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今年度委員長より一年間の活動報告と引継ぎ事

項の発表がありました。  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 日本一周旅行の思い出     
中澤 信敏君 

もう 6 月に入ってしまいまし

た。私の年度も今日を含め 4 回と

なります。もう一息ですが、頑張

っていきますので引き続きよろしくお願いいたし

ます。 
今日は日本一周旅行のお話しをさせていただ

きます。半年前ぐらいに押し入れの整理をしてい

たら、その時のメモ程度の旅行記やユースホステ

ルのスタンプ帳、使い切ったテレフォンカードの

束など 30 年前に旅行した記録が出てきました。

日本一周と言っても高校 3 年の夏休みと 20 歳の

時に 2 回に分けて、バイクに乗っての一人旅でし

た。今、自分の子どもたちがその世代になってい

るので、当時の親はよく許してくれたものだと思

います。 
18 の時は兄貴のおさがりの 250CC のバイクと

つなぎで北日本を 19 日間、20 歳の時は、

Kawasaki の KLE と言う 400CC のバイクで南日

本を回りました。持ち物は 3 日分の下着と靴下の

替えと、防寒具、雨具、タオル、寝袋、テント程

度だと思いました。2 回のツーリングとも時間は

あったのですがお金が無く高速道を乗らずほとん

どが下道です。 
高校の時の北日本のコースは行きが太平洋側、

帰りは日本海側を走り、今のようにナビは無いの

で、頼りになるのは地図と道路標識だけで、夕方

になったら泊る場所を探し、その日の目的地にす

るそんな感じでした。1 日だいたい 250km を走っ

て、会津若松、気仙沼、青森と 4 日目にフェリー

で北海道に渡り、そのあとは、函館、襟裳岬、十

勝、釧路、根室、斜里、紋別、稚内、利尻島で島

歩き、旭川、函館、弘前、日本海側、に出て鶴岡

で帰宅。利尻島の島歩きでだいぶつかれたようで、

クラブアッセンブリー(1) 会 ⾧ 挨 拶 

SAA  杉山 裕君  仕事の都合で２回お休

みしましたが、後任の吉田幹事に替わってい

ただき引継ぎができてよかったです。 

会員増強委員長 水野泰雄君  

今年度は会長テーマに沿って新規入会者よ

りも退会防止を重点としました。 

広報・情報委員長 横沢 正君(幹事代読) 
ロータリー知識向上と活動理解の為、友紹介
を中心に情報発信しました。 
新聞各社に広報掲載を行いました。 

出席・ニコ BOX 委員長・会計 渡邉章貴君 
休会措置にご協力、また例会への多数の出席
ありがとうございました。次年度オンライン
例会の開催については規約の変更が必要。 
会計についてはニコ BOX 減だが予算に対し
てのクラブ会計は残高増。 

会報委員長 合原 亮一君 
毎週例会と特別号の発行ができました。内容
については現行通りでも良いですが、次年度
はデジタル化への対応により会報の発行に
ついても課題となります。 

親睦・会場委員長 北村 久文君 
コロナ禍により、夏の夜間例会のみの活動と
なりました。親睦についてはゴルフ部が設立
されましたので今後共よろしくお願いいた
します。 

例会運営部長・プログラム委員長 柄澤 堯君 

安心、安全な例会作り。吉田幹事によるこま
めな感染状況把握により安全な例会が開催
できました。美穂ヶ池のお花見例会ができた
ことがなにより。プログラムは会員卓話を中
心として１６名の方に卓話いただきました。 
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帰り道は早かったです。日記にも寂しくなってき

たと書いてあります。 
予算はバイトして貯めた 20 万で、ひたすら走

るだけで、美味しいものを食べる余裕もなく、虫

に刺されたり、牧場で働かないかとスカウトされ

たり、チェーンが伸びきったり、前を走るダンプ

の落とした石でヘッドライトが割れたり、大型ダ

ンプに追いかけまわされたりしたことが日記に書

いてありました。 
その 2 年後にも GW を使い、この時も 20 日く

らいを使って、行きが日本海側、帰りが太平洋側

です。能登半島一周、福井、鳥取、萩、関門海峡、

福岡、熊本、鹿児島、フェリーで沖縄本島に行き、

本島を巡った後、バイクをユースに置いて、石垣

島、与那国島、西表島。現地でバイクをレンタル

し島観光をして、沖縄本島に戻り、このまま沖縄

に居ついちゃっても良いのかな...なんて思ったり

しながら、フェリーで鹿児島、大分からフェリー

で四国に渡り、四万十川沿いを通り高知、室戸岬、

瀬戸大橋を渡って倉敷、大阪、名古屋、東京、帰

宅。 
その数年後に今度はツーリングではなく 1 週間

仕事を休ませてもらって小笠原へ行かせてもらい

ました。と言うことで、最東端の根室、最北端の

稚内、最西端与那国島、最南端の小笠原を回った

と思っていたら、最南端は沖縄の波照間だったよ

うですね。 
今になると何をしにわざわざ行ったのかと思

いますが、当時はとにかく行きたかっただけだっ

たと思います。最近はコロナで旅行どころでは無

いですが、家族ができたあとの旅行は必ず目的が

あり、時間もなくお金もかかります。 
出川哲郎のズビズビしながら電気バイクのテ

レビを見ながら、懐かしいなと思いながら、いつ

かまたこんなゆったりのんびりした旅行ができる

と良いなと思っています。 

  

吉田  穣君 
１. RI より 

・ROTARY 6 月号 
２. 気仙沼 RC 様より 

・東日本大震災復興１０年のお礼とポストカード 
   ・・・ポストカード６枚いただきました。 

３. さくら国際高校より 
・第１６回入学式のご報告 
 

恵送   
  ・上田 RC 様・・・会報 

 
会員配布物 
  ・当クラブ会報 第 1088 号 
  ・ロータリーの友  ６月号 
 

  

                渡邉章貴君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  26 3 0 88.46％ 
前々回 24 3 1 87.50％ 
吉田 穣君  早いもので今期も残すところ１ケ月

となりました。本日はクラブアッセ

ンブリーとなります。皆さんよろし

くお願いします。 

西澤文登君  理事・役員の皆様残すところあと 1

ヶ月です。悔いのないように一生懸

命やりましょう！ 

清水一典君  帯状疱疹だいぶ良くなりました。よ

うやく集中力が出てきました。 

 

肥田野秀知君 飯島 俊勝君 笠原 一洋君 
柄澤  堯君 北村 久文君 松澤 一志君 
宮原 宏一君 水野 泰雄君 中澤 信敏君 
西澤 尚夫君 生川 秀樹君 斉藤惠理子君 
杉山  裕君 田中 栄一君 山崎 芳雄君 
飯島 伴典君 合原 亮一君 斉藤  仁君 
伊藤  豪君   
 
ニコニコ BOX 喜投額 6/1 例会 24,000 円 

今年度累計 697,003 円 目標達成率 77.44% 

□司  会    杉山  裕君 
□開会点鐘    中澤 信敏君 
□R ソング  「国歌」「奉仕の理想」テープ 
□慶  祝 

 誕生日祝 

  飯島俊勝君(3 日) 斉藤  仁君(6 日) 

  宮原宏一君(21 日) 

 結婚記念日祝 
  清水一典君(1 日)  飯島俊勝君(3 日) 
  合原亮一君(3 日)  杉山 裕君(5 日) 
  生川秀樹君(10 日) 
□委員会報告 
  「ロータリーの友紹介」 

 

   広報情報委員会  飯島俊勝君 

 

クラブ協議会「クラブ戦略計画」 

幹 事 報 告 

出席・ニコニコ BOX 報告 

例 会 日 誌 

6 月 15 日例 会 予 定 


