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〒951-8133 新潟市中央区川岸町1-47-1 TEL 025-266-6020
会長 大隈 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
～大河信濃川の「西・東」に咲く桜をご案内します～

いよいよシーズンが始まります。恒例のお楽しみ｢お花見ラリー」、今年は

長岡市協会主管で実施します。主な見物･立ち寄り先は《川東地区》悠久山公

園・福島江の桜、旧三国海道・摂田屋地区（吉乃川）、《川西地域》越路運動

公園・もみじ園・米と酒の道具館（朝日山）を巡ります。七つ目の橋「フェニ

ックス大橋」を渡り大河の流れを満喫していただきます。

● 実施日 ４月２０日(日)
● 集合場所と時間

場所：長岡市幸町２丁目１－１

長岡市役所幸町分庁舎（旧市役所庁舎）

時間：午前１０時

● 参加費 無料

● コース （走行 全３７ｋｍ）

幸町庁舎（10:00）～福島江桜並木～悠久山公園千本桜～旧三国街道・摂

田屋地区～越路運動公園（ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽBC練習場）～来迎寺前田町内会館･昼

食･休憩（12:30～13:30）～もみじ園～米と酒の道具館（朝日山）～フェ

ニックス大橋～幸町庁舎（15:00）

● トン汁と軽いおにぎり程度を用意します

昼食は各自用意ください。

● 申し込み･問い合わせ先

長岡市サイクリング協会 岩渕正義

〒940-1166 長岡市今井１－１２１

TEL・FAX ０２５８－２２－３５４４

携帯 ０９０－２０２４－０４４８

※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）

・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。

｢評議員会」報告
去る３月２日に、定期評議員会が開催されました。2013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。

１．２０１４年度事業計画

2014 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。

●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・協力事業 県協会の活動趣旨に沿ったイベントを応援します

後援：｢2014 スポニチ佐渡ロングライド 210｣、｢ツールド妻有｣、「越後

妻有ライドウエスト」

協力：「新潟シティライド」、「新潟ヒルクライム」。

●ＪＣＡ、関係団体行事

関東甲信越ブロックサイクリングラリーｉｎ埼玉県大会 東松山市近郊

全国サイクリング大会ｉｎ香川県大会 高松市周辺

● 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。

２．２０１３年度（仮）決算、２０１４年度予算

● 2013 年度会費・JCA 登録会計(仮)決算

会員数 83 名 （家族会員 4 名含む）

収入の部…会費 380,00 追加保険 6,000 指導者登録 6,000 合計 392,000

支出の部…JCA 登録 172,500 助成金 207,500

追加保険 6,000 JCA 指導者登録 4,000 指導者登録助成金 2,000

合計 392,000

● 2013 年度一般会計(仮) 決算

収入の部…繰越金 162,553 JCA 登録助成金 209,500 補助金 80,000

受託費 105,000 繰入金 0 雑収入 65 合計 557,118.

支出の部…事務局費 24,000 通信費 80,095 消耗品費 1,890 会議費 16,000

事業費 125,140 組織強化費 101,500 交際費 0 負担金 65,000 雑費 0

繰出金 0 予備費 0 繰越金 143,493 合計 557,118

2014 年 2015 年 2016 年

お花見ラリー 長岡 上越 新発田

県ｻｲｸﾘﾝｸﾞ大会 南魚沼 新潟 十日町

納 会 新潟 長岡 ﾋﾟｶﾋﾟｶｸﾗﾌﾞ



● 2012 年度特別会計基金(仮)決算

収入の部…繰越金 1,011,392 繰入金 0 雑収入 40 合計 1,011,432

支出の部…繰出金 0 繰越金 1,011,432 支出合計 1,011,432

● 2014 年度会費・JCA 登録会計予算

(見込み会員数 85 名 含む:Web 会員 14 名､家族会員 4 名､途中入会 1 名)
収入の部…会費 387,500 保険 120,000 指導者登録 3,000 合計 510,500

支出の部…JCA 登録 175,000 助成金 212,500 保険 120,000

JCA 指導者登録 2,000 指導者登録助成金 1,000 合計 510,500

● 2013 年度一般会計予算

収入の部…繰越金 143,493 JCA 登録助成金 213,500 補助金 80,000
受託費 105,000 繰入金 0 雑収入 0 合計 541,993

支出の部…事務局費 0 通信費 88,000 消耗品費 5,000

会議費 22,000 事業費 130,500 組織強化費 106,500 交際費 0 負担金

65,000 雑費 0 繰出金 0 予備費 124,993 合計 541,993

● 2013 年度特別基金会計予算

収入の部…繰越金 1,011,432 繰入金 0 雑収入 40 合計 1,011,472

支出の部…繰出金 0 繰越金 1,011,472 合計 1,011,472

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。

２０１４年度計画
4月 20日「お桜見ラリー」長岡市近郊 長岡市協会

5月 17～18日 ｢２０１4スポニチ佐渡ロングライド２１０｣ 後援

6月 5月31～1日 ｢新潟県ｻｲｸﾘﾝｸﾞ大会｣･地区代表者会 南魚沼市協会

8日 ｢新潟シティライド｣ 協力

7月

8月 24日 ｢２０１４ツールド妻有｣ 後援

9月 7日 「新潟ヒルクライム」 協力

20～21日「関東甲信越ブロックサイクリングラリー」埼玉県大会

27～28日 ｢全国サイクリング大会｣香川県大会 高松市近郊

10月 4～5日 ｢新潟県レクリエーション大会｣in阿賀野市

11～12 「峠越えツアー」 県協会事務局

未定 ｢越後妻有ライドクエスト｣ 後援

11月 8～９ ｢納会｣・理事会 新潟市協会

12月

1月

2月 7～8日 ｢スキーツアー｣ 野沢温泉 県協会事務局

3月 1日 ｢理事会・定期評議員会｣ 新潟市

※「峠越えツアー」行き先未定

● タンデム自転車走行解禁のお知らせ
４月１日から新潟県内の一般道路でタンデム自転車が解禁となりまし

た。視覚障害者福祉協会と自転車のまち新潟の会との連名で陳情が行われた

そうです。すでに解禁になっている長野県、山形県と合わせて、三つの県を

通して走れるようになりました。

● 新潟シティライドのお知らせ
一昨年の秋にプレイベントが開催され、去年の第１回大会は受付開始後数

日で定員に達した人気のイベントです。2回目の今大会は昨年にもましてエ

イドステーションが充実した内容となっています。申し込み開始がもうすぐ

です。

１．実施日 ６月８日

２．集合場所（スタート、ゴール） 新潟市陸上競技場

３．コース、募集定員、参加費

・ロングライド １２０ｋｍ 定員４５０名 4000円

・ショートライド ３３ｋｍ 定員１００名 2000円

４．申し込み期間 4月15日10:00～4月30日0:00 定員になり次第受付終了

５．問い合わせ先 「2014新潟シティライド」実行委員会

TEL025-226-2595

☆ 申し込み方法など詳しくは同封のチラシを参照願います。

● ＪＣＡ自転車保険 ご確認願います
平成２６年度 JCA 賛助会費 5,000 円には、昨年まで会員特典となっていた

保険が付帯されておりません。そのことをご存じない会員の方が居られるこ

とが判明致しました。保険に入るには保険費 3,000 円が必要です。すでに更

新を済ませ、保険に入っているつもりが、確認したところ入っていないこと

に気づかれた方は、NCA 事務局橋本まで（連絡先は NCA ﾆｭｰｽ最後の欄に記載）

ご相談願います。

☺�� 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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