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冬合宿のおしらせ 
1年 中村・松浦 

 

1 年の中村です。以前メーリスでもお知らせしましたが、今年度の冬合宿は２月に行います。以下

詳細です。 

 

●日程 

2018年２月９日(金)―10日(土) 

 

●集合 

２月９日 三島駅 9：０0 (出走予定９時 30分までに) 

 

●ルート 

１日目 

三島駅→韮山いちご狩りセンター→狩野川サイクリングロード→修善寺→冷川峠→宿(伊東) 

50㎞ 獲得標高 449m 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=f0e3501f8f5e5ee7ae4c694855b1cd52 

 

 

 

 

前半 20㎞は平坦、後半に冷川峠を越えて宿を目指します。 

峠のことを考えて前半 20㎞はサクサク進むと良いかもしれません。 

前半は担当が採れたてイチゴのいちご大福を食べたいだけで韮山いちご狩りセンターをルートに

組みこんでます。スキップしても問題ありませんが他に見る場所がほぼありません。 

スタートから 18㎞付近の「伊豆のへそ」という道の駅あたりで昼食をとると良いでしょう。 

(修善寺駅付近で日没時間までに宿に間に合わない可能性がある場合は、修善寺に行くのをカッ

トしてください。獲得標高が約－100ｍされます。) 

 

 

宿 山喜旅館：朝夕付き ￥6630 

スーパーとコンビニは徒歩５分にありますので、まず宿に自転車を停めてから買い出しで問題な

いでしょう。 

 

 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=f0e3501f8f5e5ee7ae4c694855b1cd52


 

 

 

 

２日目 

宿→城ヶ崎海岸→大室山→伊東マリンタウン→熱海城→熱海駅(解散) 

59.1㎞  獲得標高 979ｍ 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=e873cbc4b228270b611cb89377d1de9a 

 

 

２日目はアップダウン多めですので頑張りましょう。 

大室山はロープウェイ(往復 500円)で登ってください(自転車では登れない) 

海岸沿いはトンネルが多いのでリアライトはつけっぱなしでも良いかもしれません。交通量が多め

なので安全走行を心掛けてください。お昼は伊東マリンタウン付近か伊豆高原付近だとお店が多

そうです。 

 

 

全体的にゆるふわランなので、もっとゴリゴリ走りたい人は前ランなり後ランで調節してください。２

月ということで、非常に冷えますので特に一年生は防寒対策を忘れないでください。 

 

 

●参加表明 

締め切りは１月７日までです。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez4EJqLNo5GimkEhvBRKfjhNMkwnIiL4lGQJR_QB

42a3hZZA/viewform 

学外行事活動届を申請するため、名簿提出します。学部の記載等、ご協力頂けますよう宜しくお

願いします。 

 

 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=e873cbc4b228270b611cb89377d1de9a
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez4EJqLNo5GimkEhvBRKfjhNMkwnIiL4lGQJR_QB42a3hZZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez4EJqLNo5GimkEhvBRKfjhNMkwnIiL4lGQJR_QB42a3hZZA/viewform


12 月定サイ報告 
1 年 泉田詩音 

 
〈日にち〉12/17 (日) 
 
〈参加者〉敬称略 
 
1班：泉田 1、山本 1、斎藤 2、白崎 2 
2班：中村 1、林 1、仁木 2、高野 2 
3班：山口 1、鈴木 1、文山 1、大江 2、西井 2、福谷 
4班：河原 1、高橋 1、佐々木、小林 2、三輪 2 
 
〈ルート〉本郷→荒サイ→若洲海浜公園→月島 

 
代替わり最初の定サイとなりました。11 月定例会後に担当が決まり慌てて準備をしたの
ですがぐっさんの助けもあってどうにか開催できました。 
当日、自走で本郷に来る人が多かったため遅刻者多数でした。(3年生のおふた方は昼に起
床報告が来ました) 
出走前、安田講堂前で集合写真を撮りました。いい写真ですね。最初の班が出走時刻 15分
遅れで出発。出走直後パンクというハプニングもあったようです。昼食は各班に任せたので
すが、半端な時間だったので荒サイを一気に下る班と途中ではずれて昼食をとった班があ
りました。前者の班はふた班とももんじゃを昼食にしてしまおう計画が発生し若洲海浜公
園をパス、あっさり月島へ着きました。（ただでさえ短いルートが…笑）一方正規ルートを
進んだ班は日暮前には月島に到着したそうです。各班美味しくもんじゃを食べたそうで今
回の目的は達成ですね。 

 
 

  



〈反省点〉 
x 手信号が安定しない 
x 交差点で後ろの人を黄信号で横断させてしまった 
x 自分があまりルートを覚えていなかったせいで何度も確認のために停止してしまった 
x 上り坂で後ろとちぎれてしまった 
x 指ぬき手袋で来ている人がいた 
x サイコンつけていないひとが先頭になるとペースが安定しない 
x メーリス夜中に流しました、すみません… 
反省点はもろもろありますが、大きな問題もなく良かったです。 

 
追い風でこぎやすかったですね〜 

 
東京ゲートブリッジ 

 
これはお好み焼き 



 
おすすめしていたメロンパン屋さんです 

 

集合写真。いい写。 

 

参加していただいた皆さん、ありがとうございました！ 



駒場祭 報告 
1年 佐藤瞭 

 
 駒場祭お疲れ様でした。みなさんはどこの企画に行きましたか。ぼくは準備日から3日間連続で千里眼に
行きました。 
 前売り券をたくさん買っていただいた先輩方，たくさん働いてくれた1年生のおかげで，チャリ1台分くらい
の利益は出せたんじゃないかと思います。ありがとうございました。 
 会計報告や仕入れの分量は相棒の新がくわしく書いてくれてると思うので，こっちでは反省や引き継ぎな

どを。 
 
改善点 
・責任者は自分の休憩も考えてシフトを組んだほうがよい 
 人間，限界がある。3日間鉄板のそばで調理(補助)をするのはとても疲れる。レジに張り付いてた新も消
耗してた。最低限必要な人数＋1人のシフトを組んで，交代しながら休むなどして責任者は自衛しましょう。 
・仕入れのタイミングを決めるのが遅かった 
 仕入れのタイミングが決まったのがシフトを組んだあとだったので，一部の仕入れは責任者＋有志で行く

羽目になった（手伝ってくれた人，本当にありがとう）。シフトの希望調査を始めるよりも前に仕入れのタイミ

ングまで決めましょう。 
・食材の運搬がたいへんだった 
 免許持ってる人がいれば，カーシェアリングのようなサービスを使って短い時間だけ車を借りて一気に運

搬すると楽なんじゃないかと思う。 
 
よかった点 
・調理マニュアルをつくった 
 1日目の夜に調理マニュアルを公開して読んでもらった。初めてシフトに入る人がどうすればいいかある程
度把握できるようにしたので，シフト交代直後でもそれほどスピードを落とさずに焼き続けることができたよう

に思う。 
・立地 
 1号館前のロータリーに当選。昼になると行列ができて売り切れるまで途絶えなかった。 
 
その他 
・店を回すのに必要な人数 
 最低限のところでは， 
 ・レジ1人 
 ・調理1人 
 ・調理補助2人 
 ・行列整理1人（昼〜売り切れ） 
の計4～5人。調理補助の人数をこれ以上減らすとスピードが落ちた。レジの補助でもう1人増やして，責任
者が交代しながら身体を休めるといいと思う。 
 
・調理マニュアル 
心得 
・多少雑でいいのでスピードをあげる 
・ただし、(豚)肉の加熱と、焼きそばへの輪ゴムなどの混入防止は遅くなっていいので気を配る 
輪ゴムは左手の人差し指にまとめてかけておくと落ちにくくかけやすい 
 
メソッド 
一回につき、麺1袋、もやし2袋、にく握りこぶしよりやや小さいくらい 
麺1kg＝10〜12食 
 
全員が噛み合うといい感じに進みます 



 
(1)調理のひと(1人) 
空袋の処理とか焼きそばの盛りつけとかは調理補助がやるのでひたすら焼く 
油→もやし→麺→(小休止)→にく→ソース→皿に移して焦げ処理次の油→… 
肉を入れるタイミング、ソースを入れるタイミング、出来上がるタイミングを声にだして伝える 
 
①油をひく 
ちょっと多いかなーくらいが焦げ付かずにちょうどよい 
 
②もやしを入れる 
広く薄く 
袋が鉄板につくと溶けるので注意 
 
③もやしの上に麺を乗せて広げる 
もやしの水蒸気で麺を蒸すイメージ 
袋が鉄板につくと溶けるので注意 
 
④もやしに焼き色がついたら麺を寄せて肉を麺と別に(補助の人と一緒に)焼く 
肉のタイミングは補助の人に言う 
にくは焦げ付きやすいのでこまめにヘラでばさっと全部を一気にひっくり返すとよい 
 
⑤肉が焼けたらソースを補助の人に5〜6周かけてもらい全部まぜる 
ソースのタイミングは補助の人に言う 
ヘラを鉄板につけて、出来るだけ多くをダイナミックにすくいあげる 
鉄板の、肉を焼いたところはとくに焦げ付きやすいので注意 
(ガチ勢向け)後述の理由により、にくは鉄板の奥3分の1くらいで焼くとよい 
 
⑥焼きそばを皿に全部うつして、焦げたものを別の皿に捨ててすぐに次を焼く 
焼き終わってから次を焼き始めるまでの時間を縮めることが一番重要なので、ここは特に手早く 
出来上がるタイミングを店内の全員に知らせる 
時間短縮のため盛り付けは皿を経由 
(ガチ勢向け)移し終わった瞬間に鉄板の手前半分に油をひき、そこにもやしと麺を広げてから奥のほうの
にくの焦げを捨てるという高等テクニックもある(鉄板が手前に傾いてるのをあえて利用してみる) 
 
(1)調理補助のひと(2人) 
仕事がいろいろある 
いちいち指示は出せないので自分で今やるべきことを見つけてやる 
2人を Aさん・Bさんとする 
 
Aさん: 
・調理の人の合図で肉を入れて焼く(軍手あります) 
・焼きそばを皿からもりつける(1ウェーブ10食になるように、もっと多くなってもよい) 
時間短縮のため盛り付けは皿を経由 
 
Bさん(書いた順にやるわけではない、今できる作業のうち一番差し迫ったものをやる): 
・油、もやし、麺、肉の補充(参考画像) 
次の分のもやし、麺の袋を開け、にくと一緒に置いておく 
焼く順(油→もやし→麺→肉)に鉄板から近くなるようにならべる 
次の次の分のもやし(2袋)、麺(1袋)をクーラーボックスから出し、にくを分けておく 
油が減ってたらカップに足す 
クーラーボックスの在庫が減ったらダンボールやスーツケースから補充する 
・容器を5個×2列置く 



・盛り付けられた焼きそばに輪ゴムをかけて会計に流す 
振りながら平らにならし、飛び出てるのをしまえるとよい 
・油やソースが切れそうになったら次のを出して栓を開けておく 
・油、ソース、にくの空き容器を適切なごみぶくろへ 
・容器が減ったら机に出す 
(ガチ勢向け)輪ゴムを左手人差し指にまとめてかけておくとスパッとゴムをかけることができる(焼きそばへの
ゴム混入防止にもなる) 
 
Aさん Bさんで手が空いてる方: 
・もやし、麺の空袋を捨てる 
・ソースをかける(5〜6周) 
・机に焼きそばが散らばっていればビニール手袋で生ゴミにすてる 
・焦げを溜める皿の中味を生ゴミにすてる 
 
参考画像：調理補助の人はこの状態をひたすらつくってた 

 



新執行代　役職就任挨拶 

　駒場祭が終了し、執行代が現1年生へと変わり役職決め・引き継ぎが行われました。以下のよう

なメンバーでこれから１年間頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。 

会長・・・・・・2年/三輪 

駒代・・・・・・1年/岡　俊輔 

会計・・・・・・1年/新・松浦 

保険・・・・・・1年/遠山 

新歓・・・・・・1年/南雲・河原 

編集・・・・・・1年/福地・山口 

整備・・・・・・1年/福山 

部室・倉庫・・・1年/林 

広報・・・・・・1年/小堀・山口 



会長就任あいさつ 

2年 三輪 
 
えー、どうやら会長に就任したらしい三輪哲大っていうものです。自己紹介は今更する必要

もないかと。前駒代ですね。 
詳しい去年の振り返りは来月号（？）の退任あいさつに回すとして、とりあえず今年 1年の
抱負を書きます。 
 
会長の仕事はいたってシンプルです。 
・活動に参加する 
・会長連載を頑張って書く 
・執行代の相談に積極的に乗ってあげる 
これだけですね。去年は「活動に参加する」という目標は達成したので、今年は、2番目で
ある会長連載は頑張って書きたいなと思っています。今年は 9 月くらいで息絶えてしまっ
て Aセメは全然書けなかったので… 
今年の執行代は、おかしゅんをはじめとして有能な人が揃っているような印象です。うまく

やってくれるだろうな、と勝手に期待しています()。言いたいことや、やり残したことは全
部引き継いだので、あとはそれを踏まえて執行代がどう動いていくかを楽しみに見守って

いたいな、って思います。 
何かあったらいつでも声をかけてください。NCがうまく回っていくよう、陰ながらできる
限りのお手伝いをします。 
 
僕の方から、執行代の皆さんに 1つお願いがあります。 
定例会(や定サイ)、めんどくさいかもしれないけど来てあげてください。駒代や会計などが
つらい思いをしてしまいます。こっちとしては、活動に来てくれるだけでありがたいです。 
いったら楽しいことは保証します。めんどくさがらずに来てくれたらありがたいな。 
それでは、1年間頑張ってください。応援しています。 
今年もいっぱい参加したいなって思っています。2年生以上の皆さん、ぜひぜひ一緒にいろ
んな定サイに参加していきましょうー 
来るって言ってるのに当日来ないのが一番よくないので、前日は早く寝て当日は遅刻しな

いようにしましょう() 
 
 
 
 
 



この度駒代に就任いたしました理科一類の岡俊輔です。紅葉ランあたりから引き継ぎの話
がだんだん活発となり、気が付いたら駒代になっていました。高校でもなぜかいろいろとリ
ーダー？になることが多かったので、そういう星の下に生まれたのだと今は思っています。
代々引き継がれてきたこのなかよしさいくるのいい感じの雰囲気を保っていきたいと考え
ているので、どうぞよろしくお願い致します。 
実は奇遇なことに前駒代の三輪さんと同じく、自分も NC のランに初めて参加したのが特
訓ランでした。ロードバイク自体は中２から乗っていたのですが、平坦な千葉県に住んでい
るので、山を登るのは初めてで金精峠で死にそうになっていたことを覚えています。しかし
気づいたら再び 100kmを超えるランをプライベートで連発し、後閑杯にも参加して、来年
の抱負は毎月 200kmを心がけることなど、一年間 NCで自転車乗ってきて知る人ぞ知るゴ
リラっぷりを段々発揮し始めているのですが、NCのランではみんなで楽しく観光しながら
走るをモットーに、それぞれのランを楽しんでいきたいと思っていますので、安心してくだ
さい。 
早速ですが、この一年自分たちが執行代のうちにやりたい、始めたいことをいくつか列挙し
ます。いろんな意見があるので、先輩方の助言、同期からのアドバイスも沢山取り入れて何
か一つでも皆さんに楽しんでいただけるようなイベントを残したいと思います。尚、これら
は自分が今のところで考えているものなので、今後変更する可能性もあります。 
・定サイ月２回化、定例会の不定期化 
・秋合宿復活、行先を未開拓の中部地方へ？ 
・NCの Facebookページ開設 
・ラン以外のイベント開催 
その他可能な限りとなりますが試行錯誤していこうと思いますので、ご意見ご要望をお待
ちしております。 
気が早い感じでいきなりいろいろと書いてしまいましたが、やはり一番はこのなかよしさ
いくるのいい雰囲気、ほどよくゆるふわで楽しい感じを引き継いでいくことだと思ってい
ます。幸いなことに、新執行代の人たちもそれぞれ個性豊かな人々で、かなりの潜在能力を
秘めている人たちが多いので、まだ本領発揮はできていませんが執行代として各行事を盛
り上げてくれるのではないかと信じています。自分はその仲間たちをサポートして、駒代と
して引っ張っていきたいと思っています。帰国子女感マシマシ、やさしく見えて実は全く優
しさがない、いや、もうゴ〇ラでしょ、など既に NC内で酷評をいただいている私ですが、
どうぞ一年間よろしくお願いいたします。 
 
東京大学理科一類 NC駒代 
岡 俊輔 



会計就任あいさつ 

1年 松浦 祐太郎 

新 浩太朗 

この度会計責任者となりました、松浦、新です。会計の仕事は去年までは 1人

で行われていましたが、1人でやるには仕事が多すぎるということで今年から

は 2人で担当することになりました。また、保険担当という新しい担当者を決

めて、保険の加入など保険に関する仕事を会計から独立させることになりまし

た。（前任の永岩さんが提案してくださいました）そのため、今年度の会計は

私と新の２人で担当させていただきます。よろしくお願いします。 

私はこの役職に、なかよしさいくるに何らかの形で貢献したいと思い立候補し

ました。会計職につかせていただいたからには、金銭的なサポートを全力でさ

せていただきます。サークル費の管理はもちろんのこと、その使い道などもよ

く吟味し適切に使われるようにします。また、使用用途の透明化にも取り組み

たいと考えています。これらの点は、私たちが責任をもって遂行します。 

ただ、適切なサークル費の運用は私たちだけでできるものではありません。ど

うしてもなかよしさいくるを担う皆さんの協力が不可欠です。そこでこの場を

借りて、会計からいくつかお願いをさせていただきたいと思います。 

まず一つ目は、お金の支払いに関してのお願いです。今後皆さんにはサークル



費のみならず、合宿費などお金のお支払いを頼む機会が出てくると思います。

その際には、ぜひ迅速なお支払いにご協力をお願いします。 

また、もう一つ皆さんにお願いがあります。それは領収書に関することです。

これは特に今後執行代としてサークルを引っ張っていく一年生に関係すること

になると思うのですが、何かサークル関係でお金を使った際には必ず領収書を

もらうということを徹底してほしいです。普通にもらえるレシートは領収書に

とは認められず、「宛名」、「但し書き」、「日付」、「金額」、「お店の印鑑」が明

記されたものでなければいけません。一般に自分から頼まなければ書いてもら

えないので店員にその都度お願いして書いてもらうようにしてください。領収

書は、サークルの支出の証拠となるものなのでサークル費の使用を透明するた

めに重要であるうえ、学友会への報告書を書く際にも支出の証拠として大切な

資料となります。（ちなみに領収書の数が少なく用途不明な支出が多くなると

学友会からの援助額が減ってしまうかもしれません。）割と切実な問題なので

皆さんのご協力をよろしくお願いします。 

最後に、繰り返しにはなりますが今後会計はなかよしさいくるが滞りなく成長

できるように全力で頑張ります。みんなでこのサークルをよりよいサークルに

していきましょう。 

短いですがこれをもって就任のあいさつとさせていただきます。 



就任挨拶 
1年　　遠山　陸生 

　こんにちは。保険係に就任しました理科I類の遠山陸生です。僕はなかよしさいくるの他にビル

研（洋楽サークル）に所属しています。駒場祭ではそっちのシフトが忙しくNCには全く協力でき

なかったのですが、無理矢理打ち上げに呼ばれて行ってみたら役職決めと言われはめられたと思

いましたね。結局来た人の殆どが役職に就かねばならぬ状態で、大変な役に就いてしまったよう

です。ですが、なったからには職務を全うする所存ですので一年間よろしくお願いします。怪我や

事故が無いのが一番ですが、万が一に備えることで皆さんが安心してランを楽しめるようにして

いきたいと思います。 

新歓担当就任挨拶 
1年　　南雲　陽也 

こんにちは、この度正新歓担当に就任しました南雲です。 

長文書くのは苦手なので、手短に。 

新歓は、NCが2018年に活動するにあたって非常に大事な役割を担っていると僕は考えます。万

が一新歓が失敗に終わってしまったら、一年生が少なく寂しかったり、女子が0で男子校になった

り、かと思えば逆に多すぎてもそれはそれで不都合が生じたりすることもあると思います。 

ですので、僕はしっかり責任感をもって、まず、このNCの魅力を新入生に伝えきります。その上

で、NCを好きになってくれた、もしくはなってくれそうな人たちを適度な規模入れられるように

努力していくつもりです。 

また新歓は皆様のご協力なしには確実に成功しませんので、事故等なく無事終えることができる

ようにご協力お願いします。 

これからなにかとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、よろしくおねがいします。 



副新歓担当就任挨拶 

                            一年 河原光之 

 今回、副新歓担当に就任することになりました河原です。正新歓担当の南雲と

協力して多くの新入生にこのサークルに入ってもらえるように誠心誠意取り組

んでいこうと思っています。現在まで毎年「なかよしさいくる」には多くの新入

生が入ってきたようなので、今回の代でそれを絶やすことがないように頑張っ

ていこうと思っています。（実質文系新歓担当としては今年少なかった東大文系

の新入生の勧誘もしていきたいですね。）今回の新歓も前年度までの新歓と同様

に、それまでの新歓を踏襲しつつ、改善できる点は改善していけたらと思いま

す。 

 最後になりますが、新歓直前や新歓時には、森田先輩や中村先輩をはじめとす

る先輩方や、執行代のお力を借りることになると思いますが、その時はご協力よ

ろしくお願いします。 



　 

編集・Web（とツイ）担当就任に際して 
1年　　山口　玲 

　このたび新執行代の編集・Web担当に就任しました理科一類の山口です。アルゴリズム入門で

不可になりそうなレベルでパソコンに弱く、HTMLもよく分からないという圧倒的情弱にもかか

わらずこの役職に就いてしまいました…。今（12月23日）もPDFの結合をどうしようか悩みなが

らパソコンとにらめっこしているという状況です（笑えない）。このポストには福地くんという

頼れる同級生、そして白崎先輩という偉大な前任者がいらっしゃるので、彼らに助けていただき

ながらサークルに貢献できるようないい仕事ができればと思います。 

　また、同級生そして先輩方から完全に†ツイ廃†としてしか認知されない状況になってしまっ

ており、気づいたら広報（の名の下でのツイッター）をやることが既定路線のようになっていま

した。小堀さんのキレのあるツイートを見習ってツイートセンスの向上に努めるとともに、いまま

での自分個人の垢運営とは一線を画すキラキラ✨ ツイートで限界みを薄められるように頑張りま

す（？）。また、Facebookページを始動させる計画もあります。この1年間、後悔の残らないよ

うに頑張っていきたいと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いします。 



整備担当就任挨拶 

１年 福山遼平 

 

 こんにちは、整備担当に就任しました福山遼平です。自転車いじれる

〜やった〜、という軽い気持ちで整備担当になったのですが、前整備担

当の鎌田さんの就任挨拶を読み急にプレッシャーを感じております。 

 

 整備担当という多少なりとも自転車の知識が必要とされる役職に就か

せていただいたので簡単に自己紹介すると、乗り始めは高校一年で歴は

3年です。ただサークルのおかげで自転車仲間が増えたここ一年で入り

込んだので実質 1年といったところでしょうか。いろいろなパーツへの

憧れを持つなかバイトを始め、嬉しいことに金をかける対象が今のとこ

ろ自転車しかないので、存分に楽しませてもらってます。 

 

 こんな感じで整備に関しては初心者ですが自転車熱は十分なのでこれ

を機にたくさん勉強したいと思います！先輩方や同輩の皆さんから教え



てもらうこともたくさんあると思います！では、1年間よろしくお願い

します！！ 



部室・倉庫担当就任挨拶 
 

１年 林 峻也 
 

こんにちは。この度、部室・倉庫担当を務めさせていただくことになりました１年の林で

す。今年から部室・倉庫担当が再び１人になりました。 
担当になるまで部室にはほとんど行ったことがなかったのですが、漫画・ゲーム、資料な

ど、思いのほか充実していてびっくりしました。 
整理整頓が苦手な僕に部室担当が果たして務まるのか？？？と不安に思っていたのです

が、主な仕事は年数回の会議とキャンプラの大掃除だけみたいですね。安心しました。定

期的に部室の掃除もやっていくつもりですので、部室が散らかっていたら教えてくださ

い。綺麗な部室を保てるよう協力していただけると非常にありがたいです(笑) 
ところで、部室の施錠を忘れると、ペナルティが与えられ、３回（多分）与えられると部

室がなくなってしまいます！そして、現在リーチです！！！！！部室の利用後は施錠の徹

底をよろしくお願いいたします。 
以上です。一年間よろしくお願いします。 
 
 



就任挨拶 
1年　小堀　航己 

　仮決定ののち志願し、2枠目を新たに用意してもらうことで、いわば滑り込みの形で広報担当に

加えていただきました。広報ということで、Twitterを利用しての活動が多くなるかと思うのです

が、まずは発信した内容をたくさんの自転車乗りやその他の皆さんに見ていただけるよう努力し

ていきたいと思います。また、発信する内容を充実させることも考え、公式ランにとどまらず他

自転車サークル・自転車部との合同企画の実施なども検討しております。また、愛車紹介など、サー

クルやその構成員に関する紹介も積極的に行っていきたいと考えております。そのため、皆さんに

ご協力をお願いすることもあるかと存じますがその折は宜しくお願い申し上げます。1年間、どう

ぞ宜しくお願い致します。 

 

　



編集後記 

　再びこんにちは、新執行代で編集担当となりました1年の山口です。 

　この12月会報に向けて、お忙しい中記事を執筆し私に送ってくださった皆様、本当にありがと

うございます。初めての定サイ実施からの会報制作で不慣れなことも多く、この会報の発行直前

に慌てて皆様に執筆をお願いするような状況となってしまいました。申し訳ありません。m(__)m

先月の会報の編集後記でsrsk先輩が「きっと素晴らしい会報が毎月発行されると思いますので」

とおっしゃっていましたが、さっそくグダグダになってしまい先行きがかなり怪しいです…() 

　例年、12月会報は現執行代の各役職の先輩方の退任の挨拶と新執行代各役職の就任挨拶を載せ

るのが恒例となっているようですが、それだと今月号だけページ数が非常に多くなってしまうこ

とが予想されるので、今年は会報の分量の平準化を目的に(ホンマか？)退任挨拶は来月の1月号に

掲載ということにいたします。よろしくお願いしますm(__)m 

　今月の会報はPagesを使って表紙・目次と一部の本文を作成し、PDFに出力したのちに他の原

稿と結合するという流れで作成してみました。情弱マンにはものすごく大変でした()。まずPDF編

集ソフトを探すところから始まってしまうんですよねこれが…。App Storeでそこそこ使いやすそ

うなソフトを見つけ、”Free Trial”なるものに参加し、ライセンスの自動更新を解除しようとした

ところやり方がわからないというのが今の状況です（オイオイオイ）。 

　PCやタブレットでの閲覧を前提としたフォントサイズやレイアウトで作成してみましたが、読

みやすさはいかがでしたか？「スマホでしか見ないよ～」という方が多ければ、モバイル表示風

の体裁にすることも検討しますので是非ご意見をお聞かせください。 

　最後までお付き合いいただきありがとうございました。これより１年間、どうぞよろしくお願

いします！ 
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