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〒951-8133 新潟市中央区川岸町1-47-1 TEL 025-266-6020
会長(代理) 服部 豊 新潟県中小企業会館内 FAX 025-266-6024

お花見ラリーのご案内
年度初めの行事｢お花見ラリー」、今年は新潟市協会が担当での開催です。

広域となった新潟市の中でもサクラの名所の多い江南区内めぐりの後、最近整

備されました阿賀野川床固め公園にてトン汁を味わいつつの交流を持ちたい

と思います。長かった冬も終わり、ようやく訪れた春を満喫し、シーズンの初

めの準備をしましょう。

● 実施日 ４月２２日(日)

● 集 合 ＡＭ１１：００～ＰＭ１:３０

（阿賀野川左岸）新潟市江南区沢海 阿賀野川床固め公園

トン汁サービスあります
● 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

－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。興味のある方はぜひ一緒に走りましょう。

● 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１８日まで。代表者名と人数をお知らせくださ

い。もちろん当日参加も大歓迎です。

涌井 秀行（新潟市サイクリング協会）
〒950-0861 新潟市東区中山6-14-14
TEL(FAX) 025-271-8809
E-mail b.g.wakui@rapid.ocn.ne.jp

※雨天中止。
・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
１人で走るのは少し心配な方や初心者でも少し遠出をしてみたいと思っ

ている方、花見スポットを良く知らない方、興味のある方は一緒に走りま

しょう。

●集合日時 4 月 22 日(日) ８：３０集合、９：００スタート

●集合場所 阿賀野川河川公園駐車場 泰平橋西詰め下

●往路 河川公園→日本海東北自動車道沿い下道→すご堀りとサクラ→北

山池公園→亀田公園→鳥屋野潟公園→県道 1 号→亀鶴橋→小阿賀野

川サイクリングロード→大栄寺→阿賀野川床固め公園 約３０ｋｍ

復路 床固め公園→横越小学校脇→大江山公園→阿賀野川河川公園

約１５ｋｍ

●問い合わせ・連絡先

涌井秀行 〒950-0861 新潟市東区中山6-14-14

TEL･FAX 025-271-8809 E-mail b.g.wakui@rapid.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。2011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。

１．２０１２年度事業計画

2012 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の実

施と県レクリエーション大会(県レク大会)へ参加します。県レク大会は佐渡

市両津地区近郊での開催で、変り種自転車試乗会、半日程度の実走サイクリ

ングをおこないます。

●仲間つくりに関する事業

お花見ラリー、峠越えツアー、納会、スキーツアーなどを実施します。

●後援事業

県協会の活動趣旨に沿ったイベントとして、｢2012 スポニチ佐渡ロングラ

イド 210｣、｢ツールド妻有｣、「ヒルクライムチャレンジシリーズ十日町大会」、

「信越五高原ロングライド 2012」の後援。

●ＪＣＡ、関係団体行事

全国サイクリング大会ｉｎ沖縄

関東甲信越ブロックサイクリングラリー長野県大会 安曇野市近郊

● 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最後のページに記載していますが、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。



２．２０１１年度（仮）決算、２０１２年度予算

● 2011 年度会費・JCA 登録会計(仮)決算

(会員数９２名 うち家族会員数５名､中途入会なし

収入の部…会費 368,000 追加保険 3,000 指導者登録 3,000 合計 374,000

支出の部…JCA 登録 184,000 助成金 184,000

追加保険 3,000 JCA 指導者登録 2,000 指導者登録助成金 1,000

合計 374,000

● 2011 年度一般会計(仮) 決算

収入の部…繰越金 145,425 JCA 登録助成金 18,5000 補助金 120,000

受託費 234,200 繰入金 0 雑収入 8 合計 684,633

支出の部…事務局費 24,000 通信費 90,375 消耗品費 3,633 会議費 35,180

事業費 180,440 組織強化費 95,000 交際費 0 負担金 133,357 雑費 0

繰出金 0 予備費 0 繰越金 122,648 合計 684,633

● 2011 年度特別会計基金(仮)決算

収入の部…繰越金 1,010,984 繰入金 0 雑収入 0 合計 1,010,984
支出の部…繰出金 0 繰越金 1,010,984 支出合計 1,010,984

● 2012 年度会費・JCA 登録会計予算

(見込み会員数 95 名 年度内更新 90 名うち家族会員数 5 名

4 月 1 日以降更新､新規 4 名会費 5,000 中途入会 1 名会費 2,500 )
収入の部…会費 385,000 追加保険 3,000 指導者登録 21,000 合計 409,000

支出の部…JCA 登録 192,500 助成金 192,500 追加保険 3,000

JCA 指導者登録 14,000 指導者登録助成金 7,000 合計 409,000

● 2012 年度一般会計予算

収入の部…繰越金 122,648 JCA 登録助成金 199,500 補助金 120,000

受託費 155,000 繰入金 0 雑収入 0 合計 597,148

支出の部…事務局費 24,000 通信費 93,000 消耗品費 5,000

会議費 28,000 事業費 173,000 組織強化費 101,500 交際費 0 負担金

80,000 雑費 0 繰出金 0 予備費 92,648 合計 597,148

● 2012 年度特別基金会計予算

収入の部…繰越金 1,010,984 繰入金 0 雑収入 0 合計 1,010,984

支出の部…繰出金 0 繰越金 1,010,984 合計 1,010,984

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。

2012 年 2013 年 2014 年

お花見ラリー 新潟 五泉 長岡

県ｻｲｸﾘﾝｸﾞ大会 長岡 新発田 南魚沼

納 会 上越 十日町 新潟

２０１２年度事業計画
4月 22日 「お桜見ラリー」新潟市江南区阿賀野川床固め公園 新潟市協会

5月 19～20日 ｢２０１２スポニチ佐渡ロングライド２１０｣ 後援

6月 16～17日or24～24日｢新潟県ｻｲｸﾘﾝｸﾞ大会｣･地区代表者会 長岡市協会

7月

8月 19日 ｢２０１２ツールド妻有｣ 後援

9月 8～9日 「信越五高原ロングライド２０１２」 後援

15～16日 ｢関東甲信越ブロックサイクリングラリー｣長野県大会

29～30日「全国サイクリング大会」in沖縄県大会

10月 20～21日 ｢新潟県レクリエーション大会｣in佐渡市

11月 未定 ｢納会｣・理事会 上越市協会

12月

1月

2月 2～3日or9～10日 ｢スキーツアー｣ 野沢温泉 県協会事務局

3月 3日 ｢理事会・定期評議員会｣ 新潟市

※日時未定「ヒルクライムチャレンジカップ十日町大会」後援

「峠越えツアー」（行き先未定）県協会事務局

● お願い 賛助会費の現金納入について

これまで、県協会事務局(〒951-8133新潟市中央区川岸町1-47-1新潟市中

小企業会館内)では現金での受付も行っていましたが、諸般の事情を考慮し、

4月1日以降、扱いを止めることにしました。現金書留の扱いは従来どおり行

います。なにとぞご理解願います。

● 役員改選 退任 会長：行田 宏 監事：服部 豊

新任 会長代理：服部 豊 監事：渡辺 武志

このたび、行田会長が退任されることになりました。長きにわたり県協会

の発展に関わられ、美術の先生であったことから「行田先生」と呼ばれ慕わ

れてきました。古くからの会員の方には、先生がデザインしたS58年関ブロ

新潟県大会（佐渡佐和田）における夕日のポスターが印象に残っているので

はないかと思います。おつかれさまでした。

☺�� 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、自動的に日本サイ

クリング協会（JCA）への会員登録も行っています。JCAの会員になることによ

ってJCA自転車保険をはじめJCAの特典が利用できます。

� 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
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