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会長

大隅

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1-47-1 TEL 025-266-6020
勝男
新潟市中小企業会館内 FAX 025-266-6024

「理事会･評議員会」ご案内
新潟県サイクリング協会の２０１６年度事業予定を決める、理事会・評議員
会が開催されます。協会員ならどなたでも参加できます。ぜひ参加してみなさ
んの意見を反映させましょう。
★☆★ 各評議員・役員は必ず出席してください。
◆ 日 時 ３月６日(日)
14:00〜16:00 理事会・評議員会
16:30〜
懇親会
◆ 会 場 新潟市「東地区公民館」305講座室
新潟市中央区蒲原町7番1号 TEL 025‑241‑4119
◆ 議 題 1.事業報告 ① 活動報告 ② 会計(仮)決算報告
2.議事事項 ① 2016年度事業(案) ② 2016年度予算(案)
③ その他
● 懇親会… 会費4,000円 会議終了後、徒歩で移動
会場 ｢安兵衛｣マルタケ店 新潟市中央区東大通り1-4-1
新潟駅万代口マルタケビル地下１階 TEL025-247-3721
◎参加申込、問い合わせ先… 橋本 明〔自宅〕TEL 025-381-6045
E-mail z1te27@sage.ocn.ne.jp
☆

申込締切

２月２９日

アクセス方法
・新潟駅から徒歩 20 分
＜バス停＞
・東地区総合庁舎前
徒歩 2 分
・蒲原町 徒歩 5 分

｢新潟市東地区公民館｣

２０１６スポニチ佐渡ロングライド２１０ご案内
今年で１１回目を迎えます。一度は佐渡ロングライドを走りたい。全国か
ら多くの自転車乗りが集まってきます。Ｂ、Ｃコースも人気があり、ここ数
年は申し込み期間終了を待たずに定員に達しています。予定されている方は
お早めにお申込みください。Ｄコースはタンデム車での参加もできます。
１．主

催

（財）佐渡市スポーツ協会、佐渡市、
(株)スポーツニッポン新聞社、佐渡汽船(株)
２．主 管
佐渡ロングライド実行委員会
３．共 催
佐渡ロングライドクラブ
４．後 援
新潟県、日本サイクルレーシングクラブ協会、日本サイクリン
グ協会、新潟県サイクリング協会、サイクルスポーツ、その他
５．大会メイン会場 佐渡市佐和田河原田小学校グラウンド
６．日 時
５月 １４日(土)
受付け、前夜祭
１５日(日)
早朝受付、実走
７．種目内容 Ａ

２１０ｋｍ 佐渡一周（時計回り）
完走目安時間で３つのクラス分けを行います。
Ｂ １３０ｋｍ 佐渡半周 (大佐渡､時計回り)
Ｃ １００ｋｍ 大佐渡一周（大佐渡､時計回り両津ゴール）
Ｄ
４０ｋｍ 歴史を巡る観光とグルメコース
小学生は全コースとも保護者の同伴が必要です。
８．車両規定 小径車・リカンベントを含む公道を走れる自転車
（ＤＨバー装着禁止、ヘルメット必ず着用）
９．参加費
Ａ：9,000円 Ｂ：6,000円 Ｃ：6,000円 Ｄ：3,000円
※Ｄコースタンデム参加者は6,000円:2名分
（消費税、障害保険料含む、小学生は全コース1500円保護者同伴義務付け）
10．申し込み

期間２月１日(月) 〜３月３１日(木) 必着
ただし各コースとも定員になり次第終了
◎郵便（郵便振替）による申し込み
下記問い合わせ先の大会事務局から要項をお取りよせください。
◎オンラインでの申し込み
スポーツエントリー http://www.sportsentry.ne.jp

●問い合わせ・申し込み
佐渡市スポーツ協会（佐渡ロングライド事務局）
〒952‑0312 佐渡市吉岡1675 佐渡スポーツハウス
ホームページ http://sado‑longride.com
Ｅ‑mail
sadolongride@scsf.jp
ＴＥＬ ０２５９−６７−７５１０
ＦＡＸ ０２５９−５５−４０３５

20１５年度事業報告
１．仲間つくりに関する事業
a. 交換行事の実施
4/12
お花見ﾗﾘｰ
高田城公園（上越市協会主管）
16名
9/12〜13
峠越えツアー 小佐渡小倉峠（県協会事務局主管）
14名
11/7〜8
納会 長岡市西谷温泉｢中盛館｣（長岡市協会主管）
20名
2/6〜7
スキーツアー 野沢温泉村 予定（県協会事務局主管）
ｂ.資質向上のための事業実施
JCA､関係団体行事への協力と参加
10/31〜11/2 関東甲信越ブロックサイクリング東京大会
5名
２．サイクリング普及に関する事業
6/13〜14
県ｻｲｸﾘﾝｸﾞ大会 柏崎市広田鉱泉「湯元館｣
(新潟市協会主幹）
21名
10/11〜12 新潟県ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会in聖籠町:変り種自転車試乗会 子供数十名
◎後援・協力事業
5/10 阿賀野クリテリウム、5/16〜17 スポニチ佐渡ロングライド210、
6/7 新潟シティライド、7/26 グランツール南、8/23 2015ツールﾄﾞ妻有、
9/6 新潟ヒルクライム、10/4 南魚沼グルメライド、
３．会員相互の連絡と組織強化に関する事業の実施
ＮＣＡニュース発行 ５回

20１６年度事業予定(案)
2016年度事業では次のような行事を予定しています。具体的日程が未定なも
のについては評議員会で決定後お知らせいたします。行事内容について、提案、
要望事項等がありましたら文書にて事務局までお知らせください。
「お花見サイクリングラリー」新発田市協会主管
4月 未定
5月

14〜15

6月
7月

未定
未定
未定

8月

未定

｢2016ツールﾄﾞ妻有｣

9月

未定

｢新潟ヒルクライム｣（協力）

10月

11月

未定
22〜23
未定
未定
6〜7

｢2016スポニチ佐渡ロングライド210｣

後援

｢県サイクリング大会」･情報交換会 十日町市協会主管
「新潟シティライド」（協力）
「グランツール南」 後援
後援

｢峠越えツアー」 県協会事務局主管
｢県レク大会｣
「南魚沼グルメライド」 後援
「納会」･理事会 ピカピカクラブ(五泉)主管
「関東甲信越ﾌﾞﾛｯｸｻｲｸﾘﾝｸﾞﾗﾘｰ」in横浜

12月

ＪＣＡ賛助会員 入会更新手続き 始まる
２０１６年度のＪＣＡ会員入会更新手続きが始まっています。
ＪＣＡから各会員に送られています「サイクリングジャパン2015冬号」に
同封の更新の案内を熟読ください。
◎ＪＣＡ自転車保険加入を希望される方
・賛助会費4,000円と保険料3,000円、合計7,000円を直接本人からＪＣ
Ａ指定の口座に振込みをお願いします。3月15日(火)までに着金です。
振込先：みずほ銀行銀座支店 (普)２９９６８５８
ＪＣＡ会費保険（ＪＣＡカイヒホケン）
振込人名の前に会員番号（５ケタ）を記入ください。
・自転車保険申込票と更新申込書は各地区協会窓口担当者または直接県
協会に提出をお願いします。
◎会員の更新のみの方（JCA保険加入を希望されない方）
例年と同様の各地区協会窓口で受付を行います。
各地区協会窓口担当者または個人で直接県協会に賛助会費を納める
方は以下の口座に振込みをお願いします。
更新事務手続きに多少日数がかかりますので、締切日を設定しました。
申込締め切り ３月６日必着
賛助会費 ４，０００円
賛助会費振込先
ゆうちょ銀行 口座番号 １１２８０ ２９１７０９５１
口座名義 新潟県サイクリング協会
★自転車保険加入票・更新申込書の送り先
〒９５１−８１５１ 新潟市中央区浜浦町１−１８５ 藤崎真理子
● インターネットと携帯の両方からも行えます。
個人のパスワードでＪＣＡのＨＰにアクセスして更新を行ってください。
更新者把握のため、その旨を各区協会の窓口担当者に連絡願います。

ＪＣＡ自転車保険の内容 確認願います
要注意 平成28年度は80歳までの方が加入できます。その他にも制限が
設けられていますので、よく確認をお願いします。
※ JCA保険に入らない方の現金書留の受付けは、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)でも受付けます。なお
現金の直接渡しは受け付けません。ご了解願います。
新潟県協会の会員は現在50数名となっています。ここ数年空前のサイク
リングブームで関心は高くなっています。「あなたのとなりにもう一人の
サイクリストを！」を合い言葉に、サイクリストの〝輪〟を広げましょう。
各地区協会、クラブでは年間計画など立案中と思います。ＮＣＡ事
務局宛てにも一報ください。みなさんからの情報をお待ちしています。

1月
2月

未定

3月

5

｢県協会スキーツアー｣
「理事会･定期評議員会」新潟市

NCA ニュースへの
情報連絡送付先

〒950-0166 新潟市江南区旭4丁目3-12 橋本 明
TEL 025-381-6045
E-mail
z1te27@sage.ocn.ne.jp

