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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 新潟市中小企業会館内 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｣を今年は新潟市協会が担当します。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来ましょう。集合場所は角田山のふもと上堰潟（うわせき

がた）公園です。上堰潟公園は、４月後半から一面に広がる菜の花畑も見ごた

えがあります。２～３週間後に再び訪れてみるのもいいですね。新潟市協会の

お膳立てでトン汁も用意します。

● 期日 ４月１３日(日) ＡＭ１１:３０～ＰＭ１：３０前後

● 集合 新潟市西区松野尾 上堰潟公園

● 参加費 ３００円（トン汁あり）

● 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。

◎新潟市協会では市民サイクリングとの併催です。次ページに

案内を載せています。
●申し込み締め切り ４月９日

締め切り期日が迫っています。お早めにお申し込みください。

● トン汁を用意します

● 申し込み・問い合わせ先

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。

県協会事務局 涌井 秀行

〒950-0861 新潟市東区中山６－１４－１４ TEL 025-271-8809

E-mail b.g.wakui@rapid.ocn.ne.jp

●留意事項(おねがい)

・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。

・昼食は各自でご用意ください。また、ゴミ省力化にご協力願いま

す。
・天候の状況により中止する場合もあります。

・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。

新潟市在住以外の方にも

｢新潟市民サイクリング」のご案内
今年のお花見ラリーは新潟市協会主管で行われます。新潟市協会では｢新潟

市民サイクリング｣との併催で行います。ぜひ、この機会を通じて新潟市民サ

イクリングに参加し、新潟市のサイクリング愛好家との交流を楽しんではいか

がでしょうか。途中、内野小学校（作家 藤沢周の出身校）の桜も見ていきま

す。

１．実施日 ４月１３日(日)

２．集 合 新潟市関分記念公園 ８：３０集合 ９：００出発

３．コース

関分記念公園をスタートして、途中内野小学校に寄って上堰潟公園へ。詳

細ルートは当日発表。

４．参加費 ５００円（トン汁、保険含む）

５．申し込み締め切り ４月９日

締め切り期日が迫っています。お早めにお申し込みください。

６．申し込み・問い合わせ先（お花見ラリーと同じです）

人数把握をするため、できるだけ事前申し込みをお願いします。

新潟市協会 涌井 秀行

〒950-0861 新潟市東区中山６－１４－１４ TEL 025-271-8809

E-mail b.g.wakui@rapid.ocn.ne.jp

※天候の状況により中止する場合もあります。

２０１０年

｢関東甲信越ブロックラリー｣新潟開催の決定
２月に行われました｢関東甲信越サイクリング協議会｣におきまして、

２０１０年関東甲信越ブロックラリーの新潟県開催が決まりました。今後、県

内の開催場所の検討など具体的な準備に入ります。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２日に、県協会の定期評議員会が開催されました。2007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．日本サイクリング協会新潟支部との業務提携に関する確認事項の廃止

2007 年度から日本サイクリング協会（JCA）の方針により各県に設置して

あった日本サイクリング協会の支部が廃止されました。これにともなう確認

事項の廃止です。実質的には、これまでの県協会の活動として何ら変わると

ころはありません。

２．会計処理規程の改定



これまで、一般会計に組み込まれていた JCA への会員の登録、指導者（ﾃﾞ

ｨﾚｸﾀｰ、ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）の登録などの会計処理を【会費･JCA 登録会計】として独

立させ、よりわかり易くしました。

３．２００８年度事業計画

2008 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

レクリエーション大会自転車部門の継続実施。県協会の活動趣旨に沿ったサ

イクルイベントとして、｢2008 スポニチ佐渡ロングライド２１０｣の後援。

●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。

● 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。

主管協会の地域外を

会場として開催する場

合もあります。

４．２００７年度（仮）決算、２００８年度予算

● 2007 年度会費・JCA 登録会計(仮)決算

(会員数 115 名 うち家族会員数 6 名､中途入会（9 月以降)なし）

収入の部…会費 460,000 指導者登録 18,000 合計 478,000
支出の部…JCA 登録 48,300 保険 181,700 助成金 230,000
JCA 指導者登録 12,000 指導者登録助成金 6,000 合計 478,000
● 2007 年度一般会計(仮) 決算

収入の部…繰越金 262,913 JCA 登録助成金 236,000 補助金 120,000
受託費 360,600 繰入金 0 雑収入 228 合計 979,741
支出の部…事務局費 24,000 通信費 84,985 消耗品費 4,200 会議費 27,000
事業費 308,450 組織強化費 118,000 交際費 0 負担金 103,020 雑費 0
繰出金 0 予備費 0 繰越金 310,086 合計 979,741
● 2007 年度特別基金(仮)決算

収入の部…繰越金 1,004,517 繰入金 0 雑収入 2,263 合計 1,006,780
支出の部…繰出金 0 繰越金 1,006,780 支出合計 1,006,780
● 2008 年度会費・JCA 登録会計予算

(見込み会員数 117 名 うち家族会員数 6 名 中途入会１名)
収入の部…会費 468,000 指導者登録 0 合計 468,000
支出の部…JCA登録 49,140 保険 184,860 助成金 234,000 JCA 指導者登録 0
指導者登録助成金 0 合計 468,000
● 2008 年度一般会計予算

収入の部…繰越金 310,086 JCA 登録助成金 234,000 補助金 120,000

2008 年 2009 年 2010 年

お花見ラリー 新潟市 上越市 長岡市

県サイクリング大会 新発田市 南魚沼市 五泉市

納 会 燕市 新潟市 十日町市

受託費 357,000 繰入金 0 雑収入 0 合計 1,021,086
支出の部…事務局費 24,000 通信費 88,000 消耗品費 10,000
会議費 41,000 事業費 299,900 組織強化費 122,000 交際費 5,000
雑費 1,000 繰出金 0 予備費 325,186 合計 1,021,086

なお、本決算については規約に基づき、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。

● 2008 年度特別基金会計

収入の部…繰越金 1,006,780 繰入金 0 雑収入 2,268 合計 1,009,048
支出の部…繰出金 0 繰越金 1,009,048 合計 1,009,048

２００８年度事業計画
4月 13日 「お桜見ラリー」新潟市上堰潟公園 新潟市協会

5月 17～18日 ｢２００８スポニチ佐渡ロングライド２１０｣ 後援

6月 14～15日 ｢新潟県サイクリング大会｣・情報交換会 新発田市協会

7月

8月

9月 6～7日 ｢峠越えツアー｣長野県境 野々海峠､深坂峠 県協会事務局

20～21日 ｢全国サイクリング大会｣in福島 北塩原村周辺

10月 4～5日 ｢関東甲信越ﾌﾞﾛｯｸｻｲｸﾘﾝｸﾞ大会｣in茨城 水戸～大洗

4～5日 ｢県ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会｣in新潟市 新潟市協会､県協会事務局

11月 8～9日 ｢納会｣・理事会 燕市協会

12月

1月

2月 14～15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

�新潟県サイクリング大会の開催日は、評議員会で６月７～８日に決まりまし

たが、その後、新発田市協会の都合で１４日～１５日に変更となりました。

☺��会員更新手続きがまだの方は、2007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。

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


