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2015総会を開催しました

新体制こなιlました
・
一

■06月 14日 (日 )、 KCAは総会を開

催 しました。会場は横浜市西区

「神奈川県民活動サポー トセン

ターJです。加盟クラブ会員、個

人会員あわせて 14名 のご出席を

いただきました。

0本年度より新体制 として前日

―郎顧間、自井嘉二理事が就任さ

れました。前H顧問は、公益則国

法人日本サイクリング協会に職

員として永年勤務された後、 ―サ

イクリス トして活動されていま

した。このたびは学識経験を活か

し、在職中の大会開催の実務と経

験を KCA運営にご指導いただき

たく顧「.Dと してお迎えいたしま

した。自井理事は大師サイクリン

グクラブに所属されています。若

い頃からロングライ ドに親 しみ、

現在は走 り方の幅を拡げポタリ

ングで今昔の名所 日跡巡 りも楽

しんでいるとか。ホームタウン横

浜に特有の、小規模ながら連続す

るアップダウンは体力の維持増

強に好lllだそ うで,。 どうぞよろ

しくお願いいたしまり。またこれ

まで協会活動に参画されていた

前日陽―理事 (二俣川サイクリン

グクラブ)におかれましては、昨

年 1■ 末をもつて退任 されたこと

をごi4-告 いたします。

◎昨年度収支報告では、支出額の

増加が日立ちました。これは KCA

保険の掛金値上げ分 1名 あたり
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450円 、小計 133,200円 分をKCA

会計から支出としたことなどに

よります。会員のみなさまの日頃

のご愛顧に感謝 し、掛金値上げ分

を協会負担としました。一方で本

年度より年会費は500円の値上げ

をさせていただき4,500円 に改訂

しました。保険掛金値上げの事情

ご賢察の うえご諒承お願い中し

あげますて,理事会としてもさらな

る経費節減を心がけ、収支改善に

取組みます。

◎質疑応答では、会員増力1の方策

やホームページ内容向上など、昨

年度総会での要望事項に対する

取 り組みが不 十分であるとのご

指摘を受けました。また理事会を

最高議決機関とする現行規約は

時代錯誤ではないか、会員の意見

を多く取 り入れ協会運営の透明

性、公平性を保つていただきたい

との意見がありました。要望事項

=■
|.  1総 会参カロの皆様

として会員証を発行 していただ

きたい。現行の KCAポイントカ

ー ドに会員期間を示 したらよい

などご意見を頂戴 しました。

◎総会後の懇談会では、KCA力ゝ

「関東甲信越ブロックサイクリ

ング大会 2016(仮称)Jを主管す

るのに伴い、会員のみなさまにも

お手伝いをお願いすることが話

し合われました。

開催 日は 2016年 ■月 6日 (日 )

～7日 (月 )、 開催地を横浜みなと

み らい地区方面 として予定 して

,ヽ ま,.

◎わたしたちの仲間「東通相模サ

イクリングクラブJは 本年 5月

より名称を新たに「サイクリング

クラブ TSCCJと して出発しまし

た。これからもよろしくお願いい

たします。
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「サイクリスト誓いのことば」

自転車は車道の左側を走ります

歩行者を最優先します

・夜間 、暗所ではライトを点灯します

KCA理事 大湖 茂



2015年 第 0口滴良瀬

ミーティング報告

私は「晴れ男Jなので、Tlが単

独で参加 している大会はみんな

晴れ―とい うジンクスが覆るこ

とになつた今回の渡良瀬 ミーテ

ィング.

ここ 2年位は参加(自 動車で行

くだけ)す るに しても色々あつ

て、ほぼ走れずに行つて帰るだけ

にとどまつていたので今回は走

りに参加してきました。

栃木駅JL口 に集合 し記念撮影

をしてから、例幣使街道の嘉右衛

門町伝建地区ボタリング.

なかなかにレトロな街並みの

大きな通り(片側 1車線)か ら脇道

に入ると、地元の自動車しか通ら

ないような道で、懐か しいような

造りの家が続いておりました.

あらこち散策 してから小川(水

路 ?)で小舟に乗ることになり、

ゆらゆらと少 しだけのんび りと

してたら、途中から天候が怪 しく

なつて…

まぁ、のんび りし過ぎたかな

ぁ?つ てこともあつたので ここ

から真前日にたりました。

少 し広めの続麗な路面の道路

を走 り 途中で 桜だか桃だか咲

いている景色を眺めなから走っ

ていると東北自動車道にあたり、

この脇の一般道を下りました。
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これがまた所々荒い道で きつ

きまでとは雲泥の差 ?

まぁ 高速道わきの-11道なん

て、高速道ほど重要視されないか

ら整備不足になるのは運命(さ だ

め)みたいな (ゝ のでもあるのです

がた、

目的地に近づき、そんな(ガ タ

ガタ)道 ともおさらば♪

館林市サイクリングター ミナ

ルのある沼に近づきました。

陽が7Lみかけてたから、ちよつ

と幻想的に見えたので、持つてい

た一眼レフで撮つてみました。

サイクリングター ミナルに着

いたら自転車を倉庫に格納 して

もらい、風呂と飯 ♪

後から「呑みJも (いつもの女「

く迫カロされました。

翌朝は渡良瀬遊水地べ
.

館林 ijサ イクリングター ミナ

ルから直線で 1 0kmも ありませ

ゥ́.

山坂 も無く平坦で天候にも恵

まれ気持ちよく走れました。

渡良瀬 ミーテ ィングでは、~昨

年、昨年に続き 3回 日となるKCA

大湖茂理事の発声で「サイクリス

ト誓言Jを参加者で
'確

認 し、交i重

安全メッセージを発信 しました。

全員の集合写真を撮つてから

佐野ラーメンを食いに いや、佐

野厄除け人師にお参 りに走 りま

す。

l■野へ 向かつて

途中、グライダーの専用飛行場

が河川敷にあり、ちょつと皆でllt

めたり、lχ並木や菜の花を見なが

ら走 りました。

佐野厄除け大師でお参 りを終

えると、足尾鉱毒事件で明治天皇

に直訴を行つた H中 正造氏のお

幕があり 佐野市郷土陣物館に田

中正造氏のことについて見学に

行きました.

そして最後に寄つたのが、お待

らかねの佐野ラーメン♪餃子 と

合わせて頂いて佐野を堪能 させ

て 1■ きました。ラーメンの後は、

近くの佐野駅から輪行で終えた、

渡良瀬 ミーテ イングでした。

■,1美典(■1人 会員)

'■
1=■ i

玄」想を掻き立てる沼

懐かしき街

佐野ラー メン

渡良Tll遊水池
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サイクリング大会 i

のんびιlサイクリングけ

秋季に再催行

2015年 7月 5日 (日 )開催予

●速報第 3回 8月 9日 (日 )

チェックポイン ト:4ヽ「n原城址

(担 当 :管理事、高桑副理事長)

参加者 18名

ご参加に感謝します.

手ゃしンジ神奈‖

今後の開催予定

春季

開催報告
―   ―  ‐ 1

定でありましたが、残念ながら雨

大中止 となりました。30名 の参

加中込をいただいておりました.

「2015 KCA秋 季サイクリ

ング大会ふたたび KCAの んび

リサイクリングJと錦打って同一

内容にて 2015年 10月 25日 (日 )

に秋季サイクリング大会を開 li

いたします。

KCAの んび リサイクリング

2015の参カロ中込者には参力Π料減

額の特典を提供いたします。詳細

は秋季サイクリング大会要項を

ご覧願います。

|チャレンジ神奈川 2015Jは本年

度内にあと1回 の開催を予定してい

ます。この回だけでも参加できま

り、事前のお申込は不要です。現

地で担当者がお待ちしています。

それではチェックポイントでお会い

しまし1う。

第4「 :11月 15日 (日 )am10 12

チェックポイント:同崎城lll

同イト所:神奈川県伊勢原市岡崎

5410

『ザ ビッグラン神奈川 2015

神奈川県の役所 役場を巡つてみ

ませんかJ は 2015年 4月 18日

か ら始まっていますが、終了が同

年 10月 25日 ですので今か らで t,

参加 して完走を目指 しませんか。

現在までに 13名が参加 されてい

まう。完たに必要な訪F・5箇所は指

定箇所と選択箇所計 13か所で

す。まずは参力Πのお中込みをお願

いします.詳細はKCAホームペ

ージより要項をダウンロー ドし

てご覧ください。

完走報告書にはサイクリス ト

の個性が表れます.同 じコースを

走ってみたいと思わせる魅力に

富んだ報告書が数多く提出され

ています。どうぞふるつて作成願

います.

ご参加いただいた皆様

2015年 5'1 10 日 (日 )好天の

ド24名 の参カロ者で開催されまし

た。引地川親水公園 (藤沢 j大庭

宇中沢 6510)に集合 し記念撮影.

その後連携開催 となるチャレン

ジ神奈川 2015の 第一回チェック

ポイン トである大庭城力[公園 (藤

沢市大庭 5230)に 向かいました。

大庭城は生町時代の大田道灌築

城 と戦同時代終わ りの豊F秀古

の小日原北条氏攻めによる廃城

とのこと.公園として整備 され、

バラ国では時期が少 し早いです

が、もう人輪のバラがいくつも咲

いていました。

り地川サイクリングコー スを

南下して、厳鳥千人力弁天社の池

で大きなオタマジャクンに驚い

たりしながら長久保公園へ
.

長久保公園ではみどりの相談

所内の展示温室で熱帯植物 (食虫

植物が面白い)を鑑賞 し、スイレ

ンの池では亀の甲羅千し イとのプ

ロムナー ドでも花を楽 しむこと

ができました。休憩後は鵠沼橋経

山で江の島に至1着 し行事は終了.

春の花をたのしむ 1lkmのポタ

リングでした。

:千 ゃレンジ神奈‖120151
開催報告 1 f・ ビッグラン神奈‖l

2015に参30しましょう
●第 1回 2015年 5月 10日 (日 )

チェックポイント大庭城t■

(担当 :新山理事、中円理事)

春季サイク リング大会 と連携開

催.参加者 29名

新緑 もあぎやかな人庭城址を

散策 した後、多くの方が春季サイ

クリング大会にも参加 していて

次なる目的地に向けて走 り抜け

ていかれました。

KCA理事 剰i山 博

●第 2い  2015年 6月 21日 (日 )

チ
=・ ックポイン ト津久井城址

(担当 :平野コ1理事長、新山理事)

曇 り時々小雨の状態で したが

12名 が参力]してくださいました。

配布 された城山公園ガイ ドブ ッ

クで散策された方々もお られま

した。
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KCA理事 橋立 公正 KCA理事 新山 博



コラム
「中止の場合でも返却い 施行されきした

たしきせん」の意味

KCA行 事の開 li tt IIに ある

「参加料は返J'不可Jの文言は、

意II不 llだ失ネしだと会員のみな

_― まからご指摘を頂戴しました。

それでは、行事が荒天などで中止

になったとき、参加料はご返金で

きない理由をご説明しまヨ.

行事開催に先立ち、K(,Aはお

申込くださったみなさ■から参

加料を中 L受けます。KCAは こ

の参加十か ら参力「者に傷害保険

を契約 します。保 lf掛金はたとえ

け‖催 111に なつて 1,支 払つた■

ま戻りません。また地図や注意事

項などげ)刷 り物 も同じく開催前

に費出します。というわけで 事

情ビ賢察の うえ今後 ともどうぞ

ご協力お願い申しあげます.

横浜カーフリーテー

今年もKCA出晨

日
'寺

19,1 22 日(l わせ)

11:00～ 16:00

場所 :横浜公園及び 日本人通 り

今年 1)県 庁前 にテ ン トを構 え

ます。今年のテーマは 「
自転 市の

安心 安全な利用 Jと あつて lT日

されています.ス タンプラリー t,

あり足非ご家族でご来場くださ

い.中 込不要です。昨年来場者は

18,000人 、KCAブース来訪者は

1,000人を超える麻況でした.

編集後記

KCA=ニ ュース No 103を お届け

しま■. 司封のイベント要項など

併せてご覧ください.
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改正道路交通法が ポランティアスタッフ

本年 6月 1日 より、自転車を利用

する人はより高い安全意識で走行

することが義務づ |ナた,れました。車

道の右側逆止 信号無視、 時停

lL違反、歩イi者の通行妨害などの

危険行為は .l発されます.

14歳以 巨の自転草運転者が3年

以内に 2同以上摘発された場合、

「自転車運転者講習 |の受講が義

務付けられます。講習1寺 間は 3時

間以上、講習
.手
数料は 5,700円 (標

fE額)です。1)し受講しイロ

'れ

ば、5

万円以 卜の言1金です。

私たちサイクリストは いつも「ル

ールJと
「マナーJを守つてたりましょ

う。また私たらサイクリストが社会の

模毅 なるよう心がけたいです.

募集につ
`1て

先に給会IF告 でご案内 したと

おり、KCAは来年 11月 に「.l東

甲信越ブロックリイクリング大

会 2016(仮称)を |:管 します。

つきましては、この開催準備期

間、大会当日のボランティアスタ

ッフを広く募 ります`,内 容は事務

補助、ホテル受付 人典運営など

などです.

関東甲信越地区 者|九 県のサ

イク リス トが参集する行事を盛

り「 げ、心に残る大会づくりをし

たいと考えます.

KCA会員の皆さま、ご協力ど

うぞ 員ろしくお願いいたします.

(別 添 r/1募集案内をご覧にな

つ てくアごさい)

三浦半島に「サイクfLエイドステーション」展開

償 独 賀 市 の YOKOSUKA
NEWS REШ ASE 2015年 5サ」

21日 によりますと、三浦半島観

光連絡協議会では ■浦半島を自

転車で巡る観 )L客 を応1/す るサ

ービスとして、観光パンフレット

「白転車半島宣言Jに掲載コース

周辺のコンビニ、飲食店に、バン

クl_理 キッ トや空気ボンプなど

を準備 した |サ イクルエイ ドステ

ーション事業 |を開始しました.

神奈川 県 白帽車商協 司組合

県内ブロック会から空気ポンプ

40■の寄贈を受けて実施 したと

のことです。内容は次のようにな

っています.

(1) サイクルエイ トキット

パンク修理キット、空気ポンプ等

をコンビニ 351占 舗、飲食店 2店

舗 JR横須賀駅に準備

(2) 自転車ラック

コンビニ 10店舗 17台 F/「食■i2

店舗 2台

(3)アセンブリエリア

自転車組み立てスペースを JR樹

須賀駅構内に 1か所

|サ イクルエイ ドステー ンコ

ンJでは、近隣の同組合加盟自転

中店の紹介 も併せて行つていま

す.サ イクルコース、エイ ドステ

ーションの場所は■浦半島観光

連絡協議会のホームページで紹

介されています。三浦半島をサイ

クリングする際 |■ 人いに利用 さ

せていただきまし、う.


