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東京サイクリング協会会長

加藤元彦

皆様、無事健康に辰年の新年をお迎えになったことと拝察いたします。
昨年は、東日本大震災に始まり世界各所で洪水や地震など天変地異が
相次ぎ、世界の経済・産業社会の不安低迷などに終始した一年でした。
震災で甚大な被害に遇われた方々に心からお見舞い申し上げます。ま
た、亡くなられた方々に深く哀悼の意を表します。
自転車の道路交通については、道路の実情は改善されないままに、軽
車両は車道の左側通行が改めて提唱され,マスコミも自転車交通の啓発に
力を注ぎはじめました。
ＴＣＡ指導委員会は既に数年前から「道路交通法及び関係法令における自転車の規定」のパン
フレットを製作し、会員の走行安全・啓発の為に備えています。
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２４年度の
年度の会員更新
来年度からＪＣＡの賛助会費が５，０００円になります。
５，０００円
ＴＣＡは、これまでどおり５
０００円です。１０月以降に入会の方の４，０００円について
も変更はありません。
但し、１月以降の７，０００円で次年度も有効の制度は、廃止します。
なお、今年７０才以上の方(1942年生れ以前)は、４，０００円ですが、ＪＣＡ自転車総合保険
には入れません。つまり、基本的に変更はありません。
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入金は、ＴＣＡの口座に振り込むか事務局に現金を持参するかを選択して下さい。
①郵便振替：口座番号 ００１００－９－１９００４８
東京サイクリング協会
②銀行振込：三井住友銀行銀座支店 普通口座 ７４０１９６８
東京サイクリング協会
同封された郵便振替の用紙を利用して、自筆で署名して告知書としていただいても結構です。
また、昨年同様７０才以上の方に、今年も交通事故傷害保険（共栄火災海上保険㈱）の対応
が可能ということなので紹介します。希望される方は事務局へお問合せください。
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TCA 2012年
2012年 初詣ラン
初詣ラン

「武蔵野吉祥七福神巡り
武蔵野吉祥七福神巡り」に参加して
参加して
サイクリングジャパン編集長 山下 実
森田 正美
１月７日、東京サイクリング協会主催の恒例新春初詣ラン「武蔵野吉祥七福神巡り」に47名の
精鋭が吉祥寺に集結。サイクリングジャパン（CJ）の巻頭を飾る麗しの森田正美嬢（以下 森 ）と
不肖CJ編集・ヤマヘン（以下 山 ）も参加いたしました。
当日の模様を我らふたりの共同作業によりご報告させていただきます。
山 いやあ、サイクリングの催しに参加するの初めてだったから、もう前の日からちょっと興奮
しちゃってよく眠れませんでしたよ。中学校のテニス大会以来だな、こんなこと。それにしても
天気良くて、最高でしたね。距離も15kmと私にとっては安心のサイクリングで。 森 さんは自宅
から自走でしたね。
森 はい、自宅から選手時代に練習コースとしてよく走っていた多摩サイ、神代植物公園、東八
道路、吉祥寺通りを走って約17km、間違えるといけないと思って早く家を出て、お陰でずいぶん
早く吉祥寺北口に着いてしまいました。
山 いやあ皆さん自転車に乗ってウン十年という、自転車もファッションもさすがでしたね。
小笠原さんの革のスパッツ見ました！ あの域にはなかなか行けるものではないですねえ。加藤
会長のニッカボッカスタイルも、これぞサイクリストという感じで。
森 ロードバイク、MTB、クロスバイク、小径車など様々で、ちょっとした自転車ショーの雰囲気
でした。ドレスアップも凝っていてかっこよかったです。北川さんの愛車はカスタム感満点でし
たし。きっと皆さん今日はこれにするかとたくさんの自転車の中から選んできた１台なんですよ
ね。
山 JCA山口さんの愛車、ゴールドのホイールですよ、お洒落！ 昨年末の「サイクリストの夕
べ」ではチロリアンハットを被っていたし、やるとは聞いていたけどほんとやるなあ山口さん。
で、この初詣ランも山口さんの設定とか、 森 さんどうでしたか七福神巡り。
森 吉祥寺の周辺に七福神があるなんて知りませんでした。とても面白かったです。いろいろお
願いもしたし…。
私にとって吉祥寺というと「住みたい街No1」という印象で、以前お友達とランチしに来たり、
天然酵母のパン屋さんや「サトウ」のコロッケを買うために並んだり、井の頭池の周りを散策し
たり、懐かしかったです。吉祥寺の周辺は人も車も多かったですが、分岐ごとにリーダーの方が
交代で道案内してくれて、安心して走ることができました。私も昨年、JCAのインストラクター講
習を受けたものですから、今回皆さんの動きを見られて大変参考になりました。それに温かな雰
囲気がとても素敵でした。近藤さんが、昔FUJIエコでご一緒したときの写真をお持ちくださいま
したし、ご夫婦で参加された方を見ると、あー、私もああいう風になりたいなあ、と…。
山 それにしても今回 森 さん参加して良かった。皆さん元気が出て、10歳、
いや20歳は若返ったな。実は 森 さんに参加してもらったのは、TCAの皆さ
んに「ぜひ家の息子の嫁に！」とおっしゃっていただけるように、ご紹介
も兼ねてというわけで…、 ねえ 森 さん、いっそここで皆さんにお願い
しますか！
森 えっ、ええ、そそ
山 諸先輩！ もし、諸先輩のご子息と 森 さんが目出度く結ばれるよう
なことになったら、あーた、 森 さんが息子の嫁になるわけで、「お父様、
今日はお日柄もよろしいので、多摩サイをひと走りいたしましょうか」
なんて言われちゃんですよ！ くーたまらん！
森 そ、そ、そんな…
山 そんなじゃないでしょ、こういう事はどこに福の種が転がっているか
麗しの森田正美嬢
わからないんだから、ちゃんとお願いしなくちゃ！それに新年だし！
森 み、みなさま、どうぞよろしくお願い致します。私、結婚の意志ありでございます。一緒に
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自転車に乗ってくださる方がいらっしゃれば、どうぞ…。
山 いいね！いいね！ で、俺、ちょっと疲れちゃったから、今回のサイクリングレポートよろ
しく頼むよ、なんせ俺 森 さんの父さんと同い年だからさ、歳で…。
森 ・・・。吉祥寺北口をスタートして五日市街道へ、まずは安養寺、ここは人格を円満に導く
といわれる布袋尊のお寺です。ここで全員どこから来たのか自己紹介と記念撮影をしました。中
村事務局長の元気なお声で、サイクリング後の「いせや」での懇親会の出欠をとって…
山 その時のJCA長澤専務の「本日は七福神巡りと言うことですが、八福神目には“お伊勢”さん
もあるようで、それを楽しみにまいりました」の挨拶、粋だったよねえ。俺、長澤さんの語り口
調大好きなんだよ！ 競輪の話なんて、最高ですよ。
森 ・・・。安養寺から北へほんの少し、福禄寿の大法禅寺へ。ここの福禄寿様はとてもたくま
しくいらっしゃいました。そのあと北側をぐるっと回って吉祥寺通りから五日市街道の交差点に
出ると、そこが、武蔵野八幡宮、財福を司る神様・大黒様の神社です。お参りと思ったら、なん
と素通り、鳥居のところで頭だけ下げました。
五日市街道を成蹊大学方面に、年明けの土曜日とあって、
車・人の流れは多かったです。成蹊大学西側の石畳を一列に
なって走行、このあたりから武蔵野の面影が、落ち着いた住
宅街、散歩をする方、ゆったりと時間が流れる雰囲気があり
ました。武蔵野球技場、市役所を通過して武蔵野中央公園
へ、ここは戦前戦中東洋最大といわれた軍需工場、中島飛行
機の跡地、工場への引き込み線跡がグリーンパーク遊歩道に
なっています。木々の間をすり抜けながら行くと、延命寺、
毘沙門天・寿老人のお寺です。ここはとても賑やか、参拝者
に甘酒が振る舞われ、私もいただきました。冷えたカラダが
ホッと暖まり、ちょっと幸せ。歩こう会の方々も大勢いらし
て、新春の雰囲気いっぱいでした。さらに南へ、井の頭通り
の浄水場の横を通り、玉川上水へ、堀合遊歩道を結ぶ１ｍも
H24初詣ラン参加記念色紙
の間隔で隣り合った「ぎんなん橋」と「いちょう橋」、珍し
い風景なので写真を撮りました。遊歩道を進み、中央線の高架下をくぐって杵築大社へ。ここは
商売繁盛の神様・恵比寿様のお寺です。宮司さんの書かれた干支「辰」の字に圧倒されてしまい
ました。龍のごとく、天へ、前へ進む一年になりますように、皆様の健康とご多幸を願いました。
三多摩で二番目に大きいといわれる富士塚にもお参りしてきました。そして霊泉山禅林寺へ、太
宰治、森鴎外の墓、三鷹事件の慰霊碑があります。太宰治が入水して遺体が見つかった６月13日
は「桜桃忌」として多くの人が訪れるとか、今度行ってみようかな（その前に「人間失格」とか
「斜陽」を読んでおかなくちゃ）。玉川上水沿いにある太宰治入水地を通り、三鷹の森ジブリ美
術館へ。トトロや真っ黒くろすけ、ラピュタの傭兵などが見られ外観だけでも楽しむことができ
ました。もうここは井の頭公園、そうして７つ目、弁天様を祀っている井の頭弁財天へ着きまし
た。最後に記念撮影をして自主解散となりました。
が、私はその後の「いせや」での懇親会に参加させ…。
山 お、「いせや」ね。「いせや」と言えば高田渡だな、昔吉祥寺はフォーク歌手がいっぱい住
んでいて、東急デパートの裏にあった「ぐあらん堂」がたまり場で、俺、当時音楽雑誌を作って
たから、良くそこで会ってたなあ。「いせや」のバス通り店のカウンターで友部正人と並んで
座って、彼の「一本道」という歌の“お銚子のすきまからのぞいてみると…”というのはここの
風景なんだよなあ…（ブチッ、スイッチを切る音）
森 なにうっとり、遠い目をしてるんですか！ 私は自走して帰るのでウーロン茶でしたが、名
物ヤキトン、水炊きなどをおいしくいただきました、というよりも崩れ落ちそうな店構えにもか
かわらずお店はお客でいっぱい、その雰囲気にすっかりうれしくなってしまいました。皆さん、
お酒が入ってますます意気軒昂、こうして新春のTCA初詣ランの一日を楽しく過ごすことができま
した。ほんとうにありがとうございました。今度「長助」さんにもお伺いしたいと思っています。
これからもどうぞよろしくお願い致します。
山 そのときは僕も連れてって…。
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昨年計画した今回同様の「大島椿まつりツアー」は大震災の正に当日が出発予定日で、中止
となりました。津波の心配からの船の欠航や、大島では帰れない方々や、津波警戒者の高台へ
の避難誘導など大変であったとお聞きしています。
１年経ちましたが、復興支援の意味とリベンジを合わせて、本年度も伊豆大島での「椿まつ
り」の時期でのサイクリングラリーを、年度末の仕上げライドとして是非皆様に楽しんでいただ
きたいと思い、実施したいと思います。
前回下見した『ダウンヒル』専用のコースも含め、例年通り潮風を体中に受けて走る海岸線、
島内一周、体力勝負の三原山ヒルクライム等コースには事欠きませんので、企画をこれから用意
したいと思っています。
そんな中で、椿の花を満喫していただきたく思い、“椿”が中心のサイクリングです。
椿まつりのイベントに便乗して、スタンプラリー、あんこさんの歓送迎（テープ付）、
夜祭り、椿プラザアトラクション、あんこさん衣装無料貸出し記念撮影。
そして、椿トンネルをくぐるサイクリングと裏砂漠ランでは、大島の別の顔を見ていただけると
思います。体力差を考慮してコースを設定するので、自信が無い方も安心してご参加ください。
誠に申し訳ありませんが、船が混んでおり、先着３０名での募集とさせていただきます。
日

程： ２０１２年３月９日（金）２１：００ ⇒ ３月１１日（日）１９：００
２１時 竹芝桟橋集合 (輪行の場合は袋入り済み) ２２時乗船
＊席は２等座敷となっていますので、宴会モードで楽しみながら往復しましょう。
会 費： 会 員 ２０,０００円（宿泊１泊３食、仮眠、船賃）
会員外 ２２,０００円（宿泊１泊３食、仮眠、船賃＋保険等経費）
※昼食・自転車利用料金等（輪行、レンタル）は含まれません。
宿 ： 朝海館 （電話：０４９９２－２－８４０７）
内 容： 大島一周コース(中級向き)
プラス三原山登山（健脚者）
オフロードダウンヒル（チャレンジャー）：別途送迎料金徴収予定
椿まつり夜祭 懇親会
 問合せ： 東京サイクリング協会 事務局 ０３－３５４１－６５４０
 その他： ①自転車利用料金（自己負担ですが、参考まで）
－輪行 片道
５００円（航路に対して）
－レンタル２日間 ３,０００円（参加申込時に申請）
②レンタサイクルは、マウンテンバイクですが、実績もありますので楽しめます。
③詳細は東京サイクリング協会事務局へお問い合わせください。

サイクリング指導者研修会
サイクリング指導者研修会
ＪＣＡ認定指導者の更新に当り、例年通り下記要領で研修会を実施します。
更新対象者（近日中にＪＣＡより連絡予定）だけでなく、指導有資格者及び一般会員で希望さ
れる方はお申込ください。詳細は次号ニュース等でお知らせします。
■日
時：３月２４日（土） １７：３０～２０：００
■場
所：文京区民センター ３Ｃ会議室（注：〇〇〇〇ＴＣＡと表示されています）
文京区本郷 4-15-14（都営地下鉄春日駅、東京メトロ後楽園駅、JR水道橋駅下車）
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