チャレンジ神奈川サイクリング７年目
「神奈川の城跡を訪ねて」を終えて
平成 21 年に新しい試みとして登場し

チャレンジ神奈川 2015 完走者

イベントのお申込みはお
早めにご協力願います
KCA 会員の皆さまには、いつもイベ

た「チャレンジ神奈川」サイクリングは、

所 属

氏 名

ントにご参加いただき厚くお礼申し上げ

今年度で 7 回目を数えました。テーマも

個 人

牧野 義明

ます。また、加盟各クラブにおいては、

個 人

泉 孝行

参加者取りまとめの労を取ってくださる

神奈川のサイクリングコース・無人駅・
花のある公園・終着駅・水辺・ツールド
神奈川・城跡と変化をしてきました。
当初は目新しさもあり、延べ参加者
数 166 名、完走者数 14 名と盛り上がり

神奈川ＳＳ

平野 肇

ヨコスカ

鈴木 光則

個 人

橋本 安弘

を見せていました。が、徐々に参加者

ことに重ねてお礼申し上げます。
皆さまに安心してご参加いただくた

新年のご挨拶
ＫＣＡ加藤会長代行から会員の皆様へ

め、傷害保険の契約等には準備期間

数が減少し、本年度においては延べ参

長い間支えていただきました参加者の

加者数 70 名、完走者数 5 名にとどまり

皆様に心より感謝いたします。

各クラブ、個人会員におかれては、
ご参加のお申し込みが締切日に間に

全運転、自転車に乗る人も乗らない人
も安心できるサイクリングを心掛けたいと

平成 28 年の新春を迎え、会員の皆

思います。ルールが厳しくなったから安

様には日頃からサイクリングの健全な

全運転をしなくてはならないという考え

発展と普及にご尽力いただきまして深

方ではなく、私たちが安全走行の手本

く御礼申し上げます。

となることを意識してください。

が必要であり、参加申込と参加費の入
金に締切日を設けています。

私たちは、周囲に迷惑をかけない安

ご承知のとおり、昨年 6 月に改正道

今後も会員各位にご尽力をいただ

路交通法が施行され、自転車の交通

き、協会一丸となって正しく楽しいサイク

違反は取り締まりの厳しい対象になりま

リングの普及啓発、法令順守と安全管

新規入会・更新手続き
お願いします

した。

理の啓蒙活動に取り組まれることを重ね

は、道路通行における危険を防止し、

末筆ではございますが、サイクリストの

ました。悪天候の日もあり、決められた

ただいま 2016 年度（平成 28 年度）

交通の安全と円滑を図るという道路交

皆様の安全を心から祈念して新年の挨

日時に住所１つを頼りにチェックポイン

KCA 会員の「新規入会・更新手続き」

トを通過することは、企画力・実行力に

通法の本旨をご理解くださいますようお

拶と致します。

7 年にわたり、それなりの成果はあっ

を申し受けています。2016 年度 KCA

たとはいえ、マンネリ化の傾向は避けら

おいて、チャレンジの名に値するものと

願い申し上げます。

自転車保険は、4 月 1 日から発効しま

れません。来年度にビックイベントが控

思います。

す。この受付締切は、3 月 15 日(火)で

ました。参加者が固定化してきているの

最後に、本年度テーマ「神奈川の城

と同時に、参加者が個人会員に偏った

跡を訪ねて」について概略を報告いた

傾向が見られます。これは、ふだんリー

します。第 1 回 5 月 10 日「大庭城址」、

ダーについて走るクラブサイクリストに

第 2 回 6 月 21 日「津久井城址」、第 3

対し、自力で企画実走するサイクリスト

回 8 月 9 日 「小田原城址」、第 4 回

により向いているように思われます。こ

11 月 15 日「岡崎城址」と全４回開催し

の行事が、走れるサイクリストの良いき
っかけづくりになっていたようです。

合うよう、早期にお手続きくださるようお
願い申し上げます。

えていることもあり、チャレンジの催行は

特に、完走者においてはそのご努力

一時中止。問題点等練り直したうえで

に敬意を表します。本年度完走者 5 名

サイクリストの安心を得る「KCA 自転

より多くの会員に満足いただける行事と

は上の表のとおりです。完走おめでとう

車保険」は、ご自身の傷害補償と相手

して生まれ変わらせたいと思います。

ございます。 （KCA 理事 菅 勝利）

への個人賠償責任保険が一体になっ

サイクリストの皆様におかれまして

KCA 活動計画

す。

2016 年「初詣サイクリング」
安全走行の決意を新たにしました

詳しい内容は、「2016 年度 KCA 会
員の新規入会・更新手続のご案内」

日 程
4月

曜日

行 事

「ザ・ビッグラン神奈川 2016」 開催期間：4/16(土)～10/30(日)

15 日

日

春季サイクリング大会

6月

5日

日

総 会

7月

3日

日

のんびりサイクリング

9月

10･11 日

土・日

第 47 回全国サイクリングクラブラリーin いわき

22 日

木・祝

横浜カーフリーデー

新年度の KCA は、「2016 関東甲信越ブ

1・2 日

土・日

第 60 回全国サイクリング大会 in 網走

ロックサイクリング大会 in 横浜」を主管

16 日

日

秋季サイクリング大会

するという大役があります。

編 集 後 記
KCA News No. 105 をお届けします。

早くも初詣サイクリングや準備委員会

11 月

6・7 日

日・月

関東甲信越ブロックサイクリング大会 in 横浜

12 月

3・4 日

土・日

年忘れサイクリング

1月

15 日

日

初 詣サイクリング

ては、経験と意欲、アイデアと知識、そし

3月

15 日

月

会員更新手続き 締切

ておもてなしの心を結集し、楽しく盛り上

＊日程は変更になる場合があります
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を通じて、会員の皆様の意気込みを熱く
感じ、ありがたく思います。開催へ向け

げたいと存じます。皆さまのご協力、どう
ぞよろしくお願い申し上げます。

加の東京サイクリング協会（TCA）専務

り、本年も安全走行に努めるぞ、との参

理事の北川様からお祝いのご挨拶を

加者皆様の意気込みが凛とした姿勢

いただきました。

ました。

ング協会自転車保険のご案内」 をご
参照くださるようお願い申し上げます。

5月

掲載)を撮影しました。年の初めにあた

にあらわれ、肌に感じられるものであり

会・更新申込書」、 「神奈川県サイクリ

土・日

10 月

渡良瀬ミーティング

及び 「2016 年度 KCA 会員新規入

9・10 日

神奈川県議会議員 加藤 元弥
(自由民主党、横浜市西区)

ています。

2016 年度

て切望いたします。

今年、KCA は、「2016 関東甲信越ブ
ロックサイクリング大会 in 横浜」を開催

KCA 大湖茂理事の司会により、加藤

します。この大会は、大会に参加され

会長代行、菅会長代理新田様がご紹

る皆さまをおもてなしの心をもってお迎

介されました。菅会長のご挨拶は、新

えし、参加して良かったと言っていただ

田様代読によりご披露いただきました。

ける大会にしたいです。本日ご参加の

2016 年 1 月 17 日（日）、新年初めて

続いて、加藤会長代行からご挨拶を

皆さま、そして KCA 会員の皆さま全員

の KCA 行事、「初詣サイクリング」を開

いただきました。ご挨拶内容は、前褐

のご理解とご協力を賜りたく、どうぞよ

催しました。

記事をご覧願います。

ろしくお願い申し上げます。

底冷えのするなか、参加者は受付開

高桑副理事長と古屋副理事長の挨

式典では、大湖理事の主唱により

始前から賀詞交換会場を設けた大通り

拶に続き、中田理事から 2015 年度「ビ

「JCA サイクリスト誓言」を参加者全員

公園の横浜橋交番前に続々と集まりま

ッグラン神奈川」 と 「チャレンジ神奈

で確認しました。

した。久しぶりに再会する方々もあり、

川」 の講評、両企画の完走者表彰を

賀詞交換会の後、ご参加の皆さまは

あちらこちらで個別の賀詞交換が始まり

行いました。完走者名は後褐記事をご

各々に金刀比羅大鷲（ことひらおおと

ました。式典開始時刻の 10:30 には、参

覧ください。

り）神社を参拝し、横浜橋商店街での

加者 59 名を受付しました。
式典では、最初に集合写真(次頁に

更に各クラブ代表、個人会員の代表
による今年の抱負が発表され、特別参

買い物や散策等を楽しんでおられまし
た。

（KCA 理事 浅見 仁信）

速報！2016 関東甲信越ブロックサイクリング大会 in 横浜
のお知らせ
神奈川県サイクリング協会(KCA)は、本年、

宿 泊：ホテルメルパルク横浜ほかスターホテ

標記大会を開催します。国際色豊かな横浜に

2016 年 1 月 17 日 賀詞交換会 集合写真

ルなどに分宿

は、文明開化によりこの地に発祥した文化や商

大会詳細は、改めて本紙上に発表します。お

業などが数多くあります。横浜から始まった場所

楽しみに。横浜発祥グルメには「あいすくりん

を自転車で訪ね、開港と文明開化の歴史をどう

（アイスクリーム）」、「サンマー麺」、「牛鍋」、

ぞ体験してください。

「スパゲティナポリタン」など多くの食べ物飲み

開催日：11 月 6 日（日）～7 日（月）

物があります。ミナトヨコハマを巡り、異国情緒

式 典：ホテルメルパルク横浜 中区山下町

あふれる食文化をお楽しみください。
スタッフの意欲と関心の高さが示されま

2015 関東甲信越サイクリングラリー東京大会
in 伊豆大島 にスタッフ参加しました

中止となりました。

『第一回準備委員会』を開催

帰路岡田港への道筋は急勾配の長

大会運営の概要は、次のとおりです。

した。討議の内容は今後の準備委員

①公益財団法人 日本サイクリング協

会で具体化します。

い下り坂。雨と霧の中を降りる危険があ

日時：1 月 24 日（日） 13：30～15：30

り、バス移動としました。自信のある上

会場：かながわ県民センター301 会議室

②KCA 創立 60 周年として開催

●2015 年 10 月 31 日(土)～11 月 2 日

要が説明されました。

級者のみが自転車で走行し下山しまし

参加者：40 名（うち KCA 理事 11 名）

③日曜、月曜の開催とし、両日とも日

(月)、東京サイクリング協会(TCA)主管

・スタッフグループ立て、グループリー

た。

標記大会の KCA ボランティアスタッ

の標記大会が伊豆大島で開催されまし

この間の協議は速やかに進められ、

フ募集には、加盟クラブ会員、個人会

た。私は TCA 臨時スタッフとして参加し

貸切バスの手配、要員配置などが

員から 70 名超の申込がありました。厚く

ました。

次々に決定されました。このときの

お礼申し上げますとともに、今後の追加

●前日に大島入りした TCA スタッフは、

TCA 幹部の的確な判断力、機動力、

申込も大歓迎します。どうぞよろしくお

予め島の運送会社に送った荷物の受

そしてリスク管理手法には、多いに学

願いいたします。

会＝主催、KCA＝主管にて開催

帰り参加あり
④参加申込者には、事前に横浜の魅
力を情報提供する
⑤参加者には開催地域と周辺を自由
に走っていただく
⑥安全第一を優先、混雑する公道上

次に、平野副理事長から工程の概

ダー決定

2～3 月

・予算・参加費決定

3 月末

・開催要項発送

5 月末

・宿泊申込締切

7 月末

・日帰り申込締切

8 月末

・走行用資料発送

9 月末

で集団走行や自転車を携行しての

・大会プログラム

10 月中旬

屋外式典は予定しない

・大会開催

領に出向きました。梱包を解くと、中に

ホテルの火山弾シェルター駐輪場所にて

ばせていただきました。

はのぼり旗や旗竿、看板など多くの装

ご案内。バス車中ではレンタサイクルな

●船中泊を伴う一泊三日の大会も、名

会し、高桑副理事長は挨拶で「ブロック

備品がぎっしりと詰まっています。この

どご質問や要望に応えました。輪行荷

残りを惜しみつつ無事終了となりまし

大会が 50 回の節目を越え、以降は各

日の大きな作業は、大会メニューの一

姿の自転車はトラック輸送。

た。帰路の大型客船が接岸する頃に

主管協会の工夫により、運営しやすい

ください

です。このため、宿泊の申込期日など

は、いつの間にか雨も上がり穏やかな

形式で行う」旨の方針を示しました。

この日の出席者には、スタッフ希望

はより早まる場合があります。

委員会は、大湖茂理事の進行で開

つサイクルオリエンテーリングのポスト

なかにはホテルまで自転車で登り到

設置。二手に分かれ、島内 15 カ所を移

着した参加者もありました。船中仮眠に

動しながら設置して回りました。

もかかわらず、海抜 0m の岡田港から

後片付けのための残留スタッフは岸

●ポスト設置は、予め定めた地点まで

標高約 500m の外輪山頂まで駆け上が

壁からお見送りです。島の民俗衣装姿

地図を読み、地形 を判断して進みま

る若さと強腱な脚力に敬服します。

に着飾ったあんこ娘のお嬢さんたちに

今大会は、とりわけ「参加者とスタッフ

す。設置場所を探す移動には多くの時

● ホ テルで 朝 食 の 後 は自 由 行 動 で

交じり、わたしたちも出港の紙テープを

が共に楽しめる大会にしよう。」というこ

間を要しました。極めつけは、大島随一

す。サイクリストは島内各所へ思い思い

握りました。銅鑼の音が響き、厳かに船

とが強調されました。

の活火山「御神火（ごじんか）」と呼ばれ

に出発していきました。スタッフがホテ

が岸を離れます。送る人と送られる人と

る三原山でした。

ルロビーに待機していると、時折フロン

を結ぶ色とりどりの紙テープ、ご来島く

●火山活動で形成されたカルデラ地形

トに電話が入ります。質問があれば調

ださったサイクリストのみなさん誠にあり

の外輪山、この頂きの展望台から登山

べてお答えし、輸送の要望などにはサ

がとうございました。

道を徒歩により出発。外輪壁を標高に

ポートカーを発進して救援しました。

天候になっていました。

⑦スタッフも宿泊により大会をお楽しみ

11 月 6・7 日

開催場所である横浜は人気観光地

続いて、原案資料が配られ大湖理事

日と希望業務を聞きました。調整のの

次回準備委員会は、2 月～3 月に開

から大会概要、スタッフ業務の種類と必

ち、結果をお示しします。 質疑応答で

催する予定です。スタッフの皆さんどう

要人数、内容などが説明されました。

は、参加者募集範囲、受付や荷物預

ぞよろしくお願いいたします。

ザ・ビッグラン神奈川 2015
「神奈川県の役所・役場を
巡ってみませんか」ご報告

（KCA 理事 大湖茂）

かり方法、保険、受持時間、写真撮影
等、質問や意見が活発に飛び交い、

ザ・ビッグラン神奈川 2015 完走者
所 属

氏 名

個 人

阪本 一夫

個 人

小松 紀明

票で優秀賞を選定しました。優秀賞の

個 人

中田 俊和

受賞者、完走された方は、「2016 年初

個 人

新山 博

詣サイクリング」式典に於いて表彰いた

ヨコスカ

田中 末広

ヨコスカ

朝倉 修三

ドンキー

角田 誠

個 人

泉 孝行

完走者の報告書は、理事会にて審
査を行い、力作揃いの中から理事投

して約 40m 降り、続いて内輪山を約

夕刻にはホテルで式典、交歓会が

130m 登ります。雄大な眺めの火山灰地

開催されます。サポートカー乗車を希

県の役所・役場を巡ってみませんか」

しました。誠におめでとうございます。

を横切り、ようやく山頂の三原神社にポ

望される方には、所定の場所に集合を

は、平成 27 年 4 月 18 日(土)～同年

完走者は右表の 13 名です。優秀賞は

ストを設置。往復約 5km に 1 時間も要し

お願いし、定刻までにご帰着いただけ

10 月 25 日(日)の開催期間を完了しま

2 名となりました。

たが、TCA 役員さん達と談笑しながら

ました。

した。地域の人が生活するのに必要な

本年 4 月から、あらためて「ザ・ビッグ

の三原山登山は実に楽しかったです。

●翌朝はあいにく未明から雨降りでし

お役所はどこにあるのか、役所の顔が

ラン神奈川 2016」を開催します。皆さん

青 輪

大平 泰二

●大会当日の早朝、岡田港で参加者

た。雨の勢いが強く、深い霧も発生し

織り成す建物を発見しよう、という趣旨

奮ってご応募ください。サイクリングを

一 般

中村 研一

の皆さまを出迎えました。専用バス 2 台

て前方の視界を妨げます。安全第一を

のテーマ設定です。ご参加の皆さまに

楽しんでいただき、魅力あふれる報告

個 人

鈴木 光司

で外輪山頂にある「大島温泉ホテル」に

旨として、この日のサイクリング行事は

は、役場巡りを楽しんでいただけたと思

書をお作りください。よろしくお願いい

個 人

須永 紀明

います。

たします。

個 人

須永 純子
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お見送り,アンコ椿は恋の花・涙の連絡船

（KCA 理事 中田 俊和）

◎優秀
◎

◎

