『謹んで豪雨により被災されたみなさまへお見舞いを申し上げます』
このたびの平成 30 年 7 月豪雨により、西日本を中心に被災されたみなさまに
謹んでお見舞い申し上げます。一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

『KCA 春季サイクリング大会雑感 (5/13)
今年から「小雨決行」ではなく「降水確率 40%以上に
より中止」で始めました。本田理事の粋なはからいでホ

※雨天のため中止となりました!!

』

10:00 に集合写真を撮り、グリーン C.C.ご一行は、喫茶
店でミーティングとのこと。

ームページにもリンクして頂いて実質的には、初の試み

打ち合わせのため集まった僕らヨコスカ C.C. 達は、15 キ

となります。目立ったトラブルもなく及第点だと感じま

ロほど先の仲間が隠れ家として舌鼓を打つ蕎麦屋に出向く。

した。是非ウェブ・サイトを積極的にご活用して貰えた

ラーメンで言う「替え玉」してしまったので完食となりお

ら嬉しいです。今後は、前日 19:00 の天気にて判断して

昼の部は、閉店。10 人程度だろうか。常連でも滅多に拝め

貰うようにします。残念ながら降水確率 70%により中止

ない十割蕎麦をいただけました。

となりました。予報では、午後 2 時頃から雨とのこと。
リベンジということで秋季大会にしたいと思います。
走行ルートを少しアレンジします。走り慣れた多摩サ
イクリングロードを行かずに東京側の玉川電気鉄道、通
称:玉電跡地巡りをしつつ日本民家園と大塚・歳勝土遺跡
に向かいます。
当時の多摩川流域は、砂利採取地でもあり「砂利電」
とも呼ばれた【二子玉川園〜中耕地〜吉沢〜本郷〜砧本
村】区間となります。ここまでは、協会理事としての報
告&連絡でした。

※写真の箸にある場所と店名は、レタッチにて消してあります

以前、協会加盟クラブだった川崎職域クラブの部長邸に到
着して新車である東叡社ランドナーの写真を撮っていると
天気予報とおりポツポツし始めます。
皆さん役職に就かれているのでクラブ誌や協会記録など
の整理(苦労話)から始まって打ち合わせなどで盛り上がり、
すっかり遅くなって気づかない内に既にザアザア降りとな
っていました。週末カー・サイクリングの予行演習!?も兼ね
て自転車を積んで送って頂きました。

9:30 集合なので 9:00 から協会旗を 60 周年記念冊子
で有名になった!?渡辺捷治製作所のケロヨン 2 号に取り
付けて待つ・・・グリーン・サイクリング・クラブの方々
の自転車２台を見ると伊:カンパニョーロ・ヌーボレコル
ドの後変速機でした。
プーリー維持管理の話で盛り上がります。
結論「すり減ったらギヤを丸坊主にしたら OK!!」
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『チャレンジ神奈川①【かながわの名木・古木「上大井 三嶋神社のムクノキ」】6/3 開催』
当日は、快晴に恵まれたことにより、日中の天候はサイ
クリストにとって、炎天下・地面からの照り返しなど過酷

星野は、
クラブ員と自走により 60〜70 キロほどチネリと
プジョーの年代物!?ロードレーサー走って帰宅しました。

な条件にも関わらず、大勢の方々が「チャレンジ神奈川

熱い(暑い)一日でした。

2018」へエントリーされました。参加者は、17 名でした。

チャレンジ神奈川② 8/19【かながわの名木・古木 「秦

神奈川の名木 100 選のムクノキは、樹高 22 メートル

胸

野市

鶴巻の大ケヤキ」
】です。

高周囲 4 メートル 樹齢 300 年と銘板にありました。
平野副理事長は、地元、神社の権禰宜：ごんねぎ(神職
の職階の一つ)の方から青梅を分けていただき和やかなひ
と時を。
ランチのあと神奈川 SS・サイクリングクラブ TSCC・ヨ
コスカ C.C.の各加盟クラブ員らで「せせらぎの郷花菖蒲
園」を見学しました。今年の猛暑で見頃も早々終盤を迎え

記事

行事担当: 本田哲行

ていました。

『2018 総会の概要報告 (6/17 開催)』
会場は、県立かながわ労働プラザ（L プラザ）第５会議
室にて 9:30〜12:55 の長時間、
12 加盟クラブと個人会員、
会長代行ほか理事の総人数 23 名で開催されました。
今年度に入って理事選任担当制(4/1 より)、規約改訂改
正(6/11 施行)、および KCA ホームページ刷新(7 月末日ま
でに公開予定)を手掛けてきました。

規約に則り会計報告(2017 年度は、60 周年記念懇親会明
細も含む)を行いました。
2017 年度収支金額は、約 210 万円です。運営費は（支
出費目のうち、保険料、繰越金を除いたもの）は、約 52 万
円となり、数年前に対し減少しています。本年度からホー
ムページ運営経費も掛かりますから、ぎりぎりの収支、運
営費で行っていることをご承知おきください。
業務効率化による積極的な省力化などに取り組み質を落
とさず経費低減が実りつつあります。
会員の皆さま、ご支援のほどを宜しくお願いいたします。

会長承認事項である証から加藤会長代行挨拶では『「新
KCA 理事体制」により、益々の協会発展にご尽力頂きたい。
併せて「本格的な規約改訂」おつかれ様、今年も宜しく!! 』

との言葉をいただきました。
理事長・古屋の挨拶にもありましたとおり、60 周年記
念懇親会が終わっても忙殺した日々を過ごしております。
本年度からの理事体制は 7 名で業務執行をいたします。
※新ホームページ 協会概要内【KCA 担当役員名簿】参照
新年度になり名前のない理事は、重任しないこととなりま
した。
図 1. 2018 年度 理事会組織図を参照下さい。

に加えて斎藤名誉会長と現行理事への感謝状授与式を行い
ました。
第二部の懇談会に先立ち、改正規約の説明をしました。
2017 年総会で会員意見があった JCA 関連記載の見直し、
総会への個人会員参加など、対外的にも会員にも公平・公
正な規約になっていると思います。
時代を反映させて IT 運用や個人情報についても条項を増
やしています。その結果、2 条項を吸収して 36 条から 41
公共媒体への記載範囲の考え方(公開事項は、関係者外秘

代表理事

により会員関連事項のみとする)件も含めて、規約改訂は、

副代表理事
理

事

事業部会 財務部会

会長以下役員と理事会の可決を経て、本総会による会員代
表者においても了承されたこととして進めます。

総括部会
事務局

図1

ポイント賞の表彰式(表彰者一覧は、同ニュース巻末に掲載)

条となり 7 条項を増えた抜本的な全面改正となりました。

理事会

広報部会

ビッグラン優秀賞、チャレンジ神奈川完走賞およびテン

渉外部

[次頁に続く･･･]

2018 年度理事会組織図
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本来の趣旨である、今後の協会活動などについて意見を
取り交わしました。
主な意見内容について記載いたします。
① 今後の会員相互の交流などの創生(今期キャンプ中止)
加盟クラブ主催のイベントへビジター参加協力推進策
② 今年度の研修会テーマ抽出
メーカー技術者による説明会などの実施提案、AED など
「交通安全関連を規約にうたうべきでは?」との意見

救急救命体験、サイクリストとしての基本知識(外気温

もありました。それに応えて「安全は、基本原則であり

度の変化、風向きなど走行中の状勢判断、地図の見方)

浸透していて規約に不要では!?」との会員意見もありま

など。

した。総会が終わってから会員と理事との昼食時で『協

③ ホームページ・リニューアルによる活用推進方法

会ホームページに神奈川県警 HP リンクによる「自転車

加盟クラブなどに PDF ダウンロード配信のみとしたら

安全利用五則」などで必要条件を満たしていますね・・・』

どうか?

との雑談もあり、当面は、追記不要が大方の方向性に感
じました。
社会状況に応じて改訂検討をしていきます。

などの経費削減案(郵送費など)。

※皆様の電子機器環境の有無など諸事情に配慮しながら
検討を進めるようにいたします。

以上
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2. 理事への実費支給も、理事会開催に伴う交通費、役員

『会員の皆さんへ募集のお願い』
今後、当協会では、KCA 会員の皆さまへ、よりよい KCA
事業活動にするため、より多くのサイクル情報提供に務め
てまいりたいと考えております。また、会員の皆さまより
も情報をご提供して頂きたくよろしくお願い申し上げま

への一定通信費のみで、持ち出しとなっているのが現
状です。
会員の皆さまにおかれましては、ご理解とご協力を
お願いいたします。

す。尚、いただいたサイクル情報は、当ホームページを通
じて KCA 会員の皆さま、および非会員のサイクリストの
皆さまにもみて頂き、多くの皆さまと情報共有したいと考
えております。

『ホームページ刷新』
このたび、十数年ぶりに KCA ホームページをリニュー
アルいたしました。つきましては、みなさまよりの感想
などをお寄せ頂きたくよろしくお願いいたします。

【募集内容】
1. KCA ホームページの刷新に伴い、KCA 加盟クラブの紹
介をいたします。より多くのクラブ殿より情報提供を
よろしくお願いいたします。
-1.クラブの紹介を 200~400 文字前後でまとめて
頂きます。
-2.クラブの集合写真等一枚を、ご提供頂きます。
※画像データでも結構です。強制ではありません。
※随時、KCA-HP へ掲載してまいります。

2. 最近、クラブ主催もしくは旅行代理店のツアーに参加
して、大変よかったと感じたツアーなどの、ご紹介を

なお、旧 KCA ホームページは、2018 年 7 月末日をもっ
て「シャットダウン」をいたしました。
新 KCA-HP は、下記 URL よりアクセスして下さい。
URL:

http://kca-web.com
■フェーズⅠ公開→

2018.07 公開済

■フェーズⅡ公開→

2018.10 予定

■最終版公開→

2019.03 予定

『✎編集後記』
「KCA News No.110」をお届けします。
本号が会員の皆さまのお手元に届くころには、厳しい

お願い致します。

猛暑の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げま

800 文字程度にまとめて頂き、適宣、画像データなど

す。さて、今年のサッカーワールドカップ（2018FIFA

を、添付して頂きますようお願いいたします。

ワールドカップ ロシア）が 6 月から開催され日本チーム

-1.海外サイクルツアー

のあまりよくない前評価でも関わらず、決勝リーグへと

-2.国内サイクルツアーおよびその他情報

日本・海外のサポートに感動を与えてくれた中、関東甲
信は観測史上初となる 6 月末での梅雨あけ宣言が出され

※随時、KCA-HP へ掲載してまいります。

3. 個人会員の方で、
「自分はこんな活動を適時実施してい

た。また、7 月には西日本を中心とする豪雨災害で大雨

るので、ぜひとも紹介したい」といったサイクル情報

特別警報が出され被災地では死者 200 人、避難生活者 7

でも結構です。

千人強、家屋被害 2 万 5 千弱棟と平成最大規模の災害に

どしどし、ご提供の程をよろしくお願いいたします。

見舞われ、連日のテレビ報道がされておりました。さて、

※随時、KCA-HP へ掲載してまいります。

ここにきて、本格的な夏を迎えて酷暑の真っただなか皆

『会員の皆さまへご協力のお願い』

さん体調管理と熱中症対策には十分に留意して頂きます
ようよろしくお願い申しあげます。

1. KCA ホームページに掲載されている要項・その他資料

今後とも当協会の新ホームページを含め、広報活動の

につきまして、当ホームページよりダウンロードして

更なる拡充を考えておりますので、KCA 会員の皆さまの

いただきたくご協力をよろしくお願い申し上げます。

ご支援・ご鞭撻を宜しくお願い申しあげます。

なお、当協会よりの郵便物を極力少なくし郵送費削
減・業務効率化を図りたいと考えております。
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