス(仏自転車

沼勉氏と星野

競技チャンピォン)との繋がりやルネ氏とのやり取り。
パリの街を走った思い出など。勿論、仏オートクチュ
ール「パリの宝石」と称されるランドヌーズに施された
オリジナル・パーツの説明や色々な特殊工作などの機能
美について詳しく解説していただきました。
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『KCA チャレンジ神奈川④ かながわの名木・古木 「杉田 妙法寺のビャクシン」（3/17 開催）』

寺

』

2018 年度 平成最後の行事でした。風もなく快晴で絶好のサイクリング日和でした。今回参加できなかったサイク
リストの皆様、杉田方面を走行されるとき立ち寄られることをお薦めします。
（場所は、JR 新杉田駅より南へ約 400
ｍ、国道 16 号線杉田交差点近く）説明によると妙法寺のビャクシンは、横浜市の名木・古木に指定され、樹高 10
ｍ、胸高周囲 5.2ｍ、樹齢 600 年（推定）です。幹が３本に分かれ北側は、南東方向に大きく枝を張り出した老古木
で落雷の痛手か樹皮が剥げ枝張りのない所が、むしろ歴史を物語り一見の価値があります。
この地は、時の領主だった間宮信繁が梅の植樹を奨励したことから江戸時代より梅林の
名所杉田として賑わったとの言い伝えがありました。
参加者は、ヨコスカ、ヨコハマ、YMCC、神奈川 SS の各加盟クラブと個人会員の方々で
遠方から実走で参加した方の到着を待ち恒例の記念写真を撮った所、総勢 22 名でした。
境内を散策して風景などを撮影しつつ近況報告や自転車談義で花を咲かせました。
有志で昼食を取りながら交遊を深めた後、各方面に安全走行を誓い合いながら散会と
なりました。
次回、令和元年の KCA チャレンジ神奈川は、神奈川県の水道施設めぐりです。
皆様のご参加をお待ちしております。

担当:浅見

『KCA 春季サイクリング大会 「横浜北部の城址めぐり」（5/12 開催）』
り
』

小机城～茅ヶ崎城～榎下城（えのした）の城跡を巡る
約 20 ㎞、参加者 16 名のサイクリングとなりました。
集合場所の鶴見川流域センターを、吉川さんの案内で
屋上から鶴見川多目的遊水地の機能を説明頂きました。

遊水地が出来て１６年、鶴見川から越流した回数は、
19 回に及ぶとのこと。
小机城址の森、
亀之甲山城址も遠望

この城は、2017 年４月 6 日（城の日）に「続日本 100

します。

名城」に選定されたとのこと（小机城址まつりの資料）
小机城址を後に、小机大橋を渡り、鶴見川左岸を下り、
支流・大熊川左岸に渡ります。川沿いの「のどかな道」
をしばらく走ります。川から離れて折本橋を右折の後、
地下鉄仲町台駅前でコンビニに立ち寄り、それぞれにお
弁当などを調達。
ここから、緑道・せきれいの道に入ります。木々の間を

１階で地形模型を使って水に例えたビー玉を転がして
分水嶺からの雨水が滞留し易い地形であることを説明し
ていただきました。分水嶺を結んだ領域をその形から動
物の獏:バクに見立てているとのこと。

縫う、石畳遊歩道を徒歩や徐行で気持ちよく、ゆったり
走ります。緑道沿いには洒落たレストランなども。
緑道を離れ、短い急坂を上り、茅ヶ崎城址へ 12 時半頃
到着、早速昼食です。

分かり易い説明にお礼を申し上げ、１1 時頃、小机城

この城跡は幾つかの郭（くるわ…土塁や堀などで区画

址へ向かいます。途中、小机城址まつりが翌週、日曜に

した平面空間）の地形が判り易い。建物跡の表示、説明

開催されるとのノボリ。今回のサイクリングとかち合わ

板も沢山設置され、じっくり見るには、時間が必要です。

なくて良かったと安堵した反面、見たかった気も。小机

13 時半、同所出発、地下鉄ブルーライン、都筑ふれあ

城址は、大きな土塁や空堀、竹林が見事です。広場では、

いの丘駅を越え、地下鉄建設により出来た快適な下りの

東京の劇団が写真撮影していました。

道を JR 中山駅方面へ。

KCA ニュース No.112

2019/7/26

KANAGAWA-KEN CYCLING ASSOCIATION

次頁に続く・・・
Page

2

中山駅西の小さなガードを抜け榎下城址・旧城寺へ到着です。城跡の名残は、土塁
と表示板での説明位でしょうか。
山門両脇の土塁上の寺林、寺後方の斜面林は県の天然記念物。寺の後方に弓道場
があり弓の稽古姿が見られました。山門で記念撮影の後、15 時頃の解散です。
一部の方たちと山門先の農家で、横浜野菜の直売を求めました。
ちなみに平野は、この直売所に下見、6/2 チャレンジ 1 の帰途の３回立ち寄らせて
もらいました。今日、一日天候に恵まれ良い発見ができました。
城跡に興味を持たれた方に、8/18 チャレンジ 2 鶴見区区配水池の近くに寺尾城址
があることを紹介します。立ち寄ってみて下さい。
最後に本コース立案は、地元の高桑理事であり、自転車向きの安全な裏道であるこ
とや変化に富み、とても好評だったことを申し添えます。

担当:平野

『チャレンジ神奈川① 神奈川県の水道施設 「都筑区 港北配水池（都田公園）」 (6/2 開催) 』
チャレンジ神奈川 2019 年度の第 1 回は、6 月 2 日に

ポイント撤収の後、平野さんと

都筑区にある港北配水池を通過地点として開催しまし

星野は、裏手にある「富士塚」を

た。この辺りは、都筑区が出来る前は港北区になってい

訪れました。

ましたので港北配水池の名称となっています。
また、港北配水池にフタをして出来た公園は、都田(つ

富士塚の習わしは、遠く室町
時代からあって江戸時代の中期
に流行を迎え、その後期に作ら

だ)公園と呼ばれています。
都田公園のレストハウス(管理棟)前を、事務所にお願

れたとのこと。

いして使わせていただきましたが、他にもグランドを使

以前は、数百メートル北西の

用する少年野球の関係者でとてもにぎやかでした。

伊勢森原の頂上にあったもの

当日は、雨の心配も無く日差しも強すぎない中を、時

を復元したと石碑にありました。
横浜市都筑区は、3 つありまし

間にともなって徐々に参加者の皆様が現れ始めましたの

て、その内の一つ「川和富士」と

で受付が忙しくなります。

なります。

現地は、丘の上にあ
たり、参加者には最後

見晴らしが良く、春季サイクリ

にヒル・クライムが待

ング大会で走った場所を一望で

っていました。

きました。
総会の打ち合わせを兼ねて昼

ポイント・チェック

御飯を食べてから散会しました。

を済ませると予定に従
い次を目指して出かけ
る方、担当者や他の参加者と談笑される方、とそれぞれ

残りの 2 つは、まず「山田（やまた）富士」
。

に楽しまれたことと思います。

都筑区北山田の「山田富士公園」内に往時の姿を保っ

当日は、チャレンジの第 1 回目として担当者を含め 18
名の参加となりました。

担当:高桑

ています。
「池辺（いこのべ）富士」は、今回ご紹介する 3 基の
富士塚の中で最も古来の姿を保った富士塚です。

4 月 1 日より『自転車の安全で適正な利用の促進に関する
条例』が施行開始となりました。特に 10 月 1 日から自転車
損害賠償責任保険等の加入義務化も始まります。
神奈川県サイクリング協会行事の受付時に何らかの確認方

都筑区南部・池辺町の農業専用地区にあります。
皆さんも自分なりのテーマを決めて、あちらこちらの
サイクリングを楽しまれ散策されたら、より一層充実す
ることと存じます。

法で対応していきます。皆さま加入をお願いいたします。
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『2019 年

総会の概要報告 (6/16 開催) 』

会場は、県立かながわ労働プラザ（L プラザ）第 7 会

テンポイント表彰は、鈴木光則、寺門眞一、菅勝利(サ

議室にて 9:30～12:55 の⾧時間、8 加盟クラブと個人

イクリングクラブ TSCC)と理事である高桑、平野、星野

会員、会⾧代行ほか理事の総人数 21 名で開催しました。

の 6 名となりました。

新体制になって 2 年目となり、本年度も理事体制 7 名

ザ・ビッグランは、既にホームページに優秀賞のレポ
ートを掲載してありますとおり牧野義明(個人会員)と丹

で業務執行を行います。

一也(一般)となっております。(以上

協会単独の行事だけでは

全て敬称略)

なく神奈川県と近隣の会員

今年の関東甲信越サイクリング・ラリーのご紹介もし

参加可能なイベントなども

ました。前回の KCA ニュース 111 号でも触れたように

少しずつご紹介して機会

新潟県にて素晴らしい宿を提供して貰っています。

創出を心掛けていこうと

先着 60 名ですが、協会申込み期限で承諾済みです。

思います。皆様からも情報提供のご協力をお願いいたし

そのほか多岐にわたって報告や議題がありましたが守
秘義務の関係もあり省略させていただきます。

ます。吟味して紹介していきます。
情報の提供即時性と郵送の経費削減や理事の労務負担

ご参加した代表者の方々へは、充実したサイクリング

軽減から頓挫しつつあったメール配信案ですが、昨今流

活動を益々推進することを前提に前向きな観点から各加

行りの SDGS(持続可能な開発目標)でペーパー・レス化

盟クラブの会合などにて報告をしていただけたら幸いに

を個人情報保護との折り合いをつけつつ上手に取り入れ

存じます。その一助となる神奈川県サイクリング協会と

ていくこととなりました。加盟クラブ事務局のメール・

して皆様と一緒に支えていきたいものです。 議⾧:星野

アドレス提供開示を神奈川県サイクリング協会・渉外メ
ール・アドレスにご連絡くださることと相成りました。
今年の総会は、理事会と加盟クラブの連携協力が、よ
り深まった実りあるひと時となりました。
具体的には、春秋サイクリング大会を加盟クラブに開
催を含めて支援協力していただけることとなりました。
更に理事(理事会)の役目を現状のまま保ちながら理事
不在の加盟クラブから補助員(仮称)を選出していただき
連携を密にしつつ行事内容の充実を高めます。併せて個
人会員向けイベントを軌道に乗せて発言機会を設けるこ
とにより多様化する自転車遊びに則した行事を揃えて行
けるような組織作りを目指していきたいですね。
これから理事会で骨子を固めて(※7 月度理事会にて
「9 月末までにお知らせ(送付)して年末年始の休みに取
りまとめ」としました。)

ご検討のほど、よろしくお願

いいたします。
さて、堅苦しい話は、
これ位にして、本年より
チャレンジ神奈川やテン

『✎編集後記』

ポイント表彰は「理事も

総会報告にもありますように理事会・会員一体となっ

会員の一員である」との

て仲良く活況な「笑顔」溢れる協会活動、理事執行業務

考えから表彰者として迎え好評を得られました。

をしていきましょう。今回は、広報担当都合により星野

チャレンジ完走者は、神奈川 SS:平野肇・副代表理事、

にて代行編集しました。ホームページ／メール／郵送を

ヨコスカ C.C.:鈴木光則、寺門眞一、星野成人・代表理事

上手に活用して迅速な良質の情報提供をすることでサイ

代行の 4 名でした。

クリングを盛り立てていきたいと思います。
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