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2016 年度 冬合宿のおしらせ(詳細版) 

1年 三輪、森田 

 

1年の三輪です。 

冬合宿の詳細が決定しましたのでお知らせします。 

 

〇参加者 

以下の方々から参加表明をいただきました。ありがとうございます。 

1年 三輪 森田 白崎 荒井 中村 久保 仁木 大石 山田 市川 永岩 牧野 西村 

2年 別所 井澤 佐々木 今城 三好 野崎 横谷 寺田  

3年 鈴木 内海 田中 中橋 岩尾 

また、Google Form において、名無しが一人いた模様です。参加表明のリストに名前がな

い人がおりましたら、担当者までご連絡ください。 

担当: 1年 三輪（three5rings.nori17@gmail.com） 森田（risako.07.777@gmail.com） 

 

○日時 

【集合】12月 26日（月）20：40 東京竹芝桟橋（竹芝客船ターミナル） 

浜松町駅徒歩 8分、竹芝駅徒歩 2分ほどです。 

フェリーの時間は決まっているため、時間厳守で

お願いいたします。 

【解散】12月 28日（水）19：30 同上 

 

 

 

 

 

○ルート 

12/27  66.6km 1283up 大島一周（時計回りに） 

http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=543d1c77bdcb2802c7a42f736a7ae22a 

12/28  24.7km 586up 三原山ヒルクライム 

よりきつい、御神火スカイラインを登るかどうかは、各班に任せます。登る班と登らない班

に分けるつもりではあります。 

http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=841e20a4443a4476faa4b333bec1f896 

大島発着の客船は、日により到着港が異なります。そのため、ルートは当日まで完全には確

定しません。また、大島はアップダウンが多いため、12/27の獲得標高が大変なことになっ

ていますが許してください…(船が元町港に着いてくれればもっと楽になります) 

http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=543d1c77bdcb2802c7a42f736a7ae22a


〇予定 

12/27 

6:00 大島着 

7：00-8：30 元町港で朝食（ここも、船の発着港によって変動します） 

そのあとは、大島動物園、裏砂漠、波浮港などを訪ね、夕方はサンセットパームビーチライ

ンに入る予定（各班にゆだねます）。 

12/28 

9：00 宿出発（厳守） 

11：00 三原山山頂着 

12：00 出発 

13：00 港着（各自、昼ご飯） 

14：30 大島出港 

19：30 竹芝着 

 

○宿 

12/26 船中泊 

12/27 朝海館 住所：東京都大島町岡田字助田 58-1 1泊 2食 7500円（「伊豆大島復興

応援割引」を利用して 4500円になる予定） 

宿泊費としては、4500円+コンパ代を徴収するつもりです。 

 

○注意点 

・往復とも、東海汽船の安いリクライニングシート指定の切符を使う予定です。予約してし

まうとすぐにキャンセル料がかかるなど、いろいろと手間がかかるのを防ぐために、自分で

往復の船をとっていただくことになります。以下のHPを参照してください。 

また、まだ予約していない方は、早急に予約をお願いいたします。 

・集合日の 12 月 26 日は、年内最後の授業日となっております。準備が大変かとは思われ

ますが、頑張ってください。 

・直前にリマインドしますが、伊豆大島の復興割の関係で学生証が必要となりますので、も

ちろん他大の方も、学生証の持参をお願いいたします。 

・また、クリスマスが近いということで、プレゼント交換を実施する予定です。各自、1000

円程度のものを持ち寄ってください。よろしくお願いします。 
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行代のデューティーから解かれ
た中田です。晴れて老害です。

なんやかんやとってもたのしい1年だっ
たのでちょっと悲しいです。
さて、新執行代のみなさんはこれか

らいろんなイベントを企画することに
なるでしょうが、ランの担当って意外
にむずかしいです。ぼくは2月定サイを
担当したんですが、それまでサークル
にほとんどコミットしていなかったた
め勝手がわからず、ひえーと悲鳴をあ
げることばかりでした。同期や先輩と
もまだなかよくなってない頃だったの
でなおさらです。当日はそこまで重大
なハプニングが起きなかったので助
かったのですが、いま考えてみれば反
省点が山のようにでてきます。
ラン企画のためのマニュアルがあっ

たら……。ずっとそう思っていて、実
は過去会報のどこかに載っているとい
う風のうわさも聞いたんですが、うー
んわからない。うちらの代でマニュア

ル作っちゃおうという話もでてました
が、消滅……？ そうこうしているう
ちに執行代が終わってしまいました。
みんな学科配属されて忙しそうですし。
このまま見て見ぬふりをして放って

おくのも良心が痛むというものです。
そういうわけで暇人ぼく、とりあえず、
メモ程度に会報に書いておくことにし
ました。いちおう、リベンジとばかり
夏合宿の後ランと紅葉ランを企画して
好評を得ておりますので(やったぜ)、
己の言うことでもすこしは説得力ある
……よね……？
題して「成功させたい！ラン企画の

ためのハンドブック」。新執行代のみ
なさんで、いろいろ煮詰めてもらって、
末永く活用してもらえたらうれしいな
あ、と。

● ● ●

12月定サイ――城ヶ島



・ランの趣旨をはっきりと
開催時期にあわせて、ランの目的をイメー

ジしましょう。新入生は慣れてないだろうか
ら平地かな、いやいや特訓ランに備えて軽い
登りがいいな。冬だから観光メインのゆるぽ
たにしよう、夏合宿でみんな自転車モチベ高
いだろうから峠行こう。最近神奈川ばっかり
だし数年ぶりに筑波山行くか、1月は恒例で宇
都宮だし餃子ランだ、などなど……。過去会
報を見返しながら想像をふくらませます。

・目的地
どんなランにもメインの目的地が必要です。

お昼ゴハンの食べられそうな施設、公園。峠
の頂上でもいいですけど。参加人数をイメー
ジして、広い場所を確保できるようなところ
を目的地にしましょう。

・開催日を決める
早めに決めておくべきです。定サイなら1か

月半前、合宿なら2か月前までには決めてしま
いましょう。長期休み中の平日開催は、通勤
ラッシュに巻きこまれることを考えたら微妙
かも……？

・マップルとルートラボの活用
自転車の細かい道具を揃えるより先に

買っておきたいもの、それは地図、マップ
ルです。おすすめの道や観光スポットの情
報が書いてあり、これを眺めていると行き
たいところがたくさん見つかると思います。
2015年度版以降は掲載範囲が狭くなってし
まったので、買うならそれ以前のがいいと
思います。今まで走った道に線をひいてい
くのがぼくの楽しみです。
ルートラボは今さらですね。新執行代の

みなさんも、これから使いこなしていって
ください。

・走行距離と獲得標高
ルートラボでさらっとルートをひいてみ

ると、走行距離と獲得標高を表示してくれ
ます。定サイの目安としては、距離は
60km前後。長くなればなるほど担当とし
ての当日のタイムキープがたいへんになり
ます。冬は日没も早いので、短めにしま
しょう。獲得標高は、まあどんなに登って
も1200mが限度かと。それを超える場合は
予告の際にそれなりに注意しておくべきだ
と思います。

・集合地点と解散地点
どちらも駅です。過去の定サイで解散地

点が駅から50km離れてたことがあったら
しいんですがダメです。そして駅であって
もなんでもいいわけではなく、電車の本数
がすくなすぎないこと、駅前に輪行したり
集合したりするスペースがあることが絶対
条件です。都心からのアクセスが簡単な駅
ならなおいいですね。混雑が予想される場
合は分散乗車を呼びかけましょう。

・道路の状況に配慮
あまりに交通量が多くて広い国道は危険。

とは言って住宅街を縫うような道も危険。新
歓の時期には細心の注意を払いましょう。不
安なところはGoogleのストリートビューを
チェックしましょう。峠の場合は季節によっ
て通行止めになることもあります。また開催
日とお祭りなどが重なってしまうこともあり、
事前にネットで情報収集は欠かせません。

・チェックポイント
集合地点、メイン目的地、解散地点以外に

も、観光ポイントを2つ3つ用意して、どこで
記念撮影をするかを考えておきましょう。

中村と牧野

中田愛用のマップル



・当日と同じ条件で
平日に下見して問題なさそうだったけど、

当日はめちゃくちゃ渋滞してた……というの
はよくあるパターンです。できれば曜日をそ
ろえて、時間もプランに忠実にいくのがおす
すめです。

・当日の行動をイメージ
集合の駅周辺のスペースを確認、コンビニ

の場所もチェック。ルートラボどおりに走っ
て、道路の状況を把握しておく。トンネルが
ある場合は果たして安全に抜けられそうか。
お昼ゴハンを食べられそうなお店があるかど
うか。合宿で場所が遠い時は下見はできない
ので、Googleマップとストリートビューを活
用して入念に調べておきましょう。

・メーリスを流す、会報に予告
1年～4年まで、メーリスは4つあるので
(＋新歓メーリス、OBメーリス)、自分た
ちの代だけに流して満足しないように注意
しましょう。参加表明はGoogleアカウント
で専用フォームをつくるのが記載漏れを防
げて有用です。
また1か月前の会報には概要を載せてお

きましょう。これは編集長からも催促した
ほうがいいですね。

まぐろ三色丼

記念艦みかさ

・天気予報、道路状況
当日の天気予報を早い段階から確認する

のも大切な役割です。いままでの慣例では
降水確率50%で定サイは中止にしてました。
合宿の場合は雨でも走らなければならない
場面もあるでしょうから、あらかじめメー
リスでレインウエア持参と周知しておきま
しょう。
道路の情報も確認。万が一、通行止めに

なっていたらたいへんです。

・備品貸出
貸出の方法については倉庫のマニュアル

に詳しく書いてあるので省略。サークルの
Googleドライブにもあがってます。

・リマインドメール、班分け
数日前にはリマインドメールを流し、ラ

ン前日(か当日朝)に班分けもあらかじめ発
表しておくのがいいでしょう。遅刻もろも
ろで多少変更にはなりますが、先に決めて
おいたほうが楽です。各班に2人は執行代
を。また走力による班分けは特訓ラン以外
ではやめたほうがいいです。グループの固
定化を避けるためと、自転車トラブルが
あった時に修理できる人はばらけていたほ
うが都合がいいからです。

・重要！サークル保険
忘れがちなのがこれ。Googleフォームに

サークル費を払ったかどうかの質問を毎回
設けるべきだと思います。公式ランに参加
するには必ず保険に加入していなければい
けませんが、新歓期が終わってからサーク
ルに入った人もいます。このあたり、会計
担当とちゃんと連携しておくことが大切で
す。(というか、サークル費の回収に関する
慣習は執行代でもう一度話しあったほうが
いい気がします。ぜひ。)



・日程確認、LINEグループ、GPS
遅刻処理はしかたがない……。だいたいそ

ろったら集合し、ルートの確認とチェックポ
イント到達の目標時間を伝えておきます。ま
た、そのラン参加者全員のLINEグループをつ
くることを強くおすすめします。連絡になに
かと便利。合宿の場合は必須だと思います。
まず班のリーダーを招待して、あとは各班ご
とでメンバーを追加していけばスムーズにい
くはずです。
そして今年から、GPSのスマホアプリを導

入するとか……？ 執行代に情報系に強い人
がたくさんいるみたいなので、期待大です。

・反省会
最近はみんなで最後に反省会をする機会が

すくなくなってきてしまったみたいですが、
先輩からのアドバイスも聞けるし、全員で共
有できるし、メリットはたくさんあります。
ゴール地点に全員集まるのが難しそうな場合
でも、グループ通話でかまわないので必ず反
省会の場は設けるべきです。

・備品返却
これも倉庫のマニュアルに書いてあると

おりです。ご協力よろしくお願いします。

・写真うｐ、会報執筆
忘れがちですが、写真をサークルの

Googleフォトに追加するのも担当の仕事。
ランのLINEグループをつくってあれば、
そこでアルバム作成して他の人が撮った写
真ももらっちゃいましょう。
そしてこれもたまに忘却されますが、会

報に簡単でもいいのでランの報告を書きま
しょう。編集長からも催促して、毎回載せ
るようにしたいところです。とくに、反省
会で指摘されたことは後々役に立つので。

立石公園の夕陽

・宿はとにかく早めに
大人数となると宿が絞られてきますので、
2か月前くらいから当たりをつけておかな
いと本気でなくなります。先に電話して、
収容可能な人数だけでも聞いておきましょ
う。アメニティなどの情報も、ネット上と
は違うことがあるので確認。自転車で行く
ことを言っておくと、駐輪スペースをつ
くってくれたりするのでいいと思います。

・食事やコンパの手筈
買い出しの場所を決めておき、先に到着

した人からスムーズに行動に移れるように
指示します。夏合宿のバーベキュー、去年
は食材を配送してもらうという準備をした
ようでさすがだと思いました。なにかを企
画するならやっぱり計画は大事ですね。

い当たる点をつらつらと書き連ねてみました。
抜け落ちている点、余計なお世話だという点、

指摘してもらえるとありがたいです。
新執行代のみなさん、期待しています！ ランを

成功させましょう！

観音崎の田嶋さん

思

● ● ●



退任挨拶 

 

会長・・・3年/田中 

駒代・・・2年/小森 

会計・・・2年/三好・林 

新歓・・・2年/佐々木・桑野 

編集・・・2年/野崎 

整備・・・2年/今城 

部室・・・2年/寺田 

倉庫・・・2年/中田 



会長退任挨拶 
みなさんこんばんは．田中です．誰だよって思っている方（特に新執行代）も多いかと思いま

すが，一応会長をやっていたことになっている模様です．冬合宿には行くと思いますのでお見知り

おきを． 

会長としての1年はとても充実していました．まず，3月に運転免許を取得し，今まで旅をする

手段が公共交通機関か自転車か（またはその組み合わせか）だったところに，車という非常にパワ

フルな新星が登場しました．車での旅は楽しいです．まず車内で好きな曲を流せるのが良いです．

あと自転車乗り的には，細かい「自転車殺し」な道路構造（左折レーンとか）で気にすることなく

快適に走れるという悦びを覚えてしまいました．そんなわけで今年はサポートとしてサークルのイ

ベントに関わることが多かったように思います．ハイエースみたいな普通車としては大きい車を運

転する貴重な機会を得ることができていわば win-win の関係だったと思っています． 

車の話ばかりになってしまうとあれなので，自転車の話をします．サークルとは関係ないです

がGWに新潟→川崎でフレッシュ（24時間で360km以上走るやつ）を完走（達成）したのは114514

年前の出来事のように感じています．このフレッシュ以後，自転車に乗る頻度が地に落ち，身体も

おじいちゃんになってしまいました．自転車はやはり体力づくりにもってこいだと身をもって実感

することになりました．皆さんは工学部の闇に飲まれても継続的に自転車に乗ってほしいと思いま

す． 

これから研究室に配属されたらサークルに参加しやすくなるような気がしないでもないよう

なそうでもないようなというような感じなのでコミット率を高めて新執行代からの認知を一刻も早

く得られるよう努力したいです．今後とも老害をよろしくお願いします．



駒代退任挨拶
2 年 小森雄太

駒代として一年間やってきて一番多く思ったことは, 「このサークルは本当にすごいサーク

ルだ」ということです. 駒代というのは一応は代表なわけで, 代表というとなんだかとっても大

変そうな響きもするのですが, 実際に一年間この役職を務めてみると, むしろなんだかみん

なに助けられながらやってきたなあと思ってしまうわけです. そういう意味でこのサークルの

代表というのは, 楽しむところはしっかり楽しみつつ, サークルの伝統と体制の維持のため

にやるべき仕事はしっかりこなしつつ, そしてほかのメンバーに頼るべきところはしっかり頼

りつつ, こういったメリハリを大切にしながらやっていくべき仕事なのかなと思っています.
僕も必要最低限のことはやったとは思いますが, それでも忙しさに甘えつつ定例会・定サ

イ・合宿全出席という(最?)重要課題は完璧にはこなせなかったので, そこは新駒代に期待

したいなと思います(サークルの代表として最も大切な仕事はおそらくサークル活動に参加

することだと思うので, 自戒を込めて). 
何はともあれ, 新執行代は非常に優秀な学年だと思うので, これからの一年間を本当に楽

しみにしています. 無理をしすぎぬよう, ぜひ, 頑張ってください.



会計退任挨拶 

2 年 三好卓人 

 会計就任からもう 1 年が経ってしまったことに驚いています。就任挨拶を書いたのがつ

いこの間のようです。 

 今年度は会計を 2 人おくという試みに出ましたが、林と二人三脚でなんとか仕事はこな

せたのではないかと思います。特に学友会に提出する書類の作業は二人でがんばったので

とてもはかどりました。感謝です。 

 反省点としては、保険や領収書などについての情報の周知が不十分だったことでしょう

か。サークルも大型化してきて、もしかしたら会報に載せるだけではサークル全員に情報を

伝えるのは難しくなってきているのかもしれないなあと感じました。しっかり引き継ぎし

ます。きっと永岩くんは非ガバガバな運営をしてくれると思います。 

 至らない点は多々ありましたが一年間ありがとうございました。今後ともよろしくお願

いします。 

 

会計 退任挨拶  林 佑亮 

 どうも、一年間三好と共に会計を担当しました、林といいます。僕らの代は新しい試みで

会計が二人でした(また一人体制に戻るのはまあ察してください)。とはいっても結構二人で

分担できたし、完全に愚策ってわけでもなかったように思います(まあそれでも一人体制に

戻るあたりは察し(ry )。主に銀行の振り込みとかをやってたので割と大金を動かすことが

多く、普段あまり考えないで生きている自分もさすがに慎重にやってました。お金の面で致

命的なミスはなく、後腐れなく退任できるかなと思ってます。会計で分からないことや迷う

ようなことがあったら遠慮なく聞いてください！ 

 サークル活動には兼サーやバイトといった都合の影響もあってなかなかいけませんでし

たが、少ないながらも参加したランや合宿はどれも楽しく、改めて居心地のいいサークルだ

なあと思います。これからもちまちまと参加したいと思ってますので、その時はよろしくお

願いします。 

  

追伸:これを読んでる人の中で今年のサークル費をまだ払ってない人(そんな人一人もいな

いと思いますが…)、いたら払って下さいお願いします！！！！！ 

 



 

 





第一回新歓ラン担当 

桑野 

第一回新歓ラン担当を務めさせていただきました、 

桑野です。 

第一回新歓ランは新一年生を入れるため、又 

NC の歴史の層を厚め、 

継続させるための、大切な行事であります。 

大切なのは、３つです。 

安全、感謝、思いやり、です。 

まずは無事に事故なく終えること、 

そして同期への感謝、 

期待と不安を抱えた一年生を見守り、 

思いやりをもって接することです。 

次に担当される方、私が精いっぱい務めた、 

第一回新歓ランを託します！  



編集長退任挨拶 

2 年 野崎悦 

 

こんにちは。前編集長の野崎です。自分自身退任・就任挨拶のことを完全に忘れていて、

引継ぎも全くしていなかったのですが、今年も開催されてよかった。。。 

退任挨拶的なことはすでに先月の会報に書いたので特に改めて言うこともないのですが、

書かなきゃということで一言だけ。 

なかよしさいくるは案外古いサークルで、基本的に運営方法自体は確立しています。ただ

僕たちの執行代では倉庫や HP を整理したり定例会の中身を変えたりといろいろ変化を試

みてきました。というわけで一つ思うのは、サークルとして受け継いだものを大切にし

て、それをぶっ壊さない範囲で自分らがいいと思うように好きにやればいいんじゃないか

なということです。所詮は学生のサークルです。他に迷惑がかからないようにモラルと安

全だけは気をつけて、自由に自転車を楽しみましょう。 

 



整備担当退任挨拶 

２年 今城雄太郎 

 

 こんにちは。一年間、鈴木とともに整備担当を務めさせていただいた今城です。 

 

 自転車の整備をしたことがなかったのですが、前整備担当のダメ出しをもらいながら整

備をしたおかげで無事一年を終えることができました。 

 台数が多いおかげで、慣れない作業を繰り返し行わないといけなかったのが辛かったで

すが、その分いろいろなトラブルに遭遇できたおかげで多少整備スキルが身についたので

担当していてよかったなと感じます。 

 

 整備担当が倉庫の整理も任されていたわけですが、整理いつしよう。。。と思っていた矢先、

ましろにそ氏が倉庫担当になってくれたおかげで整理をしてくれた上、倉庫に光とホワイ

トボードを用意してくれたのにはとても感謝しています。 

 

 次の整備担当は自転車歴が長く有能なので、心配はないのですが、出来る限り協力しよう

と思うので、分からないことがあったり、忙しい時はぜひ声をかけてください。 

 

 今年もパンク講習会しかしませんでしたが、次年度は定例会の時にぜひ整備講習会を開

いてください。（印刷の仕事がなくなって暇だし） 

 

 最後に、面倒を見てくださった先輩、倉庫の整理や自転車の整備を手伝ってくれた同期の

皆さんには感謝しています。 

 

 

 

 

 

 



部室担当退任挨拶 

2 年 寺田望 

 

部室担当に就任して 1 年、あっという間で特に何も

できずに終わってしまいました、、、Wii U 導入できません

でした、岩尾さん。 

まあ業務の方は大きな問題なく（？）全うできたので

喜ばしく思っております。協力してくださった方々、ありが

とうございます！ 

自分が特に何も成していないのであれなのですが、

後任の大石君には部室担当としてなにか達成してほしい

ですね！Wii U とか Switch(2017.3 発売予定) とか導入

してほしいですね！1 年間頑張ってください！ 

みなさんこれからも部室を積極的に利用していってく

ださいね！ 

 



倉庫担当退任挨拶 

2年 中田 

今年 6 月から新設された倉庫担当ですが、早くも引き継ぎとなりま

した。 

至上命題だった備品の貸出システムの整備がうまくいったようで、

ひとまず安心です。 

他には、倉庫内ライトの導入、不足備品の補充に加えて、積極的な倉

庫・部室の掃除(笑)に貢献しました。 

今後とも秩序ある倉庫の維持にご協力お願いします。 

次期担当の荒井くん、大石くんに期待しています。よろしく！ 



就任挨拶 

 

会長・・・2年/小森 

駒代・・・1年/三輪 

会計・・・1年/永岩 

新歓・・・1年/森田・中村 

編集・・・1年/白崎 

整備・・・1年/鎌田 

部室・・・1年/荒井 

倉庫・・・1年/大石 



会長就任挨拶
2 年 小森雄太

新しく会長になりました, 前駒代の小森です. 「会長になるためには駒代のときに活動全出

席していなければならない」みたいなことを聞いたことがある気がするんですがどうなんで

しょうか, 本当に会長になれるのかな?
それはさておき, とりあえず会長としての目標は, 「しっかり参加する」です. 定例会にはでき

る限り出たいし, もちろん定サイにも, 合宿にも行きたいですね. やっぱり教養学部が終わる

と学部のスケジュールに忙殺される人も増えてくると思うのですが, そんな中でもしっかりと

サークル活動に参加している先輩方を見ていると自分はずいぶん甘えてるな～と思ったり

もします. なので, 甘えず, 参加できるところはしっかり参加する. そういうふうにやっていきた

いと思います.
(あと, 会長連載も忘れずに載せます...駒代連載もずいぶんぬけぬけだったので...)



駒代 就任挨拶 

1年 三輪哲大 

 

せっかくなら Word じゃなくてイラレとかで書きたかったんだけど時間がないので Word

で書きます。 

このたび駒代に就任することになりました、理科一類の三輪哲大（みわのりひろ）です。 

僕みたいに自転車を大学から本格的に乗り回すようになったものが代表をやらせていただ

くことになっていいのか、とは思いますが、まあ大丈夫なのかなとも思っています。 

 

僕がはじめてなかよしさいくるの活動に参加したのは、なんと特訓ランでした(！)。もとも

と NC に入ることは全く考えていなくて、旅行班の新歓にだけは行って、やっぱり自転車

楽しいなとは思ったのですが、部活に入るほどではないと思ってしまい、自転車は自分で乗

ればいいか、と思うようになっていました。 

ところが、ふと、どーせロードバイクを買うのであれば、自転車サークルに入ったほうが楽

しいのでは、と考え直し、つてを頼ってNCの先輩に連絡して、特訓ランに参加させてもら

うことになりました。 

参加してみて、この自由な雰囲気にほれ込んでしまいました。みなさん本当に自転車がすき

で、きつい坂でも先輩たちに励ましてもらえて…。コミットしていきたい、と強く思った瞬

間でもありました。なんか振り返りみたいな形になってしまいましたが、そうこうしている

うちに徐々に 1年生とも仲良くなって、気が付いたら代表に就任してしまいました。 

 

だらだらと書きましたが、まとめれば、僕を虜にしてくれた NC の自由な雰囲気をなくし

てはいけない、という思いを胸に 1年間やっていきたいということが言いたいです。 

多くのことが個人の裁量に任されているこのサークルですが、それはそれで個人個人のキ

ャラクターがはっきりと出ていて面白いと思いますし、サークルの名称とは裏腹に(？)飲み

も非常に穏やかなのは、個人的には大好きです。自転車に対する思いも、峠バカからゆるポ

タ万歳勢までいて一向にかまわないですし、ブルペに出る人からサイクリングを楽しめれ

ばいいや、ってひとまで大歓迎ですから、その雰囲気はなくしたくない、と強く思います。 

僕がこのサークルを気に入ったのも、主にそれが理由ですから。 

また、みなさん、定サイなどで本当に楽しそうに自転車をこいでいて、それが何よりもいい

ことだと思います。この雰囲気も、維持していきたいです。 

 

また、駒代として、なにかしら新しい伝統を作り出せればいいな、と考えています。今年の

1年生は多いし、優秀なメンバーがそろっています。何か、未だ全く案はないですが、1年

後に、後輩に引き継いでいけるような新しい伝統を作り上げられていたら、僕としては思い

残すことはありません。 

駒代というまとめ役として、1年間、精一杯やっていきます。先輩方、見守っていてくださ

い。同期のみんな、これからよろしくな！ 



会計就任挨拶 

 1年 永岩 修也 

 

こんにちは。このたびNCの会計責任者に就任しました永岩です。よろしくお

願いします。 

 

会計管理はサークルという組織の運営に必要不可欠な、責任のある業務です。

僕は、その中で自分の持つノウハウを活かし正確な管理を目指したい、と思い

会計に立候補しました。僕にとってNCは大学生活の中でも本当に大きな存在

であり(とにかく活動があれば向かってしまうほどに汗)、サークルの力になり

たい、という思いは人一倍です。これからは会計の面からサークルを支えてい

けるように精一杯努力していきます。 

 

とはいえ会計責任者はあくまで管理者であり、皆さん一人一人がお金を扱う機

会を持ち、サークルの会計に関わっています。具体的には部費や合宿費、保険

料など各種費用の支払いや、整備・用具代などの請求などです。そこできっち

りとした集金・返金が出来なければ会計は正確にまわりません。 



勿論、ミスなく管理できるよう尽力はしますが、皆さん一人一人の協力が不可

欠であることを留意していただけると助かります。よろしくお願いします。 

 

ここからは備品・用具の購入などでサークルとしてお金を使う場合に気をつけ

てもらいたい注意点を説明していきます。 

 

まず第一に、サークルとして出費をする際にはその旨の連絡をしていただける

と助かります。これはスムーズな返金や不必要な出費の防止、更には会計事情

の透明化に繋がることなので是非お願いします。 

 

また、以下は領収書に関するルールです。これはサークルの収入に関わること

ですので必ず守ってください。 

 

まず、会計時にはレジで必ず領収書をもらってください(レシートだけではな

く！)。 

そしてもう一点、領収書には  

『宛名』・『但し書き』・『日付』・『金額』・『店の印鑑』 



の5点が揃っていることを確認してください。(『店の印鑑』に関しては無くて

もまぁセーフですが) 

特に『宛名』と『但し書き』に関しては店によってはこちらが書き込むもので

欠けがちです。『但し書き』に至っては時間が経つと忘れて後で書き込むこと

も出来ないので早めの記入を忘れないでください。 

(『宛名』・・・「なかよしサイクル」 

 『但し書き』・・・「〜代として」 

     ※商品か用途を記入。「お品代として」は認められないのでNG) 

 

以上の二点を守っていただくようお願いします。 

(何故こんなことが必要かというと、学内サークル支援団体・学友会から毎年受

ける予算援助は、提出された領収書が参考にされるからです。そこでは必要事

項の欠けた領収書は支出として計上されないため、上の注意を怠れば援助の額

が減ってしまうのです…) 

 

長々と語ってきましたが自分からは以上となります。皆さんのお力を借りなが

ら自覚と責任を持って一生懸命に仕事に取り組んでいきたいと思います。よろ



しくお願いします。 



新歓担当就任あいさつ 

１年 森田理紗子 

 こんにちは、正新歓担当に就任しました森田理紗子です。私自身このサークル

にとても魅力を感じているので、一人でも多くの新入生にこの居心地のいい素

敵なサークルと出会ってもらいたいという思いから、新歓担当に名乗り出まし

た。 

 ３回ほどの新歓ラン、新歓合宿、裏新歓を予定していますが、前年度の反省を

踏まえて、大幅に変更になるかもしれません。また、新歓活動の場としては、東

大でのテント列、サークルオリの他にも、他大での新歓活動を予定しています。 

 「なかよしさいくる」を広く世間に知らしめたいという思いと、知る人ぞ知る

隠れ家的サークルであってほしいという思いの葛藤もありますが、なかよしさ

いくるの顔として任務を全うしたいと思います。 

 そして何よりもまず、新歓はサークル員の皆様の力なくしてはできません。事

故・トラブルなく新歓活動が行えるよう担当として頑張りますので、ぜひ皆様ご

協力お願いします。NC2017 がどんなメンバーになるのか楽しみですね！１年

間よろしくお願いします。 



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

１年 中村航規 

 副新歓を務めさせていただく中村です。正新歓担当である森田と協力して新

入生を迎えたいと思っています。新歓という仕事はサークルの存続にとって最

重要とも言える仕事なので責任をもって取り組みたいと思います。(正直なとこ

ろ、正新歓が有能なので僕の仕事は少ないかなーなんて楽観的に思っています

が。)単なる過去の踏襲にならないように、また、正新歓の指示をこなすロボッ

トにならないようにしていきたいと思っています。つまり、自律的に働くってこ

とですね。 

 最後になりますが、新歓期には先輩方、執行代のお力を借りることになると思

います。その際はよろしくお願いします。 

 



編集長兼Web長就任挨拶 

1年 白崎大輔 

 

この度、編集長兼Web長に就任しました 1年の白崎大輔です。私

の知らないところで役職が決まっていたので、役職発表がされた駒

場祭の打ち上げではかなり驚きました。(笑) 

前編集長の野崎先輩がしっかりと環境を整えてくださっているの

で、それをしっかりと引き継ぎたいと思います。皆さんの挨拶原稿を

まとめながらこれを書いていますが、原稿の形式をどのようにお願

いすれば、最も手軽に、美しく、かつ皆さんの意図するレイアウトが

崩れずに会報を仕上げていけるのか苦慮しているところです。 

これから、色々とご迷惑をおかけすることがあると思いますが、ど

うぞ 1年間よろしくお願いします。 



整備就任挨拶 

 

一年 鎌田 理喜 

 

 この度、整備担当に就任しました、鎌田 理喜です。整備担当としてみなさ

んが安全で快適に自転車に乗れるようにサポートしていきたいと思います。 

 

僕自身は、中 3のころからロードバイクに手を出し、現在無事に沼にはまって

おります。今乗っているロードは、完成車で買ったのですがカスタムにカスタ

ムを重ね、当時のまま残っているのはフレームぐらいのもんです。 

(※余ったパーツは、スタッフがおいしくいただきました 父親用に一台組みま

した) 

ここまで自分で整備するようになると、自然と自転車屋に行かなくなります。

ですから僕はメンテ代を払ったことがほとんどありません。その分はパーツ代

へ…. ああ、諭吉がぁ… 

そもそもプロじゃなきゃできない整備は意外と少ないです。(極めて特殊な工具

と卓越した技能が必要なものはプロに任せましょう) 一見、難しそうに思える

整備ですが自分でやってみると結構簡単にできて楽しいもんです。僕はそんな

整備やカスタムの楽しさを皆さんに感じてもらい、少しでも自分の手でメンテ 

してもらえるように支援していきたいと思います。 

 さて、カスタムの話について書いていきたいと思います。今回はバイクのビ

ジュアルの話をしたいと思います。半分くらい主観が入ってるのでへぇーと読

み流してくれれば十分です。 

 カスタムにはまっている自転車乗りにありがちなのが、見た目の崩壊です。

特にパーツの配色です。本人が満足してるならいいのですが、カスタムした後

に後悔する人もいます。高いパーツだと特に。 

デザイン的な観点から考えると自転車に入れていい色の数は 2色か 3色です。 

自転車は表面積が小さいのでこれ以上色を増やすとカオスになります。 

ただ普通の自転車だとタイヤやハンドルに黒が使われてますから、黒とあと 1

色か 2色ですね。 

フレームのグラフィックにおける色の割合を考えて、何色をメインにして、何

色を差し色にするかというのを自分の中でルール化すればカッコイイビジュア



ルの自転車になりますよー。(ちなみに僕は黒がメインで白と緑が差し色です) 

 こういう話をするとですね、タイヤをカラフルにする人がよくいらっしゃる

んですが、これはあまりオススメできません。 

そもそもタイヤがなぜ黒なのかというと、ゴムの強度を上げるために炭素を配

合してるからなんです。そこに色付けの色素を入れてしまうとゴムの強度は下

がり耐摩耗性、耐紫外線性が低下します。結果タイヤの持ちが悪くなります。 

ですから性能指向のタイヤにはカラータイヤはありません。それでもいいから

俺はカラフルにしたい！という人を無理に止める気はありませんよ。 

 性能的な面だけでなく、見た目においてもカラータイヤは結構悩ましい問題

です。タイヤというのは円形をしていて、自転車を横から見たときに、フレー

ムの次くらいに広い領域に存在しますよね。そうするとフレームとタイヤの色

が互いに主張しあって、なんというかすごく煩い見た目になります。主役の座

を取り合う感じですね。(フレームが主役だよ。主役はあなたです) 

完成車がカラータイヤを採用しない理由はこういう点にあります。自転車メー

カーはフレームをメインにしてますからね。 

つまり僕が言いたいのは、タイヤは黒にしとけ！ってことです。 

タイヤはカラフル派の人いたら是非全面対決しましょう！笑 

 

タイヤが黒ならどこに差し色を入れましょうか。バーテープ、アウターケーブ

ル、バーエンドプラグ、サドル、ペダル、ネジ、ボルトなどなどたくさんあり

ますね。どこかワンポイント差し色を入れるだけで自転車の魅力が増します

よ。みなさんも整備の第一歩として見た目のカスタムにチャレンジしてみてく

ださい。くれぐれもやりすぎないように。 



部室・倉庫担当就任挨拶 

1年 大石健人 

荒井達也 

 こんにちは、部室担当の大石と倉庫担当の荒井です。 

 部室はこたつやゲームなどがあってとても居心地がいいですね。私は駒場祭の準備、片付

けの時に何度か利用したのですが、準備や片付けをしに行くのが嫌になるほどの心地よさ

でした。部室に来たことのない方も是非一度来てみてください。 

部室担当は年に何回か会議に出て、夏と冬に大掃除に参加するくらいしか仕事はないそ

うなのですが、サボると奉仕活動に参加しなければならないらしく、部室が使えなくなって

も大変なので、責任をもってやってやっていきたいです。ほかには、部室にあるゲーム類が

かなり古く、調子の悪いコントローラーもあったので、ゲームもできる範囲で新しくできた

らと考えています。 

また、倉庫には、沢山のロードバイクや部品がしまってあるので、取り出しやすく、定

期的に整備していこうと思います。備品が壊れたりなくなったりしたら、いざ借りるとき

に、足りないなんてことが起きないように、買い足していくつもりです。 

使いやすい部室・倉庫にしていきます。1年間よろしくお願いします。 

 



編集後記 
1年 白崎大輔 

 やっと本文の編集が終わって編集後記が終われば、完成だーー 

という気持ちでこの編集後記を書き始めています。今回、初めての

会報編集ということで、右も左もわからず、表紙・目次は先代の野

崎さんのものをかなり色濃くインスパイアさせてもらいました。 

 他の部分もほとんど野崎さんの代のものと変わらない or(劣る)感じ

に仕上げましたが、唯一工夫した点は、表紙・目次・編集後記のペ

ージだけ背景の色を変えたところです。これは単純に、文責が編集

長にあるページは色付きページだけであり、他のページの文責は各

記事の執筆者にあるということを示すためです。(笑) 

 まあ、他にもっともらしい理由を挙げておくとすると、 

・表紙/目次が白背景だと殺風景(特に項目数が少ない月の目次)。 

・背景色を季節によって変えて季節感を演出。 

等々ありますが… 

 これから一年間編集長として頑張っていきますので、よろしくお

願いします。(就任挨拶で同じようなこと書いた) 


