
  

 

 
 
 
 

古川新会長を選出！ 斎藤前会長ご苦労さまでした！ 

11 月 8 日の総会で会長が斎藤さんから古川伸一さんへバトンタッチされました。斎藤さん二年間

ご苦労さまでした。古川新会長持ち前のパワーで皆さんを引っ張ってください。さて、あっという

間に忘年会の季節になってしまいましたね。今年はどのような年になりますか。来年こそ、公私共

によりアクティブに活動したいものですね。（今橋） 

１１月までの活動報告 

＊総会報告 

・ 実施日：1１月８日(土) 19:00～21:30 

・ 会 場：サイゼリア水戸芸術館前店 

・ 参加者：斎藤、澤畠、西川、古川一雄、

湯浅、荒川、最上、古川伸一、木村、江

原、小口、今橋 

【内容】 

 ０４総会が無事終了しましたので、ご

報告いたします。 
今回は十二名の皆さんが参加し、終始和

やかに歓談することが出来ました。 
１）決算報告 
添付のとおりで承認されました。 
２）役員改選：下記に決定 
・会長：古川伸一、・副会長：最上裕樹、     

事務局：今橋博之 
（MTB 部長：澤畠秀典、WW 部長：小

山誠也） 
３）その他  
・クラブ活動の写真はクラブ費負担で参

加者に配ることが了承されました。皆さ

ん企画にどしどし参加してください。 
・今回は遠方より、西川さん、小口さん

が、また最近 MTB 部での活躍がめざま

しい江原さんが出席してくれました。皆

様から近況報告があり、ビールを片手に

カヌーやら MTB の話で盛り上がりまし

た。最もアクティブな古川会長のもと、楽しくやってゆきましょう。また、荒川さんから来年 8 月     
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 2003 年 11 月 26 日

【カヌー、MTB、その他、話はつきませんでした】 

【友遠方より来る 西川さん、小口さんが参加してくれました】 
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に茨城で開催されるボーイスカウト全国大

会への協力要請の話もありました。楽しみな

がら、いろいろな活動ができればいいですね。 
・今年は今橋の出張のため会報の発行が少な

くて申し訳ありませんでした。事務局として

留年しましたので引き続き会報を担当しま

すので、皆様からのレポートをお願いいたし

ます。ここ数年お会いしていない方々、たま

にはお顔を出してください。また、休部中の

方、退会された方、いつでも結構です。時間

があった時には顔を見せてくださいね。 

 

＊夏の緊急ミーティング  

【参加者】：荒川、白坂、植村、古川、斎藤、 

     今橋 

【実施日】：8 月 14 日（木） 

【場 所】：穴とら屋（水戸市緑町） 

【内容】 

 某氏の青森から復帰祝いと称して、水戸泉町

2 丁目の「穴とら屋」で「夏の緊急ミーティング」

が召集されました。お盆の忙しい時期でしたが

七名の方々が馳せ参じました。穴とら屋は鴨料

理が目玉みたいですが、なかなか雰囲気のある

店内で、創作料理もおいしく、価格も手ごろで

す。また、アルコール類の品揃えも充実してい

ます。皆さまも是非行ってみてください。ご家族、特に奥様、彼女と行くといいのでは。(今橋) 

 

＊愛宕山 MTB トライアル 

【参加者】：古川、澤畠、最上、江原、鮏川、今橋 

【実施日】：10 月 4 日、時間：１０：３０集合、

１５：３０解散 
【場 所】：愛宕山、愛宕山駐車場から屏風岩まで

の往復（約６Ｋｍ） 
【内 容】 
今橋は体重オーバーに加え、腰痛がでて最悪の

状態でした。急なのぼりはかなりきつかったで

参加者全員で記念撮影（西川さん、帰った後ですみません） 

出発前の駐車場にて 
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す。無理をせずのぼりはいもびっけでした。天気

もよくハイカーが多かったのですが、皆さん口を

そろえて「こんなところまで乗ってくるのですか。

すごいですね」と言います。我々は「はい、乗っ

ているのは少しで、ほとんど押していますから」

と答えます。途中の展望台を同一時刻に出発した、

初老の夫婦には途中で抜かれてしまいました。 
なかなかタフなコースですが、林の中を走るのは

気持ちよく、爽快な（でも怖い）ダウンヒルもあ

ります。一度はチャレンジする価値があるコース

と思います。（今橋） 
 
 参加者の皆さまご苦労さまでした。さすがに愛

宕山は皆さん効いたようですね！それだけに面白

いでしょ・・ 特にあんな下りはそこらのコース

ではなかなか無いですからね！ 
  私も半年前は辛くて（楽しくて？）死ぬかと思

いましたが、さすがに今はかなり楽（少し見栄あ

り）でした。日ごろのトレーニングの成果でしょ

う！いつかは古川部長をぬいてやる・・？？ 
（澤畠） 
 

 
 

＊那珂川カヌーフェスティバル 

【日時】10 月 11 日 
【参加者】斎藤会長、今橋副会長 
【内容】 

例年のごとく、カヌーマラソンのスタートを担当しました。参加者は茨城大の学生が多く、パドラ

ーズ、鉾田カヌーの面々もトライしていました。県境から御前山までのコースですが、トップの選手

は約 40 分程度でゴールしています。来年は古川新会長も参加してはいかがでしょうか。（今橋） 

 

＊長良川であった身軽なお二人さん 

【日時】10 月 11 日、12 日 
【レポート】鮭川 

10/11，10/12，１泊２日で友人と滋賀県の長良川にカヌーツーリングに行ってきました。長良川は，

カヌーのメッカとあって水はきれいだし，面白い瀬もいくつかありました。まあ，カヌーで下ってい

る方も多くいますし，ラフティング大会中であったため，大会区間はラフトであふれてましたけれ

ど・・・。二日目の日，河原で私に声をかけて来る人がいるのでびっくりしました。よく見ると，小

屏風岩前にて 

くさり場、MTB は担ぐものです 
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山さんではあるませんか！遠く滋賀まで来て，知人に会うとは思いませんでした。 
まあ，長良川はカヌーのメッカという証でしょうか。（鮏川） 
＊注記：下記レポートで指摘のように、長良川は岐阜県です。 

＊そのときもうひとり岐阜県にいた 

【実施日】10 月 10 日から 12 日 
【レポート】澤畠 
【内容】 
 長良川は、岐阜県です。滋賀県ではありませんよ！ 
私も１０日～１２日はすぐそばにいました。 
関市の「刃物祭り」ですが、妻の田舎ですのでそちらに厄介になってました。（実家ではないが・・）

さすが、小山さんは出没していましたか・・ 
長良川は何度行っても、カヌーを浮かべた事は１度しかなく、「そのうち」と思いながら７年が過ぎ

ました。このままだとやる気は起きないかも！ いい川なんだがなぁ～（澤畠） 
 

＊那珂川上流ツーリング（寒河江～黒羽） 

【実施日】11 月 18 日【区間】寒河江～黒羽【天候】快晴 
【参加者】古川、今橋 
【内容】 
１１月１８日に那珂川上流をやりました。 

当日は皆さんの都合がつかず、古川、今橋の２名で

実施しました。 
朝方雨が降りそうでしたが、黒羽に到着したころ

には快晴となりました。水温もそれほど冷たくはな

く（といってもチンは避けたい温度ですが）、水質も

良く、さらに水量も程よくあり、絶好のコンデショ

ンでした。瀬で遊びながらくだりましたが、釣り人

はもちろん水遊びをしている人もほとんどな

く、すばらしい自然を二人じめできました。あ

と二三人いればもっと楽しく遊べたかなと思

います。(今橋) 
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＊サイクルショー報告  

【実施日】1１月２日 
 
【内容】 

１１月２日 東京国際自転車展に行ってきま

した。 
規模が予想以上に大きく、驚きましたね！ モ

ーターショーを見ているような感じで、ただ車

のスペースが小さいだけ、の差でした。また、

アトラクションでトライアルレースがあったり、

各ブースではワークスライダーが来てサイン会

やデモなどを行っていました。外ではいんなバ

イクの試乗会やショップのバザールなどが有っ

て時間があっという間に過ぎてしまい、楽しか

ったですよ！ 
その中から、GIANT ワークライダーの DH 選手

「増田まみ」／Jamis XC ライダー「檀 拓磨」

と私／の写真をつけときます。見てください。

で、私的には GIANT と Jamis をじっくり比べ

る事ができた為、大変有意義でした。後は決断

だけでしょう・・・ 
追伸：G・さいと」にて新車（バイク）を発注してきました。 

Jamis ダカール XC コンプです。納期は早ければクリスマス頃、遅ければ来年ですかね・・ 
ま、私はあわてませんので楽しみに待つ事にします。(澤畠) 

 

＊ごくろさまでした斎藤前会長退任あいさつ 

水戸カヌークラブの皆様へご無沙汰している間に

01．02 年度の会長任期がアットいう間に過ぎてしま

いましたが会員の皆様におかれましてはいかがお過

ごしでしょうか。 
 この 2 年間はこれといったツーリングもキャンプ

も実行できずに終わってしまいましたが千代橋をホ

ームグランドにした人、愛宕山界隈の MTB コース

では飽き足らず神峰山コースまで足を伸ばした人な

ど色とりどりの皆様のお陰で楽しく又事故なども無

く Enjoy できましたことに感謝申し上げます。 
 新任会長のファイトマン古川伸一氏は”頑丈”ですから会員の皆様壊されないように種々選択して

取り掛かってください。新興勢力 MTB 部長の沢畠氏は企画どっさりのアイデアマンでもありますの

で脚力の弱ったと思われる方出走しては如何でしょうか。最後の〆・・・カビ、埃、クモの巣で固ま
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っているフネの持ち主は恒例の忘年ナベに持ち込んでください。  
 寒くなってきますので会員の皆様におかれましては体調を崩さないようにご自愛ください。 これ

までのご協力に感謝申し上げます。（斎藤） 
・2 年間ご苦労さまでした。今後は日立支部長として、さらなるご活躍を期待いたします。（今橋） 
 
 

＊古川新会長、所信表明！！ 

水戸カヌークラブの皆さん、１１／８の総会で今期の

会長に任命されました古川伸一です。（ひたちなか市在

住）昨今の心境も含め御挨拶いたします。 
会長が変わっても活動に大きな変更はありませんが、

クラブ員の皆さんが少しでも多く参加できるような、企

画を実施したいと思っています。 
現在当クラブには、ツーリングを中心として、ホワイ

トウォター部、キャンプ部そして MTB 部が自然発生的

に活動しており、個人的な活動として釣り、自然芋／蛤

採り等を楽しんでいます。ひとつの活動に縛られない幅

（懐）の広さが特徴ですので、各部の活動を尊重して交流を深めたいと思っています。しかし、昨今ク

ラブ員の平均年令と社会的位置付け上昇と、各部のスキルアップによる活動の多角化により、数年前に

くらべ全体での活動が縮小しているように思えます。 
そこで提案（活動目標）です。 
① 参加しやすい企画：少人数での活動でも OK ですので、活動の報告をお願いします。新企画の芽が

隠れています。（隠れ家的居酒屋やとっておきの場所の紹介も歓迎）過去の活動記録を見るとやっ

ていることは今と変わらず、ただ個人的活動でも活動計画と報告があり、参加し易かったのかも知

れません。数年前を参考に親睦会的なツーリング等も企画したいと思っております。今頃になると

「紅葉狩りツーリング＋鍋」「漕ぎ納めツーリング＋忘年会」「漕ぎ初め＋新年会」がありました。

この全てを実現することはちょっと難しいですが、できるだけ企画します。 
② 他団体との交流：那珂川カヌーフェスティバルをはじめ他団体の企画に手伝いの範囲をこえての参

加（競技参加等）。競技に参加すれば大会も盛り上がるし、参加賞もゲットできるし。カヌーフェ

ス以外にスポーツエスカヌー大会、ボーイスカウト大会の支援、アガサカップ等への参加。 
③ 新人の確保：活動の幅を広げるためにも必要と考えます。皆さんの身近な人をそれぞれの活動に誘

って下さい。 
④ その他 

リバーレスキュー講習会、MTB ツーリング、イモ煮会、潮干狩り、自然芋掘り・・・ 
これらのことを今期の活動目標にして、少しでも現実できるようにしたいと思っています。（古川） 

 

新会長の写真は青森のスポーツ店にもかざってありました。とにかく超アクティブな人です。2 年間

みなさんをひっぱり続けてください。メンバー各位もご協力をお願いします。（今橋） 
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お知らせ 
１）休部及び退会の届けがでています。 
・名倉公子さんが一時休会します。 

水戸カヌークラブのみなさま、ご無沙汰しております。名

倉です。 

なかなか活動に参加できずにいましたが、今年度で休会す

ることになりました。子供が生まれてから、すぐにでも親子

で参加しようと、皆さんからの活動報告を楽しみ読ませてい

ただいていましたが、仕事に復帰してからは、毎日が精一杯

で、メールを読む間もない日々が続いています。（でも、休

日には、近くの草むらや裏山で小さな自然を楽しんでいます。今、家には、どんぐりやつばきの実、

松ぼっくりがいっぱいです。） 

今まで、アウトドアの遊びをたくさん教えてくださり、ありがとうございました。また親子で復帰す

るまで、忘れないでいてくださいね。 

皆さんの、青空の下での活躍と安全をお祈りしております。 

2003.10.26 名倉公子 
【息子さんがもう少し大きくなったら、旦那さまもお誘いの上ご一家で復帰してください。早めの 
復帰を待っています。（今橋）】 

・江連美知明さんが休会します。 
公私とも時間が取れず、すみませんが今年度で休部とさせて戴きたくお願いします。（江連） 
【時間ができたときにはいつでも顔を見せてくださいね。復帰をお待ちしています。（今橋）】 

・坂下直人さんが退会します。 
クラブ活動に一度も参加できなくて申し訳ありませんでした。誠に勝手ながら今年いっぱいで退会

させてもらいたいと思います。また、千代橋であったときには遊んでください。では。（坂下） 
【坂下さんの場合は、我がクラブでは物足りなかったものと思いますが、千代橋ではお会いできると

思いますので、今後とも宜しくお願いします。特に小山さんよろしく。（今橋）】 
・総会出欠の返信が連続してなく、かつ会費も今年度分を含めて 3 年間未納となっています本田さん、

石井治さんにつきましては会員継続の意思なしと判断させていただきます。次年度の総会案内のみ送

付しますが、本号より会報の送付は休止いたします。本件、コメントある方は連絡ください。（今橋） 

２）会費納入状況 

会費の納入状況を添付しました。会費の振込みをおわすれの方は宜しくお願いします。なお、納入状

況は 11 月 8 日現在です。 
３）忘年なべ 

今年は原点に帰って川原での開催を予定しています。12 月 14 日､13 日ごろ開催の予定です。メール

で別途案内がでると思いますが、参加予定者は役員まで連絡ください。 

４）今年度の会員名簿 
会員名簿を添付します。なお、部外秘としますので取扱には注意ください。 

編集後記 
２００３年は出張のため、会報を二回しか発行できませんで申し訳ありませんでした。と言う訳で、

事務局にのこることになりました。来年は二ヶ月間隔での発行をめざしますので、企画への参加とレ

ポートをお願いいたします。それでは、メリークリスマス＆良いお年をお迎えください。（今橋） 

ご自宅にて息子さんと 
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