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こんにちは、2013 年になって初めてのパドタマをお届けしま
す。今年は桜の開花が早かったですね。お花見はしましたか？そ
して…春！さあ、いよいよカヌーシーズンのスタートです。また川
や湖にでかけましょうね、準備はいいですか？今年も「自然と共
に」どうぞ宜しくお願い致します！（洋）

1. クラブ便りその 1：会員手続きの案内
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

今回は、特別に 2ページ構成となります、御了承下さい。
また次号からは4ページに戻します。（編集部）

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：2012/12/9（日）
今年は女子 3 名で行ってきました。メ

ンバーは遠藤（洋）、芝田（保）さん、永
江さん。発電所から禊の瀬をダウンリ
バーしてきました。冬は寒いですが、ピ
リッとした感じが良いですよ！でもさすが
にゴールするころはガチガチと歯が鳴っ

ていましたね。今寒山寺の駐車場で着がえたあと、その場でノ
アのケーキと暖かい飲み物をいただきほっと冬の一息タイム。
金子さん、美味しかったですー！(*^^*) 
太陽がもっとあれば嬉しかったですが大
満足でした。その後いつもの「さぬきや」
でうどんを頂いてから帰路へ。

今年も無事クリスマスツーリングを終
えることができて良かったです☆（普及
部：遠藤洋）

2.新年会：2013/1/14（土）
１月 14 日土曜日の役員会終

了後に永山駅の新撰組にて新
年会を楽しんできました。今年
の参加は安西さん、石井さん、
小篠さん、北村さん、芝田（仁）
さん、大塔さん、戸川さん、長

井さん、中尾さん、柳田さん、水野でした。話題はもちろん去
年 1 年間のツーリングの話題、来年度のカヌークラブの活動予
定とか、カヌーに全く関係ない遊びの話で盛り上がりました。

来年度は中尾さん、北村さ
んがカヌーツーリングを積極参
加？企画？してくれるとか…今
年は忘年会を開催しなかったこ
ともあり、大いに盛り上がって
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 月中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！

継続する方は、郵便局にて振込用紙に以下の口座番号・加入
者名を記入して手続きを行って下さい。

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。
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クラブ便りその3：今後の活動予定
今回は、2013 年度の予定をツーリングを中心にご紹介します。

「自然とともに」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する予定です。なお、講習会等の日程は
別途送付される「総会議案書」も併せてご覧下さい。

4/14（日） 2013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。2013 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（日） 流水講習(多摩川・御岳下流)
シーズンインの漕ぎ始めですが、第 1

回の流水講習は、少しでも流水に慣れて
川下りを楽しんでいただけるように、御
岳の中では比較的流れが緩やかな「吉
野～釜ヶ淵」の約 6km をダウンリバー
します。水流の読み方やルートの取り方、
エディキャッチやエディから流れに入るストリームイン、流れを横
切って対岸に移るフェリーグライドなど、川下りに必要な技術や
知識など、実践を通して学んでいただけるように企画しています。
ふるってご参加ください。（強化部）

5/3（金・祝）～5（日・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」には今年ももちろん
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）

5/25（土）～26（日） 大井川ツーリング
今年の春のツーリングは 5 月末に大井

川を予定しております。カヌークラブで
大井川にツーリングに行くのは十年ぶり
位と思います。大井川は気田川と同レベ
ルの場所を下りたいと思います。新緑の
大井川は水量も多すぎずのんびりときれ
いな景色を楽しみながら下れると思います。大井川は富士川の
様に川幅の広い大きな川です。久々の大井川ツーリングなので
事前に探査ツーリングにも行く予定です。（担当：普及部）（水野）

7/14（日） 流水講習 （多摩川・御岳下流）
第 2 回の流 水講習も御岳の吉野～

釜ヶ淵をダウンリバーします。同じ流程
でもその時の気候や天気によって、ずい
ぶんコンディションが変わることを体験
していただきます。また、経験値が有る・
無いで、その場で受ける印象が変わるこ

とも体験的に感じていただければと考えています。少しずつス
キルアップして、リバーランニングを楽しんでいただけるように、
機会を増やしていきます。（強化部）

8/3（土）～8/4（日） 西湖ツーリング
今年も近場の西湖に出掛けたいと思いま

す。西湖は何度か行ってますが、近いし水は
キレイですし、キャンプ場は自由な雰囲気で
なごみますよね。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もいかがですか？（普及部）
9/14（土）～15（日） 気田川ツーリング
清流・景観など満足度がとても高い、

人気の気田川は外せませんので予定に
入れてあります。今年は 9 月に設定しま
した。たぶんまだまだ暑い、ですが秋の
気配を感じに気田川に行って漕ぎましょ
う！　当クラブの元会長・太田さんが現
在所属されている「静岡カヌークラブ」の方々もご一緒できると
良いですよね。今年も楽しみです！ （対象：初級者～）( 普及部 )

10/26（土）～27（日） ハロウィンin多摩センター 
カヌー体験教室

今年で 6 回目の参加になります。内容
はゴールデン・ウィークのこどもまつり
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。 

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）

11/10（日） 芋煮会
収穫の秋に、ハロウィンの打ち上げも

かねて、今年も芋煮会をしましょう！　
例年のように西永山複合施設の調理室
で行う予定です。里芋を美味しくたくさ
ん食べましょうね。差し入れも大歓迎で
す！（普及部）

11/23（土）【仮】 白丸湖 紅葉ツーリング 
秋は、今年は 3 年ぶりの白丸湖に行

きましょう。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。紅葉前線で 1 週ずらす
可能性もあるので、御了承ください。10

月末までに決定します。（普及部）
12/中旬 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

原で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。日程は後日決定します。（普及部）

4/21（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
6/15（土）・23（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 )


