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〒951-8133 新潟市中央区川岸町1-47-1 TEL 025-266-6020
会長 行田 宏 新潟県中小企業会館内 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｣を今年は上越市協会が担当します。桜を

楽しみながらの昼食交流会を行います。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走りましょう。

集合場所は柏崎市の川内(こうち)ダム公園です。川内ダムは柏崎市全域に水を

供給しており、水源地とも呼ばれています。

● 実施日 ４月１９日(日) ＡＭ１２:００～ＰＭ１：３０前後

● 集 合 柏崎市大字鯨波川内ダム公園

● 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。

◎ 川内ダムまでの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。

● 申し込み 参加予定の方は事前におおよその人数と代表者名を連絡して

ください。当日参加も可能です。

● 問い合わせ先

上越市協会 西條 武義

〒943-0807 上越市春日山町１－９－１９ TEL 0255-23-4148

※天候の状況により中止する場合もあります。
・昼食は各自でご用意ください。
・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。

・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。

「お花見ラリー」 モデルコースのご案内
４月１９日（日）に予定されている「お花見ラリー」に、集合場所川内ダム

公園まで走るモデルコースを設定しました。柏崎といえば、海岸沿いの独特な

景観のイメージが強いですが、今回は、ゆるい山間のコースをゆっくりと走り

春の暖かさを堪能しましょう。

１．実施日 ４月１９日(日)

２．集 合 ＪＲ信越本線 安田駅 １０：３０出発

３．コース

安田駅をスタートして、県道73号（鯨波－宮川線）を走って川内ダム公園。

コース途中でも昼食の調達は可能ですが、あらかじめ用意してくること

をお勧めします。

４．参加費 無料

５．申し込み 参加予定の方は事前におおよその人数と代表者名を連絡してく

ださい。当日参加も可能です。

６．問い合わせ先（お花見ラリーと同じです）

上越市協会 西條 武義

〒943-0807 上越市春日山町１－９－１９ TEL 0255-23-4148
※天候の状況により中止する場合もあります。

※輪行を予定される方への列車時間参考情報

新潟7:54→8:44長岡9:14→9:49安田

直江津9:08→9:58安田

2010年｢関東甲信越ブロックサイクリング大会｣新潟開催

日程･開催地の決定
評議員会報告にも記載していますが、２０１０年関ブロ新潟県開催の日程と

開催地が決まりました。

日程 ２０１０年９月 ２５日（土）～２６日（日）

開催地 南魚沼・十日町エリア

今後、開催に向けた具体的な準備に取り掛かります。１０年に一度の大き

な大会です。盛り上がるよう会員のみなさんのご協力をお願いします。

｢評議員会」報告
去る３月１日に、県協会の定期評議員会が開催されました。2008年度事業報

告と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。

１．２００９年度事業計画

2009 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

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

協会の活動趣旨に沿ったサイクルイベントとして、｢2009 スポニチ佐渡ロン

グライド２１０｣の後援。毎年行っています県レク大会への参加は、新潟国



体の開催にともない、県レク大会の開催が「研究大会」となるため、休止し

ます。

●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甲信越ブロックサイクリング大会などの参加を推

進します。

2010 年関東甲信越ブロックサイクリング大会の新潟開催の準備

日程 2010 年 9 月 25 日(土)～26 日(日)
開催地 南魚沼･十日町エリア

● 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。

２．２００８年度（仮）決算、２００９年度予算

● 2008 年度会費・JCA 登録会計(仮)決算

(会員数 1４３名 うち家族会員数１１名､中途入会２名

収入の部…会費 5720,000 指導者登録 3,000 合計 575,000
支出の部…JCA 登録 60,060 保険 225,940 助成金 286,000
JCA 指導者登録 2,000 指導者登録助成金 1,000 合計 575,000
● 2008 年度一般会計(仮) 決算

収入の部…繰越金 287,181 JCA 登録助成金 287,000 補助金 120,000
受託費 371,800 繰入金 0 雑収入 314 合計 1,066,295
支出の部…事務局費 24,000 通信費 103,110 消耗品費 9,950 会議費 27,000
事業費 277,205 組織強化費 153,000 交際費 0 負担金 112,391 雑費 0
繰出金 0 予備費 0 繰越金 359,639 合計 1066,295
● 2008 年度特別基金(仮)決算

収入の部…繰越金 1,005,821 繰入金 0 雑収入 11 合計 1,005,832
支出の部…繰出金 0 繰越金 1,005,832 支出合計 1,005,832
● 2009 年度会費・JCA 登録会計予算

(見込み会員数１３０名 うち家族会員数１１名 中途入会２名)
収入の部…会費 520,000 指導者登録 33,000 合計 553,000
支出の部…JCA 登録 104,000 保険 156,000 助成金 260,000 JCA 指導者登録

22,000 指導者登録助成金 11,000 合計 553,000
● 2009 年度一般会計予算

収入の部…繰越金 359,639 JCA 登録助成金 271,000 補助金 120,000
受託費 267,000 繰入金 0 雑収入 0 合計 1,017,639
支出の部…事務局費 24,000 通信費 103,000 消耗品費 10,000

2009 年 2010 年 2011 年

お花見ラリー 上越 長岡 燕

県ｻｲｸﾘﾝｸﾞ大会 南魚沼 南魚沼･十日町 新潟

納 会 新潟 五泉 新発田

会議費 41,000 事業費 216,000 組織強化費 140,000 交際費 0 負担金

112,000 雑費 0 繰出金 0 予備費 371,639 合計 1,017,639
● 2009 年度特別基金会計予算

収入の部…繰越金 1,005,832 繰入金 0 雑収入 11 合計 1,005,843
支出の部…繰出金 0 繰越金 1,005,843 合計 1,005,843
なお、本決算につきましては規約に基づき、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。

２００９年度事業計画
4月 19日 「お桜見ラリー」柏崎市川内ダム公園 上越市協会

5月 16～17日 ｢２００９スポニチ佐渡ロングライド２１０｣ 後援

6月 6～7日 ｢新潟県サイクリング大会｣・情報交換会 南魚沼市協会

7月

8月

9月 5～6日 ｢全国サイクリング大会｣in函館 北海道函館市周辺

12～13日 ｢峠越えツアー｣長野県斑尾高原 県協会事務局

27～28日 ｢関東甲信越ﾌﾞﾛｯｸｻｲｸﾘﾝｸﾞ大会｣in山梨 笛吹市石和温泉

10月

11月 10/31～1日｢納会｣・理事会 新潟市協会

12月

1月

2月 未定 ｢スキーツアー｣ 野沢温泉 県協会事務局

3月 7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、2008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。

2009年度から保険の内容が変わりますので確認をお忘れなく。オプション保険

もあります。詳しくはJCAから各会員にすでに郵送されています資料を参照く

ださい。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。

新潟県サイクリング協会は県内にある地区協会の集まりによって組織され

ています。基本的に(例外もありますが)地区協会を窓口にして県協会の会員更

新が行われます。また県協会の会員になりますと、自動的にJCAへの会員登録

も行っています。お互い独立した組織ですが、密接な関係を持ち、JCAの会員

になることによってJCA自転車保険をはじめJCA特典の適用がなされます。

� 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。��

〒950-0166 新潟市江南区旭 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


