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クラブ便りその 1：会員継続手続きの御案内

クラブ便りその 2：今までの活動報告

1.御岳クリスマスツーリング：2011.12/18（日）
今年は 7 名で過ごしてきました。メ

ンバーは、漕ぎ班が浦辺さん、村井さん、
芝田（保）さんと私。そして村井ファミ
リー（宇田父・宇田母・村井さんの旦那
様）が「河原散策ひやかし隊」で参加さ
れました。そして、ゴール地点の河原

で遠藤（哲）が合流。ノアのクリスマスケーキとおでん＆うどん、
そして宇田母からおいなりさんとかんぴょう巻も差し入れで頂
き、皆で河原でいただきました。詳しいレポートは 3 ページの
ストリーム便りをご覧ください☆ （普及部　遠藤洋子）

2. 忘年会＆新年会：2011.12/10(土)・2012.1/14（土）
■忘年会■ 永山のやきとり「山長」で開催。参加は石井さん、

北村さん、芝田（仁）さん、戸川さん、中尾さん、和田（淳）

さんと水野でした。話題はもちろん 2011 年のカヌーツーリン
グの話題、2012 年のツーリングの予定等など盛り上がってき
ました。途中犬塚さんが電話をくれ、声
のみでの参加となりました。忘年会の
後、外にでると皆既月食が始まってお
り、みんなで月食を眺めてから解散と
なりました。

■新年会■ 場所は永山の「瞬彩」に
て。参加人数を少なく見積もった私のせいで狭い場所で濃密に
呑んできました。参加は安西さん、石井さん、遠藤（洋）さん、

小篠さん、北村さん、芝田（仁）さん、
戸川さん、長井さん、柳田さん、和田（淳）
さん、水野、そして遅れて参加の大塔
さんは素敵な和服で参加でした。2 次会
にはボーリングに行き、2 ゲーム楽しん
できました。（水野）

今年も例年通り、4 月以降 1 年間のクラブ員登録の案内を以
下のように行います。保険の適用期間が 4 月 1 日から 1 年間と
なっていることから 4 月の最初の活動から保険を適用し、安心
して活動して頂くために、出来るだけ 3 月じゅうに継続手続き
を完了したいと思います。

クラブでは今年も、どなたでも参加できる遠征ツーリングを
はじめ、多摩川上流部などでの日帰り講習会、プールでの練習
会、芋煮会など楽しい企画を計画しています。みんなで自然の
中に入っていき、カヌーライフを大いに楽しみませんか？ その
ためにはみなさん是非継続をお願いします！

継続手続きをする方は、同封の振込用紙を利用し、口座番号・
加入者名は次の通り記入して下さい。

また万が一に備え、規約にて、クラブ員は『スポーツ保険』
加入が義務付けられています。総務部で「クラブ会費＋保険料」
の払込みが確認できた方から、前記保険の申し込みを行います。

保険の対象はクラブ活動（※）の事故に限ります。（※仲間

同士の独自の活動でも、事前に役員 info@paddlertama.com 
にご連絡頂いた場合は、クラブ活動扱いと致します。必ず事前
に連絡してください。）それ以外は保険の対象になりませんの
でご注意ください。保険期間は保険会社へ掛金を振込んだ日の
翌日から、翌年 3 月 31 日まで。手続きには 2 週間前後の日数
が必要ですので早めの手続きをお願いします。

クラブ年会費、及びスポーツ安全保険料は昨年と同様で下記
の通りです。手続きは、会員種類に応じた会費と保険料の合計
を振込んで下さい。家族会員を同時に申し込む方は会員の合計
金額を振込んでいただくと同時に、振込用紙の通信欄に家族会
員の氏名も記入して下さい。また保険会社への手続き書類に記
入が必要ですので、正会員を含む全員の生年月日及び年令を忘
れずに記入して下さい。

会員の種類 クラブ 
年会費 

スポーツ 
保険料 合計

正会員 4,000 円 1,500 円 5,500 円
家族会員（高校生以上） 2,000 円 1,500 円 3,500 円
家族会員（中学生以下） 2,000 円 500 円 2,500 円
パドタマ会員 3,000 円 ー 3,000 円

以上勝手ではありますが事務整理の都合上、3 月 31 日まで
に振込手続きをお願い致します。不明な点、または何か連絡事
項がありましたら総務部・水野までご連絡下さい。
都合で期日までに振込が出来ない方は、その旨を必ず事前に
連絡して下さい。

みなさんお久しぶりです。まだまだ寒い日が続いていますが、
もうすぐ春はそこまで来ていますね！ 4 月からの年間予定もプ
ランしましたので、2 ページめをチェックして下さい！総会＆
プール開きのあとは、すぐ漕ぎに行きましょうー♪ 今年も色々
な場所で漕げるのがとても楽しみですね。あっ、その前に下記
もよーく読んで、更新手続きも宜しくお願いします。（洋）

1. クラブ便りその 1：会員手続きの御案内
2. クラブ便りその 2：今までの活動報告
3. クラブ便りその 3：今後の活動予定
4. ストリーム便り：御岳クリスマスツーリング
5. エディ便り：お餅つき大会など
あたたかい飲みものを用意して、ゆっくりとご覧下さいね。
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クラブ便りその 3：今後の活動予定
今回は、2012 年度の予定をツーリング中心にご紹介します。

「自然と共に」今年も漕ぎましょう！この他にも、近隣の川で定
点講習を随時プラン出来ればと思います。なお、講習会等の日
程は後日別途送付される「総会議案書」を併せてご覧下さい。

4/15（日） 2012年度クラブ定期総会＆プール開き
西永山複合施設の調理室にて行いま

す。総会は 10 時～ 12 時。2011 年度
の活動・決算報告及び新年度の体制、活
動方針、予算案等ディスカッションと
議決を行います。みなさん是非都合を
つけてご出席下さい。事前に議案書を

郵送します。やむを得ず出席出来ない方は議案書に同封する委
任状の提出をお願いします。（担当：総務部）

総会終了後 12 時～ 15 時は、引き続き同室でプール開き（懇
親会）。 参加費不要（ご家族・友人は￥500）、差し入れ大歓迎
です！ （担当：普及部）

4/28（土） 流水講習(多摩川・御岳／釜ヶ淵)
シーズン初めは御岳での流水定点

講習です。昨年好評だった定点での
流水で冬の間に固まった体をほぐ
しつつ、水面での感覚を取り戻しま
しょう！やはり、プールと違い流れ
ている川は気持ちいいです。景色も
気持ちいいです。この時期なら水温
もだいぶ緩むはず・・・　奮って、参加お待ちします！　（強化部）

5/3（木・祝）～5（土・祝） こどもまつりカヌー体験教室
GW に多摩センター駅周辺で行われ

る「こどもまつり」に今年も参加しま
す。当クラブは中央公園の大池で「カ
ヌー体験教室」を行い、お客様にカヌー
を楽しんで頂きたいと思います。皆で
楽しみながら頑張りましょう！　なお、

より多くの方にご参加頂く為、待ち時間減少の為にも「カナディ
アンの漕ぎ手」がキーとなります。とにかくマンパワーが必要
ですのでご協力をお願いします。例年どおりクラブ T シャツも
作る予定です♪（編集部）

5/26（土）～27（日） 気田川ツーリング
我がクラブでは定番の気田川は外せ

ませんので予定に入れてあります。今年
も 5 月に設定しました。清流・景観など、
春の気田川を存分に楽しみましょう！

「静岡カヌークラブ」の方々も、御都合
があえば何名かの方と御一緒出来るか
もしれません。今年も楽しみです！ （対象：初級者～） ( 普及部 )

7/15（日） 流水講習 （長瀞）
長瀞は埼玉県の西北部、荒川

の中流域に位置する景勝地。国
指定の名勝・天然記念物「長瀞
岩畳」を中心に観光地としても
知られています。今年も 7 月に
GO ！瀞場と瀬が交互にやって
くる、変化に富んだ川下り。渓
谷と岩畳の風景が今から楽しみ

です。ぜひ「小滝の瀬」をチャレンジしましょう！
なお、三連休の中日ですので、前後のどちらかの日にかけて

泊りがけプランを立てて出掛けてもいいですね。（※こちらは
有志で参加希望者がいた場合の実施になります。）（普及部）

8/4（土）～8/5（日） 本栖湖ツーリング
今年の夏休み湖プランは、本

栖湖に出掛けたいと思います。
何度か行っていますが、近いし
水もキレイですし、静かでその
ままの自然が残っているのが魅
力ですね。漕ぐだけでなく、泳
ぐ（完全水中）のもありな水質
です！子供たちは泳いでいる時

間の方が長いくらい。また、早朝の湖面もなかなかな、雰囲気
です。コーヒー片手に。湖なので、初心者から参加可能で、ご
家族やお友達の参加も OK。（応相談） 夏休みなのでファミリー
で是非いかがですか？（普及部）

9/22（土）～23（日） 富士川ツーリング
９年前にクラブで訪れた富士川に久

しぶりに行ってみようと考えています。
近日一度探査に行ってきますので、コー
スなど詳細は後日ご連絡しますね。対
象は初級者からの予定です。なお、探
査結果次第では、行き先（川）を変更
する場合もありますので御了承下さい。（普及部）

10/27（土）～28（日）ハロウィンin多摩センター カヌー体験教室
もう 5 回目の参加になります。内容

は GW のこどもまつりと同様。大池で
お客様を載せて漕ぎます。ハロウィン
イベントなのでお客様の中にも仮装し
ている方も多いです。特にお子さんの
仮装姿はとってもカワイイですね。子

供たちに『ありがとう』と言われると、なんだかとてもいい気
持ちになります。 我々も受付付近にカボチャグッズを飾ったり、
帽子やマントを着用する等して、ハロウィンの雰囲気を盛り上
げながら今年も行いましょう。（編集部）

11/23（金・祝） 宮ケ瀬湖 紅葉ツーリング
今年の紅葉ツーリングは、久しぶ

りの宮ケ瀬湖を考えています。秋に
行くのは初めてですね。

具体プランは追ってメンバーメー
ルで御連絡します。初心者、ご家族
などの参加につきましては寒い時期
なので応相談にて。紅葉とうまく重
なりますように…！（※日程は決定です） （普及部）

12中旬（9日か22日を予定） 
御岳（多摩川）クリスマスツーリング

冬の御岳をダウンリバーした後は、河
原の焚き火で温まりながら、ノアのク
リスマスケーキを皆で食べましょう☆

漕がない方は、散策組・定点班にて
御参加を！ 日射しに恵まれれば暖かい
ので、コーヒーを飲んでしばし冬の寛

ぎタイムです。（普及部）

4/22（日）～毎週日曜 プール練習
原則日曜日の 13：00 ～ 16：00。但し、ツーリングなどク

ラブ行事と重なる日は基本的に無しです。当番のお願いもさせ
ていただきますのでご協力をお願いします。なお、プール清掃
は 6/16（土）・24（日）に行いますのでまた皆様の御協力を
お願いします。( 総務部 )
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ストリーム便り：2011.12/18（日）御岳クリスマスツーリング＠村井さんからの投稿文です
しばらく御岳をサボっていま

したが、秋からボチボチ復活し
ました。久しぶりに行くとさす
がにビビリますが、やはり御
岳は楽しい。さらに旦那も艇を
手に入れて一緒に行くようにな
り、ますます楽しい。帰りの運
転が楽だし（笑）。

そんなわけで御岳クリスマスツーリングは 2007 年に参加し
て以来、４年振りでした。両親と旦那は散策組で参加させてい
ただき、私は旦那艇（ダガー・G ライド）を借りて挑みます。

御岳では初めて乗る艇なので少々不安もありましたが、いつ
ものイナゾーンよりずっとボリュームがあるせいか安定感があ
り、なかなかいい感じ。肩慣らしをして発電所の橋にいる散策
組に手を振り、漕ぎ進みます。

本日は WSN 主催クリスマス
カップスラロームレースが開
催とのこと。タイミングが良
ければレースが始まる前にサ
サッと漕いで通り過ぎるつも
りでしたが、ワニ岩で浦辺さん
が矢澤一輝選手（ロンドンオリ
ンピック代表）から得た情報に

よると、レースはすでにスタートしているとのこと。
レース真っ最中のコースを観客の視線を浴びながら漕いで行

く勇気はないので、三ッ岩～歯っ欠け岩はポーテージ。携帯で
母に連絡して散策組と合流し、しばし河岸から観戦しました。

シドニーオリンピック代表の安藤太郎選手も出ていました。
ちなみに優勝は矢澤一輝選手。ロンドンで是非メダルを。

河原で記念写真を撮って散策組と分かれ、我々はさらに漕ぎ
進みます。歯っ欠け岩を過ぎると「今日も何とか乗り切った」
という安堵の気持ちになり、あとは比較的のんびりモードです。

流れに身をまかせ周囲を見渡せば、キセキレイ、セグロセキ
レイ、カワガラス…。カルガモも上手にフェリーグライドして
います。運が良ければカワセミに会えますが、その昔１度見た
きりだなぁ。今度いつ会えるかなぁ。

なんて事を考えつつ、何も考
えなかったりしつつ、しばらく
ボケ～っと漕いだら次の緊張ポ
イントは禊の瀬です。チキン
コースを通ってエディへ。そこ
でまた散策組と合流。左岸側の
エディは日当たり良好で、とて
も気持ちがいいのです。

いつもはここで、ちょっと瀬を覗きに行っては（ヘタレ＆ヘ
タの為、ちゃんと瀬に入れない）休んで仲間が遊ぶ姿を眺めて
いるのですが、今日は艇が違うので思い切っていつもより余計
に挑戦してみました。するとどうでしょう。いつもはなかなか
乗れない禊の瀬にも気持ちよく乗れました。あくまでも本人の
感想です。周りから見れば“ちょっと乗った”程度でしょうが
本人は大満足でウキウキ。調子に乗って沈しましたが、最近ス
ランプだったロールが成功し
て、これまたウキウキ。でもあ
まり調子に乗るとケガをします
ので（経験済み）、ほどほどに。

ゴールの吉野に着くと、河原
で手を振る男の影。前日の酒が
抜けたのか（同窓会だったらし
い）、遠藤旦那のお出ましです。

気温は低いものの、今年の
クリスマスツーリングも穏や
かな小春日和で良いお天気で
した。おてんとさんは本当に
ありがたいですなぁ。

おでん＆うどんで身体を温
め、芝田やっちゃん差し入れ
の牛タンスモーク、宇田母差
し入れのおいなりさんを食べた後は、いよいよ本日のメイン、
ノアのクリスマスケーキ。

大きなイチゴと星形のクッキーがキュート！そして中央に鎮
座するハート形のクッキーに「カヌークラブ」と描かれた特製
クリスマスケーキの登場に、みんなテンションが上がります！

村井旦那と宇田母の共同作業でケーキカット。大きなイチゴ
は人数分あり、みんなで仲良く分けました。金子さん、いつも
美味しいケーキをありがとうございます！たっぷり食べて喋っ
て、陽が陰りはじめた午後３時過ぎ、河原を後にしました。

４年振りに参加して再確認した事。その①漕いだ後の河原お
でんは美味しい、その②やっぱり金子さんのケーキは美味しい、
そして新たに思った事。「艇が欲しい！」

この日は、お天気に恵まれて良かったですね！
キンと冷えた空気の中、太陽の日射しのあたた

かさを感じて、そのありがたさをしみじみ感じながら漕ぐ初冬
のツーリングは、またオンシーズンとは少し違う楽しさがあり
ますよね。2012 年は紅葉時期にもこのようなツーリングをし
てもいいかも？と考えています。（11 月中旬位に）　クリスマ
スケーキはちょっと早いので、違うケーキですかねー（笑）　
では、また皆で御岳にゼヒ出掛けましょうね！（普及部：遠藤洋）

↑
散
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組
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タ
ン
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編集後記

クラブ行事ではないのですが、当日はど
んな感じだったか気になる方も多いと思う
ので、今回写真を掲載してご紹介すること
にしました。

忘年会で話が出て、その後石井さんから
の呼びかけのもと、お正月あけの１月８日（日）に、「新年を祝っ
てもちつきぺったんぺったんこ♪」と、一本杉公園の古民家の
旧加藤家でお餅つきで集まりました。会場は、芋煮会と同じ所。
9 時半から 3 時まで場所を借りました。

きなこ、からみ、あんこでつきたてのお餅をいただきました。
合計で約６キロ（！）をついて、和田さんの即興のもちつき歌
などで盛り上がり、おなかいーーっぱい食べましたが、まだま

だあったので、みんなでお持ち帰りし
たそうです。御家族にも喜ばれたとか！
良かったですね。

有志メンバーで集まった参加者は 12
人。以前在籍されていた小海ママもい
らっしゃったようですよ。（取材：編集部）

クラブオリジナルステッカーを
今回の封筒に同封しましたのでお
受け取り下さい！ 当クラブ 20 周
年（2008 年）を記念して翌春に
作成したステッカーです。当時在
籍されていた皆さんは 2 枚ずつお

渡ししましたが、今回のはその時の在庫になります。ゼヒ貼り
直したい、新しい所に貼って下さいね♪

ホームページの URL をシンプルかつインパクトのある文字
で表現しました。もちろん耐水性で、1 文字づつ切り文字になっ
ているのがこだわりです。どこに貼りますか？ヘルメット、艇、
車…どこに貼っても Good ！（私物に貼って OK ですよ）

これでチーム力を高めつつ、川や湖で当クラブをさりげなく
アピール♪文字は白・黒の 2 色です。他のパドラーとの会話や、
新メンバーとの出会いに繋がったりして !? 春のシーズンイン
が益々楽しみになるステッカーです。（担当：遠藤洋）

66 号に続いて連載 3 回めです。今回は 4 作品集まったので、
ご紹介させていただきます♥　編集部では随時作品を募集中で
す！ぜひ皆様もおよせ下さいね。（洋）

○ 雪原なら　自由に描ける　ラインかな
（聖ヶ丘・Mr.10 年ぶりスキーヤー） 

○ カレンダー　週末何回　漕げるかな
（東区・パドラーＴ子）

○ 瀬の中で　パドルはなして　おおあわて
（貝取・S-P）

○ パドルして　行きたいカナダの　さくら狩り
（レジーロジャース・戸川　玲）

今年も 5 月の GW のこどもまつりに合わせ、クラブＴシャ
ツを作る予定です♪　今年は和田恵美子さんにデザインをお願
いしていますよ～（初めて）。　和田ちゃん、よろしくお願い
します！ どんなＴシャツになるか、みなさんお楽しみに☆

なお、Ｔシャツの希望サイズのある方は、
4 月 1 日迄に、Ｔシャツ発注担当の遠藤（洋）
に御連絡下さいね。サイズは 150・XS・S・
M・L・LL・XL があります。（遠藤洋子）

2 ページめにも書いたとおり、6/16（土）・24（日）にプー
ル清掃を予定していますので、皆様宜しくお願いします！

それに向け、役員会の折にちょっと話にでたのですがプール
の底に沈下したゴミ、あれをチュ～とうまく吸い取れたら…と
考え、web で検索してみたら、プール掃除ロボットのレンタ
ルがありました。こちらはご参考まで↓

http://www.jce-overseas.co.jp/dolphin/rental.html　

レンタルなので、少し割高ですが積年の悩みを解
決してくれそうな気がします。まぁ、この業者（機械）
でなくても、専門の機器をレンタルするという方向
で検討してみてもよいと思います。

皆さんももしアイディアがありましたら、役員メ
ンバー宛メール info@paddlertama.com にお気軽
にご連絡下さい！宜しくお願いします。（役員会）

当会報誌パドタマは郵送でお届けしていますが、今号からは
メールでデータもお送りしますのでパソコン上でもお楽しみ下
さい！写真を拡大して見れるなど、紙とは違う楽しみ方も出来
るようになりますよ♪なお、今後 1 年はテスト期間とし併用致
します。その後、データの方が好評であれば移行も考えていき
ます（※希望者には郵送も検討）。紙であることの意味も重々

承知しているのですが、データ配信に変われば経費面や保管性
で利点もあると考えています…。本件は今後編集部＆役員会で
協議していきますので、どうぞ宜しくお願い致します！ 

追伸：出力について～今回は自宅プリンターでなく、外部で
出力してみました。誌面、若干きれいだと思いますがいかがで
すか？こちらも感想お聞かせ下さいね！（洋） 

今年の冬は例年になく寒く感じます。インフルエンザもかな
り流行したようですが、皆さまは大丈夫だったでしょうか？そ
ういう私は無事に風邪ひとつ引かず春を迎えられそうです。

みなさんにお伝えしているとおり、このパドタマも変革？の
時期。手元へ届く方法含め、検討・模索中です。ご意見、ご感
想お待ちしています。（小篠）

●エディー便りその 1：2012.1/8（日）餅つき大会＠一本杉公園：古民家

●エディー便りその 2：パドタマ ステッカー送ります！

●エディー便りその 3：カヤック川柳・俳句　発表！③

●エディー便りその 4：今年もスタッフＴシャツ作成します！

●役員会より：プール清掃に向けて

●編集部（＆役員会）より：「パドタマ」 データ配信と出力について

?


