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春の県民サイクリング「渡良瀬ミーティング」
陽春の渡良瀬遊水池にて 開催しました

●2012 年 4 月 8 日（日）KCA 春の県民サイクリング
は、埼玉県渡良瀬遊水池を会場として開催しまし
た。KCA からの参加者は 15 名です。「渡良瀬ミーテ
ィング」と名付けたこの会場には、関東甲信越より 7
つのサイクリング協会、約 470 名のサイクリストが参
集する大規模な集会となりました。
●会場では、千葉県協会によるライディングスクー
ルが開催されました。講師は、元全日本ロード選
手、現在はサイクルナビゲーターとして活躍されて
いる森田正美さんです。
また、群馬県協会による「トライアル」実演、埼玉県
協会による「ポタガール」広報など、多くの協会が趣
向を凝らして来場者を楽しませてくれました。
●昨年の「渡良瀬ミーティング」は、東日本大震災に
より開催中止となりました。本年、この企画を再開す
るにあたり、千葉県協会では被災地支援として「震
災復興募金」を実施しました。神奈川県協会もこの
主旨に賛同し、参加費の一部を募金として協力しま
し

した。KCA 参加者のみなさん、ご協力ありがとうござ
いました。
●自由に集合し、自由に走る弾力的な運営が「渡良
瀬ミーティング」の特色です。 KCA では、渡良瀬川
から利根川沿いに堤を行き、季節の草花が一斉に
花開くサイクリングロード走行を満喫しました。KCA
一行は埼玉県関宿城址にて散会し、参加者はそれ
ぞれ帰宅に便利な鉄道路線を選んで、ＪＲ宇都宮
線、東武日光線などの最寄り駅に向かいました。
●来年度の KCA 行事では、「春の県民サイクリング」
と「渡良瀬ミーティング」は切り離したうえ、別個の行
事として開催する予定です。
「渡良瀬ミーティング」は、輪行による列車移動を
用い、行動範囲を広げることを試みました。来年度
はこれを一泊行程として、さらに内容充実したツーリ
ングを企画したいと展望しております。
「春の県民サイクリング」は、地元を走る基本に立
ち返って、誰もが気軽に参加できる易しい企画とす
る予定です。どうぞお楽しみに。

【渡良瀬ミーティング会場での昼食風景】 【森田講師による「乗りかた教室」
】 【菜の花が一面に咲く利根川堤で】

ザ・ビッグラン神奈川 2012
参加受付開始しました

●神奈川と近県の川岸を走るリバーサイドサイクリン
グを楽しみませんか。本年ビッグランのテーマは、
「川沿いに行く」です。川辺の野鳥などを観察しなが
ら、心地よい風を受け走ってみてください。
●ＫＣＡが指定する 7 つのサイクリングコースを実施
期間中に走行していただきます。エントリーされる方
には、走行要項と参加記念品、完走報告用紙をお送
りいたします。
●課題のサイクリングコースは、以下の 7 つです。
①江戸川サイクリングコース
②荒川サイクリングコース
③皇居一周サイクリングコース
④多摩川サイクリングコース
⑤境川サイクリングコース
⑥金目川サイクリングコース
⑦酒匂川サイクリングコース

●この企画の実施期間は、本年 4 月 21 日（土）より
10 月 28 日（日）までです。計画的に課題に取り組ん
でみてください。完走後は、報告書を作成し、KCA
事務局へご提出ください。記念品を差し上げます。
●参加費は、KCA 会員 1,000 円、一般 1,200 円で
す。なお東京都、千葉県、埼玉県協会の会員も
1,000 円にて参加を承ります。
●申込方法は、会員のみなさまに先般郵送さしあげ
た申込書、またはＫＣＡホームページより取り出して
記入のうえ、神奈川県サイクリング協会事務局（住所
は誌面先頭）へお送りください。
●申込締切は、本年 7 月 20 日（金）です。みなさん
のご参加をお待ちしております。

神奈川の終着駅を訪ねよう

チャレンジ神奈川 2012
シリーズ第 1 回は、5/20（日）開催
●「チャレンジ神奈川 2012」の詳細が決定しました。
本年度のテーマは、「神奈川県の終着駅を訪ねる」
です。6 回シリーズとして開催しますので、来年 3 月
までよろしくお願いいたします。
●開催日とチェックポイント設定地は、以下のとおりで
す。
第 1 回 5/20（日） 片瀬江の島駅 小田急 江ノ島線
第 2 回 6/24（日） こどもの国駅 東急 こどもの国線
第 3 回 8/19（日） 大雄山駅 伊豆箱根鉄道大雄山線
第 4 回 11/18（日） ＪＲ久里浜駅 ＪＲ横須賀線
第 5 回 2013 年 2/17（日） 小島新田駅 京急大師線
第 6 回 2013 年 3/17（日） 中央林間駅 田園都市線

●「チャレンジ」のルールは、決められた日時に決
められたポイントを通過していただくことです。ただ
し、参加は KCA 会員に限ります。
●参加料は無料です。申込手続きも不要です。
開催当日にチェックポイントにいらしてください。チ
ェックカードをここでお渡しします。毎回チェックポイ
ントで新規受付をしますので、中途からの参加も大
歓迎です。
●チェックポイントの開設時間は、午前 10 時から 12
時です。ポイント通過後は、そのまま自由にサイクリ
ングをお楽しみください。ビッグランと組み合わせる
と、より中身の濃いサイクリングが楽しめます。
チェックポイントでお会いしましょう！

「ザ・ビッグラン神奈川 2012」、「チャレンジ神奈川 2012」、「KCA 研修会」など
の開催要項、申込書などは、KCA ホームページに掲載してございます
http://web-kca.com/index.html

神奈川県サイクリング協会 で検索

ザ・ビッグラン神奈川 2011 完走者発表
●本年「初詣サイクリング」にて表彰式のありました「ザ・
ビッグラン神奈川 2011」。完走者の栄誉を称え、あらた
めて、この紙面に発表させていただきます。
完走賞 7 名
・秋元治人さん（一般参加） ・小杉健介さん（一般参加）
・鈴木光司さん（個人会員） ・須永純子さん（個人会員）
・須永紀明さん（個人会員） ・中村研一さん（一般参加）
・浜谷耕介さん（一般参加）
うち優秀賞 1 名
・秋元治人さん（一般参加）
努力賞 1 名
・山本明博さん（一般参加）
●皆さん完走おめでとうございます！引き続き 2012 年
度テーマ「リバーサイドサイクリング」をお楽しみください

ＫＣＡ10 ポイント賞 発表
●KCA 行事に参加してくださった会員には、KCA ポイ
ントを差し上げております。2011 年度分の集計が完了
しました。合計 10 ポイント以上獲得された 12 名の会員
におかれましては、その栄誉を称え、この紙面にて発
表いたします。
17 点 高桑尚子さん（YMCC）
16 点 橋立公正さん（YMCC）、相羽美典さん（個人
会員）、鈴木正泰さん（ヨコスカ CC）
14 点 鈴木光則さん（ヨコスカ CC）
13 点 寺門眞一さん（ヨコスカ CC）、西谷秀明さん（東
通相模 CC）、佐藤康人さん（東通相模 CC）、
小松紀明さん（二俣川 CC）
12 点 松尾隆徳さん（二俣川 CC）、榊原則子さん
（YMCC）
11 点 角田 誠さん（ドンキーCC）
●惜しくも 9 点の会員が 5 名おられます。2012 年度は
10 ポイント獲得をめざしがんばってください。春秋の県
民サイクリングなど、1 回参加で 2 ポイント獲得できる行
事もあります。

夏の鶴見川堤を行く名所巡り

「のんびりサイクリング」7/8（日）開催
●早いもので第 4 回を迎える「のんびりサイクリング」、
本年は鶴見川と国道 1 号線とが交わる新鶴見橋「下末
吉公園」より出発。夢見ヶ崎動物公園、等々力緑地など
見学しながら、横浜市歴史博物館までまいります。
開催日： 2012 年 7 月 8 日（日）
集合地： 鶴見区 「下末吉公園」
受 付： 開設 9：30～10：00
参加料： 会員・一般とも 1 名 300 円
※詳しくは同封の開催要項をご覧ください。

チャレンジ神奈川 2011 完走者発表
●「チャレンジ神奈川 2011」は、2012 年 3 月 11 日（日）
に開催したシリーズ第 6 回茅ヶ崎【氷室椿庭園】をもっ
て終了しました。
当日のチェックポイント通過者は 38 名でした。小春
日和の暖かな天候に恵まれたせいか、シリーズ最高の
参加サイクリスト数を記録しました。
●参加登録してくださったサイクリストは 60 名で、6 回
シリーズの延べ参加人数は 187 名、1 回あたりのチェッ
クポイント通過者平均は 31 名でした。おつかれさまで
した。
●6 回シリーズすべてのチェックポイントを通過したサ
イクリストは 5 名でした。
・相羽美典さん（個人会員）・大谷貞夫さん（個人会員）
・鈴木正泰さん（ヨコスカ CC） ・高桑尚子さん（YMCC）
・鈴木光則さん（ヨコスカ CC）
みなさん完走おめでとうございます！
2012 年度「チャレンジ」のテーマは、「神奈川県の終
着駅を訪ねて」です。
こちらも続けてお楽しみください。

自転車はここを走る！

KCA 研修会

7/22（日）開催
●KCA 研修会を以下のとおり開催します。テーマは
「自転車はここを走る！」です。講師には、NPO 自転
車活用推進研究会より小林成基氏をお迎えします。
・日時：2012 年 7 月 22 日（日）
午前 9 時 10 分開場
・講演と質疑応答
午前 9 時 20 分から 11 時 50 分（予定）
・場所：かながわ県民サポートセンター 301 会議室
（3 階）
横浜市神奈川区鶴屋町 2－24－2
横浜駅西口、きた西口を出て徒歩およそ 5 分
・講師： 小林成基氏
・参加費： 無料
・申込方法：KCA 所定の汎用申込書にて、7 月 13 日
（金）までに KCA 事務局宛お申し込みください。
クラブ会員におかれましては、クラブごとに取りまと
めてお申し込みください。
●参考テキストとして、同氏著書「自転車はここを走
る！」枻（えい）出版 680 円をご用意くださると、より深
く理解できようかと存じます。

ＣＣＡ主催
菜の花サイクリング
参加しました♪
●2012 年 3 月 4 日（日）千葉県サイクリング協会（CCA）
による「南房総菜の花サイクリング」が開催されました。
この大会には約300名もの参加申込があり、今シーズン
初頭のイベントとして、おおいに好評を呼んでいます。
KCA 編集部はこの行事に参加して、友好協会の運
営方法や安全走行の手法などを見学させていただきま
した。
●早春の海とお花畑を眺めながら、房総半島南端を巡
る約 60ｋｍ のサイクリング。コースは館山から出発し、
JR 内房線と交差しながら山間部を行きます。千倉から
は太平洋岸に出て、海浜沿いに白浜、房総フラワーラ
インを巡り、再び館山にもどります。
●当日はすこし気温が低いように思いましたが、軽いギ
アで回しながら走り始めると身体も暖まり、気持ちよく巡
航できました。風向きも良い感じで、フラワーラインで

は、背中を押されるようにして快走しました。
●二段階右折する大きな交差点には、役員さんが出
て誘導してくださいます。また、進路変更する分岐点
など要所には、黄色地に赤文字の「CCA⇒」看板が掲
示され、正しい進行方向に迷いがありませんでした。
●開会式には、館山市長のご挨拶をいただきました。
CCA イベントの特色は、行政と歩調を合わせて、スポ
ーツとしてのサイクリングと観光を振興していることで
す。
●千葉県では、サイクリングを楽しむ人を対象に「サイ
クルツーリズム」を推進しています。「おすすめサイクリ
ングコース」が中房総、南房総に合計 6 コース紹介さ
れ、サイクリストが気軽に立ち寄ることができる休憩ス
ポット「サイクルステーション」が、県内各地に設置され
ています。

KCA 2011 年度 総会
ご出席 おねがいします
●2012 年 6 月 17 日（日）KCA「2011 年
度総会」を開催します。
・会場
かながわ労働プラザ 第 6 会議室
横浜市中区寿町 1－4
（最寄り駅 JR 線石川町駅）
・開催時間 9：15 ～11：50
●当日の次第は、各賞の表彰式、2011
年度活動報告、同収支決算報告ならび
に 2012 年度活動計画、同収支予算計
画の審議などです。
また役員改選のご報告を予定してお
ります。

●当日は「KCA10 ポイント賞」受賞
者、「チャレンジ神奈川 2011」完走者
の表彰式を行います。
●KCA 加盟各クラブの代表者または
連絡責任者におかれましては、必ず
ご出席をお願い申しあげます。
どちらもご欠席の場合は、代理の
方がご出席くださいますよう重ねてお
願い申しあげます。
●KCA 個人会員のみなさん、また
KCA 活動に興味のある会員のみなさ
んも傍聴自由です。ご来場を歓迎い
たします。

●資料印刷の都合がありますので、
ご出席の個人会員は、6 月 4 日（月）
までに汎用申込書にて、KCA 事務
局へお申し込みください。また個人
会員のみなさまには、年度始めにあ
たり汎用申込書を同封いたします。
本年度 KCA 行事お申込には、コピ
ーして繰り返しご使用ください。
●KCA 加盟クラブには別途案内を
お送りします。
どうぞよろしくご協力お願い申しあげ
ます。

■夜間 ・暗所ではライトを必ず点灯しよう

■自転車の走行は交通法規を順守し、安全走行に務めてください

■手信号による合図をしよう

■自転車は車両です、道路の左側を走行しましょう

■きちんと自転車の点検 ・整備をしよう

■歩道は歩行者のためにあります

