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クラブ便りその 1：今までの活動報告

1. 2012年度クラブ定期総会＆プール開き：4/15（日）
西永山複合施設の調理室で、総会が開

催されました。今年は議長を石井さん、
書記は北村さんに引受けていただきま
した。定数 37 人、出席 19 人、委任状
12 枚で総会は成立いたしました。すべ
ての議案が賛成多数で可決されました。

6 号議案での会則の改定が可決され家族会員の活動の制限が
なくなりましたので、正会員と同様に積極的にクラブ活動への
参加をお願いいたします。また、総会の席で家族会員の入会資
格の最低年齢について質問がありました。総会の席でこどもま
つりの乗艇の基準としているライフジャケットを着用できるこ
とを条件に運用することとなりました。（ツーリング等の参加
については現在と同様に随時役員、リーダーの判断で活動を制
限することとしました。）

今年も私（水野）がカヌークラブの会
長を務めさせていただくことになりまし
た。現在、当クラブはカヌーを通じてア
ウトドア活動を楽しむことが大半となっ
ていると思います。カヌークラブの活動
を全員が楽しんでやっていけるよう、活
動を続けていけるように皆さまのご協力をお願いします。

今年度も活動方針のチーム制と仲間を増やすことに力を入れ
て進めていきたいと思います。クラブ員全員がどこかのチーム
で活動してもらいたいと思います。昨年は手をつけられなかっ
た部分もありますが、もちつき大会を開催するなど活動が広
がった部分もありました。今年も積極的にクラブの活動をそれ
ぞれが引っ張っていってもらいたいと思います。

総会終了後の 11 時すぎからは例
年通り、プール開きへ移行。恒例の
大塔さんのお赤飯、さくらご飯の差
し入れ、長井さんが自宅で仕込んで
くれた餃子の餡を親父集団がみん
なでワイワイ言いながら包み、和田

（恵）の仕込んでくれたたこ焼き等を
楽しみながら、軽くアルコールを飲みながら今年のカヌー活動、
カヌーだけに限らず、板東さんの畑の話などなどいろんな話題
でもりあがり、15 時過ぎに解散となりました。

今年もカヌークラブの活動を事故なく、楽しくやっていける
ようにクラブを運営していきたいと思います。みなさまよろし
くお願いいたします。

2012 年 4 月　多摩市カヌークラブ会長：水野 健太

2. プール練習スタート！
プール開きは 4/15（日）に済んでいますので、基本的には

日曜日はプールは開放中で練習出来るのですが、まだ利用者は
いらっしゃらないようです。プール清掃は 6 月ですので、その
後はどんどん練習に利用しましょう！（総務部）

3. 流水講習(多摩川・御岳／釜ヶ淵)：4/28（土）
御岳で春の流水講習会を 9 名で

実施しました。昨年の台風による
影響で全体的に流れがフラットに
なり、落ち込みなどがつぶれてい
たので初漕ぎにはちょうどよかっ
たかもしれません。ゆるやかな流
れを使ったフェリーグライドやストリームイン・ストリームア
ウト、エディーキャッチなど、流水の基本的な技術を水野さん
の指示のもと繰り返し練習しました。参加者など詳しくはスト
リーム便りをご覧ください。（強化部・長井）

4. こどもまつりカヌー体験教室：5/3（木・祝）～5（土・祝）
多摩センターでのイベント「こど

もまつり」に今年も参加し、中央公
園の大池でカヌー体験教室を行いま
した。残念ながら、1 日目（終日）と、
2 日目の午後は雨で中止となってしま
いました。詳細は 3 ページめのスト
リーム便りでご報告します。（編集部）

5. 気田川ツーリング：5/26（土）～27（日）
毎年恒例の気田川に行ってきました！メンバーは多摩から

11 名と、静岡から 3 名。宿泊班は遠藤（洋）、北村、芝田（仁）、
田中、徳村、水野、村井、柳田の 8 名、日帰り班は遠藤（哲）、
和田（恵）、小篠（正）の 3 名。そして静岡カヌークラブの加藤さ
ん、林さん、高畑さんの 3 名と現地で御一緒しました。（高畑
さんは日帰り）天気はツーリングスタート直後まで晴天、その
後は曇り。心地よい気温で快適でした。（例年より若干低め）ツー
リングは 11:30 ～ 14:40 の約 3 時間。日も長いので、キャン
プでの食事も明るい時間に行なえ
ました。高速は出来たての新東名
を使い、浜松浜北 IC を利用したの
ですが、約 20 分ほど早かったかと
思います。他詳細は 4 ページめの

「ストリーム便り」をご覧ください
ね。（普及部・遠藤洋）

こんにちは！新しいパドタマが出来上がりましたのでお届け
します。春のパドリングレポート満載号です！今年は良いスター
トダッシュをきれていますよね。こどもまつりは開催日数が少
なかったとはいえ、たくさんのお客様に乗っていただけました
ので良かったです！やはり太陽の下で漕ぐのは楽しいですね。

1. クラブ便りその 1：今までの活動報告
2. クラブ便りその 2：今後の活動予定 
3. ストリーム便り：御岳下流・こどもまつり・気田川

これからがカヌーのベストシーズンですね。今後の活動予定、
チェックですよー！では、ゆっくりご覧下さい！（遠藤洋）
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クラブ便りその 2：今後の活動予定

ストリーム便り：流水＠御岳：4/28（土）＠芝田仁さんからの投稿文です

1.プール清掃：6/16（土）・24（日）
各講習会が始まる前に、プール清掃を 2

回行ないましょう。時間は 10 時～ 12 時
の予定ですが、午後も引き続き行なう場合
もあります。クリーナー（水中掃除機）も

導入検討中。艇庫の整理や、備品の虫干しも行ないます。多く
のクラブ員の皆さまのご協力をお願いします。（総務部）

2.カヌー体験会：7/1(日)・7/29(日）
西永山複合施設内プールでの体験会は、7 月

に 2 回 行 な い ま す。10 時 ～ 15 時 、 参 加 費
1000 円。参加者大募集中なので、ぜひ周りの
方にお声掛けください。お手伝いしていただけ
るクラブ員の方は 9 時半にプールにお願いします。（※今年は、

「親子」や「障がい者」などは問わずに募集します）（強化部）

3.流水講習（長瀞）：7/15（日）
夏の長瀞に今年も行きましょう。「小滝

の瀬」にチャレンジ！渓谷と岩畳が楽しみ
ですね。三連休の中日ですので、前後どち
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。（※希望者がいた

場合。例：7/15（日）～ 16（月・祝））（強化部＆普及部共催）
4.ボーイスカウト・ガールスカウトカヌー教室
　7/22（日） ・7/28（土）

今年の BS・GS カヌー体験教室はちょっと早めの
①  7/22（日）午後 1 時～ 3 時・ボーイスカウト・多摩 2 団・ 

小学生～中 2【25 名】
②  7/28（土）午前 10 時～ 12 時・ボーイス

カウト・多摩 1 団・小学生【22 名】
の 2 回を予定しておりますので、ヘルプな
どよろしくお願いします。（強化部 長井）

5.本栖湖ツーリング：8/4（土）～8/5（日）
夏休みは本栖湖へ！近いし水もキレ

イで、そのままの自然が残っているのが
魅力。漕ぐだけでなく、泳ぐ（完全水中）
のもありな水質です！子供たちは泳ぐ
時間の方が長いくらい。早朝の湖面もな
かなかの雰囲気です。初心者から参加

可能。湖なのでご家族やお友達の参加も OK ですよ。例えば漕
がなくても、キャンプのみのご参加もいかがですか？（普及部）

6.東愛宕小学校カヌー教室：9/9(日)
恒例となった東愛宕小での講習会を今年も行

います。午前、午後の 2 部構成。参加は東愛宕
小の 3 年生、各 10 名募集。着衣泳も教えます。
詳細は後日メールします。（大塔）

7.富士川ツーリング：9/22（土）～23（日）
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連絡し
ます。対象：初級者～。なお探査結
果次第では、行き先変更の場合もあ
りますが御了承下さい。（普及部）

8.プール練習について
日曜日の 13 時～ 16 時は西永山のプールを開放しています。

今年は気合を入れてプールの掃除をするつもりなので例年より
はプールがきれいになる予定です。静水とはいえプールでカ
ヌーに乗ることで結構トレーニングになります。ツーリング、
御岳、長瀞等などの川を楽しんで遊びながら下ってくるために
もカヌーに乗る時間を増やしていきましょう。（総務部：水野）

昨年 7 月末の西湖ツーリングを最後
にお休みしていた私にとっては、ドキド
キ、わくわくの参加、4 月 28 日 8 時に
鎌倉街道沿いのミニストップに集合、参
加者は、宇田、小篠（正）、徳村、長井、
永江、水野、村井、和田（恵）の諸氏と

病み上がりの私、芝田の 9 名で出発。ゴールデンウイークに入っ
たのに釜ヶ淵の駐車場は、がら空き状態、新緑の濃くなったな
か、川を見にゆくと、公園に通ずる柳淵橋付近の流れは、右岸
と左岸の岸近くを流れ大きな中州が広がっていた。左岸は、川
幅 7 ～ 8 メーターあり渡るのは難しそうだった。

着替え完了、艇を運ぶ、10 時過ぎに
乗艇、ここまでは無事完了、昨年と同じ
流れならどこまで挑戦できるか思案して
いたが、わたし的に思う昨年のワイルド
な流れは無くなっていた。万年橋近くの
瀬はあったものの急な流れは無くなって
いた。まずは緩い流れの中、フェリーグライドで行ったり来た
りする。漕ぎあがりにも挑戦しまずは安心した。これならこど
もまつりで漕げるなと自己満足。ただ、エディーで休む以外は、
川上に向かい漕ぎ続けることになり結構な運動量になる。ツー
リングリーダーから、フェリーグライドとストリーム・アウト、
インを連続技で練習するよう指示があり、それなりに練習した
つもりになったがストリーム・アウトがうまくいかなかった。

練習を切り上げ柳淵橋まで下ることになるが出発前に見たとお
り中州になっており右岸の方は、岸側が岩で川幅は狭く、ウエー
ブが 3 か所ぐらいあった。スカウティングの後、2 名が左岸の
チキンコースを（その 1 人は私）、7 名は余裕をもってウエー
ブに行き約 2 時間の講習は終了。

こ れ か ら が 楽 し み の
バーベキュー、場所は、
駐車場下の草道で行い、
長井シェフの前日から煮
込んだのか柔らかなビー

フのシチュー、フランクフルトソーセージの網焼きとそれぞれ
のお弁当で昼食をいただきました。昼食中に横田基地関係のア
メリカ人 20 人位が中州でバーベキューをするため資材を運ぶ
ために行ったり来たり、その度に日本語で「ごめんなさい」と
道をあけ日米親善を行い無事ツーリングは終了しました。
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ストリーム便り：こどもまつりレポート 5/3〜5 ＠水野さん、青木妙さん、北村さんからの投稿文です
今年もこどもまつりで例年通

りのカヌー体験教室を開催して
きました。今年は 3 日は朝から
大雨、4 日は午後から雨、5 日
は晴れでこれまでにない 3 日間
の内の半分しか運営できない状
況でした。4 日は午前中だけで
294 人、5 日 は 663 人 に 乗 船
いただけました。また、仲間を増やすことを目的に、長井さん
が中心となってカヤックの展示をしてもらいました。こどもた
ちがカヤックに座り、パドルを構えて写真をいっぱい撮ってい
ました。カヤックを貸していただいた柳田さん、徳村さん、長
井さんありがとうございました。今年ももちろん大行列ができ
ていました。今回は残念ながら沈が１件ありましたが、大きな
事故はなく無事に終了いたしました。皆さまお疲れ様でした。
5 日には元クラブ員の懐かしい方も顔を見せてくれていました。

もちろん 5 日の終了後は 7 時から極楽湯で打ち上げ、9 時過
ぎには打ち上げ終了で今年もこどもまつりを無事に終了できま
した。みなさまお疲れ様でした。（水野）

 搬入日～1日目（5/2～5/3）：水野さんより
5/2 の夕方、雨の降る西永山複合施設で、和田（淳）さん、

芝田（仁）さん、中尾さん、小篠さん、水野のメンバーで積込
み。5/3 は例年よりちょっと早い朝 8 時に多摩中央公園裏の
ロータリーに集合するものの天気予報通りの大雨。5/3 の朝に
しか車での搬入ができなかったので雨のなか車で荷物を降ろし
て、パルテノンに荷物を搬入して終了の予定だったのですが、
和田さんのリーダーシップのもとパルテノンのエレベーター前
でファルト 2 艇を悪戦苦闘しながら安西さんの指示のもと組立
て、アーリーを 2 艇組立て終わっても残念ながら天気の回復が
見込めそうにないので 12 時少し前に中止を確定して終了解散
となりました。

 2日目（5/4）：水野さんより
2 日目は 9 時に集合。天気は

微妙な感じ、例年通りテントを
みんなで移動して、パルテノン
から荷物を運び出してどうにか
運営開始。一旦天気が回復して
いつもの大行列となりました。
11 時半までチケットを販売し
て、全員乗せ終わったらすでに

１時少し前の状態。
１時から昼のチケット販売を開始する直前に大雨…。しばら

く雨の止むのを待っていたのですが雨が全然止まないので 2 時
過ぎには中止を決めて、荷物を片づけて 3 時ごろに解散となり
ました。

 3日目（5/5）：青木妙さんより
5 月 5 日こどもの日。3 歳の息子は、前夜からハイテンショ

ンの絶好調でした。カヌーが大好きで、大きくなったら、東京
ディズニーランドでカヌーのお兄さんになるのが夢だという息
子。朝おきると満面の笑みで「ママぁ～。今日はカヌーをする
日だよねぇ～？。パパと一緒に

『イチッ・ニッ・イチッ・ニッ』っ
て、漕ぐんだよねぇ～？」とウ
キウキルンルン♪  9 時前に都
内の家を出発。高速は順調に進
み、10 時過ぎに多摩へ到着。
予想通り、お客さんは長蛇の列
でした。みんなと会えて「元気

だった？」「大きくなったね」の
一言が、とても嬉しかったです。

同い年のこまちちゃん、面倒
見のいい仁花ちゃんとすっかり
仲良くなった息子。帰りの車内
では興奮冷めやらず「今度はこ
まちちゃんと仁花ちゃんと陸の
3 人だけでカヌーに乗るから、
パパとママは応援しててね～」とのこと。こまちちゃん、仁花
ちゃん。よろしくね。

とても楽しい 1 日を過ごせました。私はカヌークラブのみん
なが大好きなんだと再確認しました。久しぶりのカヌーで、翌
日は筋肉痛＆日焼けの跡が痛いパパでした。また次回も元気に
会えますように。ありがとうございました。

 3日目（5/5）：北村さんより
何年も参加しているがこんな

天気は初めてだ。こどもまつり
3 日目の 5 月 5 日快晴、初夏
のよう。日焼け止めをしっかり
塗り艇に乗り込む。すでにお客
さんの列が延び始めている。カ
ヌーの人気が高いのは嬉しい。

10 時スタート、大池に赤、青、
緑のカナディアンの他全９艇が浮かんだ景色は壮観だ。パドル
を一所懸命動かしながら「楽しい !」「すごい！」子供たちが言
うと嬉しくなり、大人が言うとクラブに誘ってしまう。つい話
が弾んで何周したかわからなくなりお客さんに教えてもらう事
も。それが本当に楽しく、ツーリングでは味わえない子供まつ
りの大好きな所だ。

長蛇の列は、漕いでも漕いでも縮まらない。漕ぎ手も、陸上
のスタッフもみんな頑張り昼食は全員一緒にとることが出来た。

午後は 1 時スタート。すでに
長い列が出来ている。風が出始
め操作が大変になったと思って
いたら 1 艇が沈、幸いな事に親
子は無事だった。受付終了時間
を早め何とか４時頃全員を乗せ
る事が出来た。

後片付けし極楽の湯へ、温泉
で汗を流してから乾杯！生ビールが美味い。これがあるから頑張
れる、来年もたくさんの人に乗ってもらいたい。楽しい一日でした。

 スタッフTシャツ紹介
今年もこどもまつりに合わせて作りましたよ。デザインは、

初めて和田恵美子さんにお願いしました！ プリントは前面と、
背中（首下）の 2 箇所。ブルーとオレンジの 2 色作りました。
当日お渡しできていなかった方には、この号に同送しましたの
でお受け取り下さい。　（T シャツ担当・遠藤洋）
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ストリーム便り：気田川ツーリング 5/26（土）〜 27（日）＠和田（恵）さん、北村さん、柳田さんより

編集後記

・・・・・・・・・・・・・・　和田（恵）さんより　・・・・・・・・・・・・・・
今年もやってきました、気田川ツーリング！！ 天候にも

恵まれ、多摩市カヌークラブは 11 名、静岡カヌークラブか
ら 3 名の総勢 14 人です。出発目前に村井さんがスプレーを
車から出し忘れた為、急遽徳村さん & 遠藤哲さんがペアダッ
キーという珍ハプニングもありましたが、無事出発です。

この日は水量が少ないそうで、2
回目の私としてはあのカーブやあ
の瀬が、ちょっとは漕ぎやすいのか
しらん ? と甘い考え…。初めは穏
やかな流れと緩やかなカーブが続
き、たまに聞こえる小さな瀬にドキ
ドキしながら通過。最初の 90 度近

いカーブの瀬では、クリアしたものの、私は最後まで漕ぎきれ
ず気が付けばバウが上流にクルリ(-.-;) でもそこは恰好の遊び
場らしく、みなさん瀬を行きつ戻りつ楽しんでいました。静岡
カヌークラブの加藤さんが一生懸命ロールの練習をしている
のに触発されつつ、地味に半身を岸辺で川に浸けるだけの私。

さて、更に進むと所々小さな瀬があるのですが、厄介なこ
とに浅瀬のため舵が下手な私は岩に乗っかってしまう ( ◎ o
◎ ) 後ろ方々はヒヤヒヤしたことでしょう…。すんません。

12 時にようやく昼ご飯。気候も良いことと近年のアウト
ドアブームもあってか、ビックリする位の数のダッキーや木
で出来たカヌーまで出ていました。

お昼後は北村さん & 徳村さんペアのダッキーで出発。その
後の北村さんの無邪気っぷり ( 先輩なのにすいません～ ) には
ビックリ (°□°;) 最後の大きな瀬では、果敢にサーフィンに挑
んでました。しかしここでも地味にフェリーグライドをする私。

その後は穏やかな浅瀬が続き、いい感じの場所でロールの
練習でもと思っていたら、護岸工事の為に砂利が川に流出し
てミルクティーのように…!! 結局終点までこの状態が続いた
のでした。うぅ残念 !!

今回はロール練習の方以外の沈脱は殆どなく無事に下り、
皆さん瀬遊びを楽しんでいる印象でした。私もいつかあそこ
に…と遠い未来を見ていた気田川ツーリングなのでした～。
・・・・・・・・・・・・・・・・　北村さんより　・・・・・・・・・・・・・・・・

晴れて日差しが強い、水はきれいで量は少ない、しかし水
に入ると流れが速くちょっと不安になる。スタートすぐに最
初の瀬が現れるが無事通過。いつものことだがホッとして力
が抜け何とかゴールできそうな気がしてくる。

今日はカヌーイストが多い。約 30 の艇が次々に瀬を下る
姿はすごい。時々現れる落込みや瀬では、みんなサーフィン
を楽しんでいる。

静岡の林さんが常に先頭で流れを読み、コースを選択して
くれるので安心して進める。 半分くらい下ったあたりで上
陸、昼食。目の前を通る艇の人が「こんにちは！」と言いな
がら小さな会釈をして下っていく。自然の中のどかな時間を
過ごす「最高です！」。

後半は徳村さんの艇に同乗、安定しているので沈はなさそ
う。遠藤（哲）さんは徳村さんから解放されさっそく瀬でサー
フィンをしたりアクロバティックな動きを繰り返している。柳

田さんも何度も瀬に入り楽しそう。
自分も徳村さんとサーフィンに

挑戦、二人で力を合わせて漕ぎ上
がり瀬に入っては流されるを何度
か繰り返す。そのうちバランスを
崩して落ちそうになりヒヤッ！と
したが楽しくてしょうがない。

静岡の加藤さんがロールに失敗して沈脱、そこへ多摩市カ
ヌークラブ女子レスキュー隊が出動、村井さんが加藤さんを
救助、遠藤 ( 洋 ) さんが艇を川原へ。頼もしい姿を見せ付け
られ安心するが、助けに行けない自分が情けない。

ゴール間じかの所で重機で護岸工事！茶色の流れに最後に
がっかりさせられるが、やがてみんな無事ゴール、芝田 ( 仁 )
さんも和田 ( 恵 ) さんも NO 沈で笑顔のゴール。日帰り組 3
名は東京へ。次回は一緒に泊まりましょう。夜は田中さんの
料理に感激、そしてビールが美味い。

今回の気田川は今までのツーリングで一番楽しかった。「徳
村さん、次回も一緒に下りましょう！」　太田さん、来年は
是非参加してくださいね。

・・・・・・・・・・・・・・・・　柳田さんより　・・・・・・・・・・・・・・・・
湧水のように澄み、少し冷たく、適度に流れている水は水

量こそ少なめでしたがカヤックを十分に楽しむことができ
ました。漕ぎ終わり、秋葉神社前のキャンプ場所に戻り着く
と、タープを張るのは後回しにして、ともかく渇いた喉を潤
すためにビールで乾杯です。誰もが心から満足気な顔、”今
日も遊んだ、ビールがうまい！”　一息ついてからタープを

張り夕食の準備。料理は今回も田中チーフコックの独壇場で
す。すでに調理してきてくれた牛のたたきは再度のビールに
ぴったりです。田中さん、すみませんがお先に少し頂きま
す。本日のメインディッシュはカニトマトクリームスパゲッ
ティ、ピザとコーンスープ。空腹の私たちにはどの一品も極
めて美味、口福でした。しばらく食事とお酒、話に夢中で過
ごしているうちに夜の冷えを感じ、火の周りに移り食後の酒
盛りは続きました。私は適度のお酒と疲れで早めに失礼しま
した。何時まで皆さん楽しんだのでしょうか。

今回も段取りをしてくれた遠藤洋子さん、買い出しから調
理まで活躍された田中さん、
焚き木調達から火を起こし
てくれた焚火名人の北村さ
ん、そっと気配りしてくれ
ていた水野さん、そのほか
皆さんのおかげで愉快に遊
べました。皆さんどうも有
り難うございました。また
宜しくお願い致します。

こんにちは。春になり総会、御岳流水講習、こどもまつり、
気田川とイベント満載ですが、皆様一度は漕ぎましたか？さわ
やかな春がすぎ、梅雨の季節となっていますが、これから益々
水が気持ちよくなる季節。今後の予定をチェックし、川・湖・プー
ルと漕ぎ出しましょう！そういう私はガンガンとはいきません

が、細く長く？続けられるようやって行きたいと考えている今
日この頃です。

メール配信も始めた本号ですが、いかがだったでしょうか？
今後もメール配信希望（もちろん紙面も）、ご意見、投稿文等お待
ちしています。節電の夏２年目、涼を求めて水の上へ！（小篠）


