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寒暖入り乱れ、異常気象を意識せざるを得なかった今冬ですが、4 月となりました。でも寒い！3 月 29
日、孫付きで鷲ヶ岳スキー場に行きましたが、夕方からは雪。次の日、リフト乗り場で石川さんとぱった
り、お昼をご一緒し、心ポカポカでした。
さて遅くなりましたが今年度初のニュースレターをお届けします(山本)。

abc RIDE 総会報告
１月 31 日(日)新年度総会を兼ねてオーストラリアライド
の報告会・新年会が開催されました。秋子さんのお骨折り
で、トヨタ車体の三重長島保養センターが確保され、1 泊
２食、カラオケ付きの豪華メニューで充実した合宿となり
ました。話し合ったことを中心に簡単に報告します。
２００９年オーストラリア・ライド反省会まとめ （水野）
１）オーストラリア・ライド会計報告―尾石、星野
（資料：豪州自転車旅行会計報告）
保養センターにて（OBの呉山、平野さんも参加）
収入：7,192豪＄ 支出：6,988豪＄ ★差額204豪＄は水光熱費としてラリーさんに支払 （個人負担594.5豪＄）
２)自転車輸送について
①輪行袋の場合
破損のリスクが高くなるため修理工具等自己責任で対処
②箱詰めの場合
ガムテープのみの梱包では強度不足、梱包用バンドを利用する。箱の大きさ制限に注意
３)次回のために検討、準備すべきもの
①グループ走行方法 ②歌詞カード（日本語） ③折り紙説明（英語）
総会まとめ (水野)
１）２００９年会計報告―石川 （資料：H２１年度会計報告）
①収支 収入¥83,500 繰越金¥61,566 支出¥62,170 残金¥82,896
②会費の使用目的確認
あ）総会費補助
い）会運営上の支出（月例ライド準備費、通信費等）
③その他 オーストラリア・ライド個人立替え分（150豪＄）を会から支出し、ラリーさんへ
（注：この支出は①収支には含まれていない）
２）abcRIDEスノースポーツ日程 （資料：abcRIDEウィンタースポーツ企画―ますお）
２月２２日（月）〜２4日（水） ひるがのスキー：７名参加 詳細別途
３）月例ライド当番制
毎月の開催日は第４土曜日を原則とするが、幹事の都合その他の理由による日程変更は可
２０１０年 ２月 不開催
３月 加藤、梅田（浜名湖一周） ４月 菅原、河合
５月 小林（培）
６、７月 不開催（北海道ライドのため）
８月 石川、星野
９月 山本、水野
１０月 鈴木、田中、星野（渥美半島）
１１月 水野、小林（詢）
１２月 不開催
２０１１年
１月 小林（詢）、水野（新年会）
４）２０１０年日豪親善ライド計画
①日程 ６月２４日（木）〜７月１４日（水） ②コースは飯田さんから苫小牧を起点・終点とし札幌、ニセコ、洞爺
湖を中心としたコースが提案されたが道南等を走りたいとの意見・希望が多いため再検討となりました。
②山本会長より提案：3月の月例ライド時までにコース日程案（担当：飯田）を再提示。意見交換を経て4月の月
例ライド時に決定、あるいは準備会で最終決定したい。★コースについての要望等は飯田さんへ（２月末まで）。
５）その他
①会則制定
会則案を作成、北海道ライド準備会で提案（担当：山本会長）
②感想文集 ２００７〜２００９年ライドの感想文集がほぼ完成、 印刷・配布方法は別途調整

☆☆平成22年度スポーツ安全保険に加入しました (事故の際は山本まで連絡下さい)☆☆
加藤茂 河合海一 山本英毅 加藤真由美 菅原勝子 鈴木秋子 石川晴 小林培男 小林 詢 水野紀彦
梅田真代 田中美奈子 尾石紀之 星野みわ子 以上 14 名
※未加入の方途中加入できます(1600 円)

月例ライドのご案内(担当：河合・菅原)

知多半島西部サイクリング
日時： 4月24日(土) 11時集合・スタート 〜 3時まで
集合場所： 山本別宅
その他： 途中常滑のラーメン屋さんで昼食（弁当持参者は外でピクニックランチ)
終了後北海道ライド準備会に合流します。

北海道ライド準備会のご案内
下記要領にて北海道ライド準備会を行います。参加者だけではなく、行けない人も参加してぜひご意見をお寄せ
下さい。
準備会は月例ライド終了後の開催します。会終了後に懇親の場が持てたらと思っています。のんびりできる時間
を確保しておいてください(宿泊可)。
日時： 2010 年 4 月 24 日(土) PM ３：００〜６：００
場所： 山本別宅
議題： 北海道ライドについて
これまでに決まったことは日程(6 月 24 日千歳集合、7 月 14 日解散)のみ。この準備会で走るコースを確定し
ます。現在コース担当の飯田さんからたたき台案は札幌、小樽、ニセコ、洞爺湖から東に向かって襟裳岬、釧路、
屈斜路湖、阿寒湖、帯広、日高町、苫小牧へ。海岸線、平原・山岳線と変化に富んだ 1200km のコースです。テ
ッドさんからのメールでは参加者はテッド、メアリー、ラリー、アーサー、そしてブルース（DVD を送ってく
れた彼)の 5 名です。彼らは北海道最南端の白神岬からソーランラインを走るより、襟裳岬、釧路、帯広、日高の
コースを選択しました。多分地図を広げてより長い、変化に富んだコースに惹かれたようです。私たちもたたき
台を参考にどのルートを走るか、どこに泊まるかなど研究し、グループメールで意見・希望を飯田さんまでお寄
せ下さい。なお、飯田案(改定 1)は次ページにあります。

参 加者 の 確定を 急い で いま
す。フライトチケットを手配
中 の水 野 さんま で連 絡 下さ
い。個人入手の方もその旨連
絡願います。

オージーの皆さんの利用便
４日 千歳空港着 ２０：２５ JL3047 便 （東京から）
７月１４日 ” 発 １７：００ JL3046便 (東京へ)

＜レポート＞1・2月の月例ライドを兼ねて総会会場までみんなで走りました！
1月31日、午前10時、今にも降りだしそうな寒い日でしたが、元気な顔が熱田
神宮に集まりました。名市大の高石先生の見送りを受け、R1を西へ保養Cめざ
して力走。夜の懇親会はOB・OGの呉山＆平野さんも参
加し盛大に。 翌朝はポツリポツリと雨。名古屋市内に
入った頃から本降り。本格的な冬の雨の中を2時間ひた
走る。上はゴアテックスで寒さ知らず、下はショートパンツにロングソックスの軽装。
寒かった！
限界でした。 (山本)

北海道ライド 2010(案)

改定 1 （10.4.2 飯田）
6 月 24 日（木） 苫小牧集合 オージー 20:25 新千歳空港到着(JAL3047 便) 東京から
苫小牧 CT
千歳空港˜苫小牧 CT
２５日（金） 自転車組み立て
苫小牧˜支笏湖˜札幌
札幌国際 YH
20
45
65km
苔の洞門、札幌芸術の森、札幌大通公園ビアガーデン
２６日（土） 札幌フリーデー 札幌市内、近郊観光
札幌国際 YH
サッポロビール博物館、大倉山シャンツェ、北海道開拓の村、さっぽろ羊ヶ丘展望台
２７日（日） 札幌˜小樽
30km 小樽ビラ・マウンテング YH
小樽見物 小樽運河、小樽市博物館、ブリキのおもちゃ博物館
天狗山、小樽交通記念館、おたる水族館、鰊御殿
２８日（月） 小樽˜余市˜ニセコ
ニセコ民宿
25
50
75km
ニッカウヰスキー余市工場、ニセコ見物、東山ラベンダーファーム
２９日（火） ニセコフリーデー
ニセコ民宿
ニセコ湖沼めぐり、ニセコアンヌプリ(1,309m),羊蹄山(1,898m)他
３０日（水） ニセコ˜洞爺湖 洞爺湖一周
昭和新山 YH
50
40
90km
昭和新山、有珠山、花火大会
７月１日（木） 洞爺湖˜支笏湖˜苫小牧
苫小牧 CT
45
40
85km
天狗山公園
２日（金） 苫小牧˜新冠
ファンホース新冠 YH
90
90km
日高ケンタッキーファーム、新冠サラブレッド銀座
３日（土） 新冠˜えりも岬
105km
旅館みさき荘

４日（日） えりも岬˜忠類村
黄金道路、忠類ナウマン象記念館
５日（月） 忠類村˜釧路
６日（火） 釧路フリーデー
釧路湿原、カヌーでリバーツーリング、熱気球
７日（水） 釧路˜摩周湖˜屈斜路湖
55
30
アトサヌプリ(硫黄山)、川湯ビジターセンター
８日（木） 屈斜路湖˜阿寒湖˜雌阿寒
60
15
９日（金） 雌阿寒˜帯広
110
１０日（土） 帯広フリーデー
緑ヶ丘公園、愛国駅、幸福駅
１１日（日） 帯広˜日高町
90
１２日（月） 日高町˜苫小牧
105
１３日（火） 帰国準備
１４日（水） 帰宅＆帰国

90km

ナウマン温泉アルコ２３

120km

ロッジ・シラルトロ
ロッジ・シラルトロ
屈斜路原野 YGH

85km
阿寒湖 CT
75km
トイピルカ北帯広 YH
110km
トイピルカ北帯広 YH

90km

沙流川温泉
又は町営ひだか高原荘
苫小牧 CT

105km
苫小牧 CT

オージー17:00 新千歳空港発(JAL3046 便) 東京行き
合計 1,215km

