２０１３年にあたり
会長あいさつ

日ごろより会員の皆様方には協会運営に
ご支援ご協力いただき心より厚く御礼申し
上げます。また、昨年中は皆様に温かい
ご支援を賜り、おかげさまで、私は内閣官
房長官に就任いたしました。復興、経済、
外交・安全保障、教育など、山積する待っ
たなしの課題で結果を残し、日本が将来
に向けて力強い一歩を踏み出す一年とな
るよう全力で行動してまいります。
近年、自転車が手軽な交通手段として、サ
イクリングが健康的なスポーツとして注目
を集め脚光を浴びる中、自転車による交
通事故も増えています。当協会といたしま
しては、更なるサイクリングの魅力を発信
していくことはもちろんですが、それと同
時に、事故防止のため自転車の安全点検

の啓蒙と実施や利用者のマナーの向上、
関連法律の周知など、常日頃の地道な活
動につきましても、しっかりと関係諸団
体、自治体と連携しながら取り組んで参り
ます。
本年もサイクリングが 「誰でも気軽に楽し
める」 と実感していただけるよう、イベント
の企画・運営をしてまいりたいと存じます
ので、会員の皆様の一層のご支援とご協
力をお願い申し上げます。
末筆ながら、会員の皆様およびご家族の
ご多幸ご健勝を祈念して、年頭のご挨拶
とさせていただきます。
神奈川県サイクリング協 会 会 長
衆議院議員
菅 義偉

「2013 年初詣サイクリング大会」 1 月 20 日に平塚にて開催
● ２０１３年初詣サイクリング大会
(湘南ひらつか七福神めぐり) 実施報告
担当：東通相模サイクリングクラブ
今回の初詣サイクリングは久々に神奈川
県西寄りの平塚市で七福神めぐりをテー
マに開催しました。当日は好天に恵まれ
風もなく穏やかなサイクリング日和となり
ました。集合は相模川沿いの、５年前と
同じ平塚アリーナで、相模川や富士山を
望み、国道１号線からも近く集合場所と
しては申し分ない場所です。受付場所
を木製階段のところに設置し、受付終了
の１０時３０分には参加者の大半が到着
しました。今回は参加記念品として渡す
集合写真の処理時間を確保する為に、
出発前に集合写真を撮りました。撮影後
かるくオリエンテーションをして参加者を
送り出し、特に決まった順序でまわる義
務は無いが主催者お奨めのコースを設
定しており、各寺社には七福神が祀られ
ている他、隠れた見所も多く、その内容
を参拝の栞として合せて配布しました。
参拝を済ませた参加者は再び集合場所
の平塚アリーナに戻りますが再集合を
12 時 30 分とした設定に無理があった様
なので賀詞交歓会開始を 30 分遅れの

1 時からにしました。高桑副理事長の
挨拶から始まり、菅会長の挨拶（新田
秘書代行）と進み、中田理事の進行に
より 2012 年のビックランの講評と完走
者の表彰が行われました。
最後に各クラブ代表者と個人会員によ
る年頭の抱負の発表があり、あらため
て決意を新たにしました。参加賞として
集合写真を配布し、いつもより早く、１３
時３０分に解散しました。今回は福引、
お守り、湯茶の接待等を省き参加料を
抑えたシンプルな運営をめざしました
がお楽しみいただけましたでしょうか。
今回の参加者は６９名でした。
東通相模ＣＣ
菅 勝利

「ザ・ビッグラン神奈川 2012」
終了報告と完走者発表！
●今年は、県外も含んだコース設定で
７コースを試みました。38 名の方が参
加され、12 名の方が完走されました。
●左記の「初詣サイクリング」にて表
彰いたしましたが、この紙面にても発
表させていただきます。
●完走賞 12 名（以下敬称略）
1.新山 博（個人）
2.中田俊和（個人）
3.中村秀一（ＴＣＡ会員）
以下裏面★印へ続く

「秋の県民サイクリング」参加報告

★ザ・ビッグラン報告続き（敬称略）
4.田中末広（ヨコスカＣＣ）
5.鈴木光司（個人）
6.大平泰二（青輪ＣＣ）
7.前田陽一（二俣川ＣＣ）
8.小松紀昭（一般）
9.寺門眞一（ヨコスカＣＣ）
10.中村研一（一般）
11.丹 一也（一般）
12.芦野一夫（プランナーズＣＣ）
その中から更に、完走報告書に対する
優秀賞として大平泰二、芦野一夫、ま
た特別賞として新山 博の 3 名の皆様
を選出し表彰いたしました。
●ザ・ビックラン神奈川 2013 も、新たな
企画で望みたいと思いますので、奮っ
てのご参加をお待ちしております。

●私は 10 月 14 日（日曜日）秋の県民
サイクリングに参加いたしました。
当日は、曇り空で少々雨が心配でした
が、降らず走れて良かったです。
午前 10 時に開会式後、
参加者 56 名が
藤沢市善行の県立スポーツセンター
正門を元気にスタートしました。
当日は、スタート地点から境川に沿っ
て、河口の江ノ島に向かい、国道 134
号線を平塚方面へ、鵠沼橋陸橋を押し
て渡り、引地川サイクリングコースを
北上し、長久保公園都市緑化植物園の
ゴールを目指しました。途中では、江
ノ島の散策や、ゴール後の昼食の購入
等、思い思いに走られておりました。

午前 12 時にゴールして昼食休憩の
後、記念写真を撮って、閉会し、流
れ解散となりました。
午前 10 時から参加者全員で楽しく
走り、イベント後は各クラブで、ク
ラブランを個々に好きな様に走り、
明るいうちに、家路につくことが出
来ました。参加者が、自走で参加し、
明るいうちに自走で帰宅できるこ
とが良かったと思い、今後もこのよ
うな時間割でのイベントの企画を
希望いたします。参加者の事故もな
く、楽しく参加させて頂きまして有
り難うございました。
中田俊和（個人会員）

「年忘れサイクリング
＆反省会」開催報告

「東京シティサイクリング」
参加報告

「チャレンジ神奈川 2012」
についてのお知らせ

●12 月 1･2 日に
「年忘れサイクリング
＆反省会」を開催いたしました。
今回は小田急江の島駅から至近の紀伊
国屋旅館を会場として、18 名が参加い
たしました。午後 4 時からの受付には
自宅から走って来ても十分間に合う場
所なので自走参加者が多数を占めまし
た。一泊を挟んで参加者相互の親睦を
深めつつ１年を振り返り翌年をのぞみ
語り合いました。翌朝は朝食後に集合
写真を撮って解散いたしました。

更新のご案内
ＫＣＡ会員登録の更新をお願いいたし
ます。必要書類をお送りいたしますの
で選択内容をご確認の上お申し込み
ください。尚、ＪＣＡ賛助会員にも登録
をされる選択の場合は、平成 24 年度
の特例措置が終了しました。平成 25
年から①=5,000 円③=7,000 円の年会
費になります。ご注意ください。詳しく
は「更新のお知らせ」をご覧ください。
ＫＣＡ事務局

● 9 月 23 日(日)開催の「東京シティサ
イクリング２０１２」の立哨員として協力い
たしました。当日はあいにくの雨で、参
加者の楽しみが半減したようです。
サイクリストにとっての３大苦は「雨」
「風」「上り坂」(私だけ？)ですね。
雨天のため参加者の数が減り、昨年の
ように集団で走行せず、少数で走行し
て来たので、スムーズにさばくことがで
きて救いでした。
私の立哨ポイントでは手信号で、スピー
ドを抑える事、巻き込み防止の為に左
折の車と自転車とガードレールの距離
を取る事、を指示して、安全に走行させ
るように心がけました。
次回も少人数でのグループ走行ができ
れば、事故も起きなくなると思います。
今年の参加者はとてもマナーが良く、
協力的で、無事に役目を終わらせること
が出来ました。有り難うございました。
ＫＣＡ理事 中田俊和
●今回は中田様を含め、ＫＣＡからは
5 名の皆様がスタッフ参加されてご協
力いただきました。
雨の中ありがとうございました。

サイクリング教室の開催
●11/11、11/25、12/9 の 3 回にわたり、
藤沢市片瀬公民館の依頼により、初心
者を対象とした「サイクリング教室」
の開催を受託し実行いたしました。
ご協力をいただいた会員の皆様には、
この場を借りて御礼申し上げます。

●チャレンジ神奈川 2012 中間報告
昨年中に第 4 回までを終了しており、
その結果をお知らせいたします。
第 1 回：41 名、第 2 回：32 名、
第 3 回：26 名、第 4 回：20 名
の参加者で、登録総数は 53 名です。
●今後の予定
第 5 回：2 月 17 日
京急大師線：小島新田駅
第 6 回：3 月 17 日
東急田園都市線：中央林間駅
担当者が 10：00～12：00 に待機して
います。お気軽にご参加ください。

ＪＣＡ行事関連報告
●関東甲信越ブロック大会
2012 年は長野県協会が担当し、安曇野
にて 9 月 15～16 日に開催されました。
ＫＣＡからは 22 名が参加してアルプス
の裾野を走りつつ蕎麦やワサビなどを
堪能しました。
●全国大会
2012年全国サイクリング大会は沖縄で9
月 29～30 日に開催されました。ＫＣＡ
からの参加者は居りませんでした。

日程変更のお知らせ
既に皆様のお手元へお届け済みの
2013 年度事業活動計画に記載してお
ります通常総会の開催日を、予定して
おりました 6 月 16 日(日)から 2 週後
の 6 月 30 日(日)に変更させていただ
きます。よろしくお願いいたします。

