
13 04-05

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1-47-1 TEL 025-266-6020
会長 大隅 勝男 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」、今年は五泉市および新潟市秋葉区を

活動の拠点としているサイクリストの集まり｢ピカピカクラブ｣が主管で実施

します。会場となる能代川分流記念公園は、約300本のソメイヨシノが咲いて

います。また、一の堰と呼ばれ、新津で最も重要とされた用水の堰跡が残され

ています。会場でトン汁を囲み交流を持ちたいと思います。春をのんびりとし

たサイクリングで満喫し、シーズンの初めの準備をしましょう。

● 実施日 ４月１４日(日)
● 集 合 ＡＭ１１：３０～ＰＭ１:３０ ｢能代川分流記念公園｣

能代川とJR磐越西線の交差付近です

新潟市秋葉区草水町3丁目6269-1

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１０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。

保志名 博 （ピカピカクラブ）
〒959-1813 五泉市伊勢の川 8-7
TEL 090-5512-2349
E-mail pikapikahoshina@ybb.ne.jp

※雨天中止（当日の問い合わせは上記連絡先にお願いします）

・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
新潟市にあるサイクリングクラブ｢シルバーウインド｣の春のクラブラン

とタイアップの企画です。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、興味のある方は一緒に走りましょう。

●集合日時 ４月１４日(日) ８：００集合 ８：３０スタート

●集合場所 新津駅東口

●往路 新津駅→新津川ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ→県 7→新関駅前→論瀬→県 41(ｷﾑﾗﾌｧｰ

ﾑ)→県道 315→馬下→咲花温泉→小山田の彼岸桜→R290→県 436→

論瀬→県 41→三本木→県 7→能代川分流記念公園 約４３ｋｍ

（咲花駅にて｢SL ばんえつ物語号｣と桜景色を楽しみます）

復路 能代川分流記念公園→新関→東島→古津→日本ボケ公園→花夢里

にいつ→川根→古田→新津駅 約２０ｋｍ

●問い合わせ・連絡先

渡辺武志 〒950-0852 新潟市東区松園1-1-45

TEL 090-1405-8882 E-mail t.w.togusa@gmail.com

｢評議員会」報告

去る３月３日に、定期評議員会が開催されました。2012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。

１．２０１３年度事業計画

2013 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。県レク大会は柏崎

市での開催で、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、｢新潟シティライド｣、｢2013
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」、「(仮称)越後妻有ライドクエスト」の後援。

●ＪＣＡ、関係団体行事

全国サイクリング大会ｉｎ千葉 併催 関東甲信越ブロックサイクリングラ

リー千葉県大会 館山市近郊

● 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。



２．２０１２年度（仮）決算、２０１３年度予算

● 2012 年度会費・JCA 登録会計(仮)決算

会員数 82 名 （2011 年度内手続き 78 名:家族会員 4 名､Web 会員 6 含む、

2012 年 4 月以降手続き 5 名:家族会員 1 名 Web 会員 2 名含む）

収入の部…会費 320,00 追加保険 3,000 指導者登録 18,000 合計 341,000

支出の部…JCA 登録 151,500 助成金 168,500

追加保険 3,000 JCA 指導者登録 12,000 指導者登録助成金 6,000

合計 341,000

● 2012 年度一般会計(仮) 決算

収入の部…繰越金 141,662 JCA 登録助成金 174,500 補助金 120,000

受託費 155,000 繰入金 0 雑収入 21 合計 591,183

支出の部…事務局費 24,000 通信費 90,185 消耗品費 210 会議費 27,800 事

業費 149,060 組織強化費 84,000 交際費 0 負担金 65,000 雑費 0

繰出金 0 予備費 0 繰越金 150,928 合計 591,183

● 2012 年度特別会計基金(仮)決算

収入の部…繰越金 1,011,176 繰入金 0 雑収入 47 合計 1,011,223

支出の部…繰出金 0 繰越金 1,011,223 支出合計 1,011,223

● 2013 年度会費・JCA 登録会計予算

(見込み会員数 85 名 含む:Web 会員 10 名､家族会員 5 名､途中入会 1 名)
収入の部…会費 415,000 追加保険 3,000 指導者登録 9,000 合計 427,000
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 427,000

● 2013 年度一般会計予算

収入の部…繰越金 150,928 JCA 登録助成金 223,500 補助金 80,000
受託費 95,000 繰入金 0 雑収入 0 合計 548,928

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

会議費 29,000 事業費 134,500 組織強化費 111,250 交際費 0 負担金

65,000 雑費 0 繰出金 0 予備費 87,178 合計 548,928

● 2013 年度特別基金会計予算

収入の部…繰越金 1,011,223 繰入金 0 雑収入 47 合計 1,011,270

支出の部…繰出金 0 繰越金 1,011,270 合計 1,011,270

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。

2013 年 2014 年 2015 年

お花見ラリー ﾋﾟｶﾋﾟｶｸﾗﾌﾞ 長岡 上越

県ｻｲｸﾘﾝｸﾞ大会 新発田 南魚沼 新潟

納 会 十日町 新潟 長岡

２０１３年度事業計画
4月 14日「お桜見ラリー」新潟市秋葉区阿能代川分流記念公園 ﾋﾟｶﾋﾟｶｸﾗﾌﾞ

5月 11～12日 ｢２０１３スポニチ佐渡ロングライド２１０｣ 後援

6月 未定 ｢新潟県ｻｲｸﾘﾝｸﾞ大会｣･地区代表者会 新発田市協会

16日 ｢新潟シティライド｣ 後援

7月

8月 25日 ｢２０１３ツールド妻有｣ 後援

9月 15～16日 ｢全国サイクリング大会｣併催｢関東甲信越ブロックサイクリ

ングラリー｣千葉県大会 館山市近郊

10月 未定 ｢(仮称)越後妻有ライドクエスト｣ 後援

19～20日 ｢新潟県レクリエーション大会｣in柏崎市

11月 未定 ｢納会｣・理事会 十日町市協会

12月

1月

2月 1～2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

※お花見ラリーは評議員会で4月21日に決まっていましたが、桜前線が例年

より早く、主管ﾋﾟｶﾋﾟｶｸﾗﾌﾞからの要望により14日に早めました。

※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

● 役員改選 退任 会長代行：服部 豊 事務局理事：石川克規

新任 相談役：行田 宏 会長：大隅 勝男 監事：服部 豊

事務局理事：松原 脩

このたびの評議員会で、NCAの会長に大隅 勝男氏（長岡市協会）の就任が

承認されました。大隅氏はこれまでのサイクリング協会での活動もさること

ながら、長岡市および新潟県のレクリエーション協会における活動で多くの

方々に知られている人です。退任役員の皆様お疲れ様でした。

☺�� 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。

� 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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