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〒951-8133 新潟市川岸町1-47-1 TEL 025-266-6020
会長 行田 宏 新潟市中小企業会館内 FAX 025-266-6024

お花見ラリーのご案内
シーズン最初の行事｢お花見ラリー｣を今年は五泉市協会が担当することに

なりました。シーズン初めにあたり自転車の整備点検、安全に楽しく走るため

の心構えやルールなどをおさらいして来ましょう。

五泉市は全国的にニット産業、チューリップなどが有名ですが、学術的にも

貴重な遺跡が出土しています。菅名連山大蔵岳西麓の扇状地に位置する約五千

年前の縄文時代中期の遺跡、我が国東北部においての唯一無二の遺跡とされて

いるそうです。会場となる粟島公園に隣接する五泉市総合会館に遺跡の一部が

展示されています。興味がある方はのぞいてみてはいかがでしょうか。

● 期日 ４月８日(日) ＡＭ１１:００～ＰＭ２：００前後

● 集合 五泉市粟島公園

● 参加費 無料

● コース 集合ラリー形式とします。各自、各グループで、行き帰り

のコースを設定して、集合場所にお集まりください。

◎ 県協会ではモデルコースを設定しました。次ページに案内を載

せています。
● トン汁を用意します

● 申し込み・問い合わせ先

おおよその人数把握のため、できるだけ事前申し込みをお願いします。

事前申し込みの際は４月４日まで。もちろん当日参加も大歓迎です。

五泉市協会 保志名 博 〒959-1813 五泉市伊勢の川８－７

FAX・TEL 0250-43-2066

県協会事務局 橋本 明 〒950-0166 新潟市亀田旭４－３－１２

TEL 025-381-6045 e-mail z1te27@sage.ocn.ne.jp

●留意事項(おねがい)

・使用する自転車は、事前に充分な点検整備をおこなってください。

・参加中の事故は応急的な処置はおこないますが、加害、被害とも各人の

責任において処理してください。

・昼食は各自でご用意ください。また、ゴミ省力化にご協力願いま

す。
・天候の状況により中止する場合もあります。

・ 協会員でない方でもサイクリングに興味がある方が周りにいましたら、

お誘い合わせのうえ参加してください。

センチュリーライド上信越のご案内

〈越後路・信濃路ふるさとラン１６０ｋｍ〉

今年で11回目を迎えるこの大会、ロングライド系の大会として、知る人ぞ知

る恒例の大会となっているようです。県サイクリング大会と日程が重なります

が、ぜひ参加してみたいと思われる方はいかがでしょうか。詳細は下記AIOLOS
事務局にお問い合わせください。

【 開催日 】２００７年５月２７日（日）

【 主 催 】Bicycle Team ＡＩＯＬＯＳ
【 種 目 】一般公道を使用しての自転車による長距離フリーラン。

【 コース 】上越市を起点として、妙高北信濃チャレンジコース約 160km
制限時間１０時間（チェックポイント２ヶ所）

【参加資格】高校生以上、一般自転車愛好者（高校生は保護者の同意が必要）

【 参加料 】３，５００円

【申込方法】専用郵便振替用紙が参加申し込みを兼ねています。

専用の振込用紙は、AIOLOS 事務局に用意してあります。

●専用の振込用紙請求先・問い合わせ先

〒942-0001 新潟県上越市中央１丁目１８－６

サトウサイクル内Bicycle Team ＡＩＯＬＯＳ TEL&FAX 025-543-3328

【受付締切】２００７年５月１０日(木)

※定員１００名になり次第、締め切りとさせていただきます。

｢お花見ラリー｣モデルコースのご案内
４月８日に予定されているお花見ラリーに、モデルコースを設定しました。

興味のある方はぜひご一緒にどうぞ。

●期日 ４月８日

●集合 田上駅（信越線）９：００

●コース 田上駅→湯田上交差点左折→県道 55→了玄寺(見学)→菅沢→

橋田交差点右折→県道 231→村松市街→村松公園(小休止)→R290→県道

403→五泉市街→粟島公園 約２８ｋｍ

走り始めてすぐに、越後七不思議｢了玄寺つなぎがや｣に寄ります。その

後、すぐに上りが始まりますが、シーズン初めでもありますので、ゆっく

り上りましょう。県道 231 に出てからは残雪がまぶしい白山、粟ヶ岳が目

の前に見えます。村松公園の桜を見てから粟島公園に向かいます。

☆田上駅へ輪行を予定される方は下記の列車時刻を参考にしてください

･新発田発 7:05→新潟着 7:44 ・新潟発 8:11→新津 8:31→田上着 8:43

･高田発 7:05→東三条着 8:37 ・東三条発 8:42→田上着 8:59

･長岡発 7:49→田上着 8:32

●連絡先 橋本 明 〒950-0166 新潟市亀田旭 4-3-12
TEL 025-381-6045 e-mail z1te27@sage.ocn.ne.jp

mailto:z1te27@sage.ocn.ne.jp


「評議員会」報告
去る３月４日に、県協会の定期評議員会が開催されました。2006年度事業報

告と一般会計仮決算報告がなされました。

議事において承認された内容は以下のとおりです。

１．２００７年度事業計画

200７年度の事業計画としては次のような事業方針が確認されました。

●サイクリング普及に関する事業 ／協会の活動の柱として考えています。一

般参加の方にも楽しんでもらえる行事として、県サイクリング大会と県レクリ

エーション大会自転車部門の継続実施。県協会の活動趣旨に沿ったサイクルイ

ベントとして、｢スポニチ佐渡ロングライド２１０｣、｢NIIGATA 南魚沼市サイ

クルロードレース｣の後援。

●仲間つくりと資質向上に関する事業／お花見ラリー、峠越えツアー、納会、

スキーツアーの実施。資質向上のための事業参加として、関東ブロックサイク

リング大会などの参加を推進します。

●会員相互の連絡と組織強化に関する事業／情報提供としての NCA ニュース

の充実。

○ 具体的な行事日程については次頁の通りですが、お花見ラリー、県サイク

リング大会と納会については、次のような順番の各地区協会で主管することを

確認しました。

主管協会の地域外を会

場として開催する場合

もあります。

２．２００６年度（仮）決算、２００７年度予算

●2006 年度一般会計(仮)決算

(会員数 114 名 うち家族会員数 6 名､入会 9 月～1 名)
収入の部…繰越金 278,397、会費 448,000、補助金 120,000、受託費 411,300、
雑収入 13,739、合計 1,271,436
支出の部…事務局費 8,000、通信費 80,115、消耗品費 4,212、会議費 38,000、
事業費 301,680、指導者登録料 32000、会員登録料 47,880、地区助成金 111,000、
交際費 2,606、保険料 180,120、負担金 103,020、雑費 0、繰出金 100,000、予

備費 0、繰越金 262,803、合計 1,271,436
●2007 年度一般会計予算 (見込み会員数 115 名 うち家族会員数 6 名)
収入の部…繰越金 262,803、会費 454,000、補助金 120,000、受託費 299,000、
繰入金 0、雑収入 0 合計 1,135,803
支出の部…事務局費 24,000、通信費 83,000、消耗品費 12,000、会議費 41,000、
事業費 220,000、指導者登録料 28,000、会員登録料 48,300、地区助成金 115,000、
交際費 5,000 保険料 181,700、負担金 105,000、雑費 1,000、繰出金 0、予備費

271,803、合計 1,135,803
なお、本決算については規約に基づき、3 月度末までの収支が確定した後、

再度、監事による監査を受け、6 月末までに役員、評議員に報告を行い、書面

をもって承認を受けることになります。

●2006 年度特別基金決算

2007 年 2008 年 2009 年

お花見ラリー 五泉市 新潟市 上越市

県サイクリング大会 新潟市 新発田市 南魚沼市

納 会 長岡市 燕市 新潟市

収入の部…繰越金 1,201,121、繰入金 100,000、雑収入 199、合計 1,301,320
支出の部…繰出金 296,803、繰越金 1,004,517、支出合計 1,301,320

５０周年記念事業に特別基金会計から 296,803 円の繰出しを行いました。

●５０周年特別会計収支

収入の部…事業委託費 60,000、特別会計繰入金 296,803、参加費その他 618,700
合計 975,503
支出の部…印刷費 116,550、記念品費 134,568、会議旅費 7,000
郵送費 32,630、会場費 644,630、県大会昼食費 32,000、その他 8,125
合計 975,503

３．役員改選

●退任役員 専務理事:服部豊、事務局理事:丸山真紀、監事:佐藤亜子

●新任役員 専務理事:橋本明、事務局理事:石川克規､小熊由美子

監事:服部豊

２００7年度事業計画
4月 8日 「お桜見ラリー」五泉市粟島公園 五泉市協会

5月 19～20日 ｢２００７スポニチ佐渡ロングライド２１０｣ 後援

26～27日 ｢新潟県サイクリング大会｣・情報交換会 新潟市協会

6月

7月

8月

9月 9～10日 ｢関東甲信越ﾌﾞﾛｯｸｻｲｸﾘﾝｸﾞ大会｣in群馬 渋川市､伊香保温泉

22～23日 ｢峠越えツアー｣ 福島県新稲荷峠 県協会事務局

10月 13～14日 ｢県レクリエーション大会｣ｉｎ上越市 上越市協会

28日 「ＮＩＩＧＡＴＡ南魚沼市サイクルロードレース」 後援

11月 10～11日 ｢納会｣・理事会 長岡市協会

12月

1月

2月 9～10日 ｢スキーツアー｣ 野沢温泉 県協会事務局

3月 2日 ｢理事会・定期評議員会｣ 新潟市

☺��会員更新手続きがまだの方は、2006年度のJCA自転車保険が３月３１日

で有効期限が終わりますのでお忘れなく。更新を行う方は至急お願いします。

更新をされていない方にはこれが最後のNCAニュースとなります。

�� 各地区協会、クラブでの年間計画などが決まりましたら事務局へも一

報ください。できるだけご紹介していきます。評議員会で役員改選が承認さ

れました。退任役員のみなさまお疲れ様でした。��
〒950-0166 新潟市亀田旭 4-3-12 橋本 明

TEL 025-381-6045 Ｅ-mail z1te27@sage.ocn.ne.jp
NCA ニュースへの

情報連絡送付先

mailto:z1te27@sage.ocn.ne.jp

