
令和 3（2021）年 9月 1日（No.436） 

 1 

 

 大阪サイクリング協会 

好きやねん自転車in OSAKA 2021 市内編 

（初心者・中級者向き） 10月 3日 

 

 本来ならば宿泊行事の予定ですが，今しばらくは近場で我

慢です。5月 30日に中止になった行事を再度，試みます。 

 大阪サイクリング協会主催の「好きやねん自転車 in OSAKA 

2021」（テーマ：おもしろい建物）の大阪市内のポイント6ヵ

所を効率よくめぐります。 

 

  日    2021年 10月 3日（日） 雨天中止 

（前夜 19:00 に当日 40％以上の降水確率の場合，中止） 

集  合  大阪駅前第4ビル前 9時（9時30分出発） 

参加費  JCA会員¥200.  一般¥500. 

コース  大阪駅前第4ビル前→⑧TKPゲートタワービル→⑦国

立国際美術館→⑩難波八坂神社 獅子殿→⑪あべのハ

ルカス→⑨大阪歴史博物館→⑥泉布観（解散） 

    (状況でコース変更あり) 

    (番号は好きやねん自転車in OSAKAの各ポイント） 

持ち物  ヘルメット・会員証・雨具・サイクリング必要品他 

主  催  大阪サイクリング協会 

    〒586-0086 河内長野市天野町1304 

申込み・問合先 10月 1日までに下記まで 

    メール：lco_otsuka@yahoo.co.jp 

         （↑エル（L）の小文字） 

ビルに道路が突っ込んでいます！ 

 

 大阪サイクリング協会 

  講演会「交通安全について」 10月 13日（水） 

 

 サイクリングだけでなく，お買い物でも利用する自転車の交

通安全を考えてみませんか？自分（家族）と交通弱者を守るこ

とは，社会規範の基本です。難しく考えず，お気楽にご参加下

さい。 

 会場内の換気，手指消毒，ソーシャルディスタンスに留意し

て開催予定です。会場内ではマスク着用。体調不良の方，基礎

疾患のある方，不安な方はご遠慮下さい。 

7月 14日（水）に中止となった講演会を再度，試みます。 

 

日 時    10月 13日（水）19:00〜20:30 

会  場  アネックスパル法円坂 7階 10号室 

    大阪市中央区法円坂1丁目1-35  

    （JR 環状線 森ノ宮から徒歩 10 分，地下鉄 森ノ宮か

ら徒歩8分，谷町四丁目から徒歩8分） 

    http://www.zaidan.or.jp/access/ 

テーマ  交通安全について 

講  師  山根 史雄氏（大阪サイクリング協会リーダー） 

会  費  JCA会員￥200.    一般￥500.（当日受付にて） 

主  催  大阪サイクリング協会 

        〒586-0086  河内長野市天野町1304 

問合先 メール：lco_otsuka@yahoo.co.jp  

        （↑エル（L）の小文字）（申込みは不要です） 

 

 

 

 

 

  自転車通行止め        自転車および歩行者専用 

 

 

 

 

  横断歩道自転車横断帯      自転車横断帯 

OSAKA                     No.436 

 
●発行 大阪サイクリング協会／大阪府河内長野市天野町1304     ●発行者 津山 晃一 

 

http://www.kcsc.or.jp/oca/ 
 



令和 3（2021）年 9月 1日（No.436） 

 2 

 第 46回 近畿サイクリングフェスティバル 

  滋賀大会（初心者・中級者向け） 10月 31日（日） 

 

 近畿 2府 4県の持ち回りで実施している大会です。今回は滋

賀県サイクリング協会が担当ですが，昨年は新型コロナウイル

ス蔓延により中止となりました。 

 かような状況ゆえ，例年通りの宿泊行事での開催はせず，日

帰り集中サイクリング形式で実施します。 

 当日，エスコートサイクリングを実施します。 

 ■近江八幡駅 → 会場 (琵琶湖コンファレンスセンター） 

   JR近江八幡駅北口 9:30分出発（参加希望者は時間厳守） 

  ＜西の湖を巡り会場までの約 15kmのコース＞ 

 

日 時    10月 31日（日） 雨天決行 

集 合 琵琶湖コンファレンスセンター 

    滋賀県彦根市新海浜 2-1-1 

日 程 受付    10:00〜 

    開閉開式  11:00〜12:00 

    食事交歓会 12:00〜14:00（アルコール類はなし） 

    自由解散  14:00〜 各自フリーラン 

参加費 ¥5,000.  

主 催 近畿ブロックサイクリング協議会 

主 管 滋賀県サイクリング協会 

申込み 10月 10日までに各府県協会まで 

問合先 滋賀県サイクリング協会 

    〒529-1851 滋賀県甲賀市信楽町長野604 

    TEL：0748-82-0120 

 

 

(公財)日本サイクリング協会主催 

全国サイクリング大会（岩手県平泉寺周辺） 

9月 11日（土）・12（日） 

 

 東北ブロックでの開催予定でしたが，新型コロナウイルス

の影響により残念ながら中止となりました。次年度開催に関

しては調整中で，連絡が入り次第アナウンスします。 

 

 

 大阪サイクリング協会 

 温泉とサイクルトレインの旅 10月 23日〜24日 

 

 昨年から企画していた行事ですが，まだ宿泊行事を催行で

きる状況ではないと判断しました。残念ですが，来年へ延期

します。ご期待を裏切らない内容にしますので，今しばらく

ご辛抱ください。 

日 時  2021年 10月 23日（土）～24日（日） 中止 

主 催  大阪サイクリング協会 

 

 

 大阪サイクリング協会  

秋のサイクリング 茨木市郡山へみかん狩りに行こう 

          （初心者・中級者向き） 11月 14日   

 

 収穫の秋です。大阪北部の方にはより近くなった茨木市でみ

かん狩りを楽しみます。初心者の方でも輪行せずにいけるコー

スです。 

  夏の猛暑や台風に耐え、たわわに実ったミカン達が多くの皆

さんを待っています。奮って参加をお待ちしております。 

 

 日  11月 14日（日）雨天中止 

    （前夜 19:00 に当日 40％以上の降水確率の場合，中止） 

集  合 菅原城北大橋下（淀川河川敷側）8:30（9時出発） 

参加費 会員￥800.  一般￥1,300. (入園料含む)   

コース 菅原城北大橋→鳥飼大橋→中央環状線→万博外周→

茨木市郡山のみかん園（途中コンビニで昼食等購

入）→大阪府中央卸売市場→寝屋川新橋→淀川河川

敷→菅原城北大橋下（解散） 

    （都合によりコース変更あり） 

持  物 ヘルメット・弁当・会員証・サイクリング必要品 

注 意 みかん園には弁当はありません。必ず持参のこと。 

主 催 大阪サイクリング協会 

    〒586-0086 河内長野市天野町1304 

申込み・問合先 11月 11日までに下記まで 

    メール：lco_otsuka@yahoo.co.jp 

           （↑エル（L）の小文字） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご注意：全ての協会行事は大阪府からの要請に準拠しており，

COVID-19の影響により行事催行の可否は流動的です。 

    必ず webでの最終確認をお願いします。 
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大阪サイクリング協会 

好きやねん自転車 in OSAKA 2021 

テーマ：おもしろい建物 

 

 大阪府下20カ所のポイントを好きな時に，好きなように巡

って楽しんでいただきます。訪問日，氏名，住所，コースや

感想などを記入の上，大阪サイクリング協会まで送付 shite 

下さい。テーマは「おもしろい建物」に決定しました。最近

は各地に変わった建物がたくさんあります。密にならない様

に楽しんではいかがでしょうか？ 

 

期 間 2021年 4月 1日 〜 2022年 2月 28日 

主 催 大阪サイクリング協会 

参加費 無料 

資 格 15歳以上で自己の責任においてサイクリングができ

る人（15歳未満の方は保護者同伴のこと） 

免 責 個人で走る事が基本のため，事故等で被害，加害と

も主催者は一切責任を負いません。保険等の対応は

各自でしていただくか，日本サイクリング協会付随

の自転車総合保険などを適用して下さい。 

注 意 各ポイントは，協会による選定で，施設の管理者へ

は了解をとっておりません。私企業などは道路など

離れた場所から眺めるなど，ご留意願います。 

表 彰 完走証：全ポイント走破者 

    認定証：10ポイント以上走破者 

    特別賞：報告内容により決定 

注 意 表彰は日本サイクリング協会の会員に限ります。 

終了大会 2022年 3月 27日 

ハガキ送付先および問合せ先 

    大阪サイクリング協会 

    〒586-0086 河内長野市天野町1304 

    メール：lco_otsuka@yahoo.co.jp 

           （↑エル（L）の小文字） 

    http://www.kcsc.or.jp/oca/ 

    （ハガキ・ポイントのダウンロード可） 

 

南海 旧浜寺公園駅舎 

 

指定ポイント（詳細は前号か web参照） 

① あくあぴあ芥川 ② いばらきスカイパレット 

③ 枚方T-SITE  ④ オーラッシュ豊中 ⑤ 咲くやこの花館 

⑥ 泉布観  ⑦ 国立国際美術館  ⑧ TKPゲートタワービル 

⑨ 大阪歴史博物館 ⑩ 難波八坂神社 獅子殿  

⑪ あべのハルカス ⑫ 築港赤レンガ倉庫  

⑬ 舞洲スラッジセンター  ⑭ 三起商行本社（ミキハウス） 

⑮ 紀陽銀行 堺支店    ⑯ 浜寺公園旧駅舎 

⑰ アイセルシュラホール  ⑱ 南海本線 蛸地蔵駅 

⑲ 熊取交流センター煉瓦館 ⑳ 水間観音駅 

 

  箕面山ヒルクライム2021 終了間近 ＆ 終了大会           

 

 皆さん，コロナによる自粛でストレスが溜まったことでしょ

う？自転車は密にならないように各自考慮して走って下さい。 

 

期  間 2021年は3月 7日 〜 11月 28日 

記帳場所 箕面公園 政の茶屋 箕面山ビジターセンター内 

時  刻 9時 00分〜17時 00分 

参 加 費 無料 

終了大会 2021年 12月 5日（日）予定 

主  催 タケザワフレンドクラブ 

      （担当：野田博樹 TEL: 06-6392-8918)  

協  賛 大阪サイクリング協会 

 

  おはようサイクリング  終了間近 ＆ 終了大会       

 

 10月末までもう少しですが充分気を付け朝の綺麗な空気を

吸って、コロナに負けない健康づくりに参加しませんか？ 

 

期  間 2021年 4月 4日 〜 10月 24日 毎日曜日 

会  場 服部緑地公園 噴水前 豊中市服部緑地１−１ 

時  刻 7時〜 雨天中止 

参 加 費 無料 

終了大会 2021年 10月 31日（日） 

主  催 サイクルショップタケザワ 

     （担当：長濱博之 TEL: 06-6392-8918) 

協  賛 大阪サイクリング協会 
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大阪サイクリング協会役員名簿 

敬称省略・50音順   

 

 

信貴山サイクルロゲイニングRALLY 2021 

11月 14日   

 

 サイクルロゲイニングRALLYとは， 地図をもとにチームご

とに訪問ルートの作戦を立てて指定チェックポイントを回る

もので，合計点の高いチームが上位となります。 

日 時 2021年 11月 14日（日） 雨天決行・荒天中止 

会 場 スタート・フィニッシュ／大阪府中部広域防災拠点 

    （八尾空港 1丁目209-7) 

部 門 一般・ファミリー4時間の部，一般 6時間の部 

エリア 信貴山周辺（ポイント約 30箇所） 

主 催 NPOスポーツサイクリング FABU Project 

参加料 大人（中学生以上）2,000円， 小学生以下1,000円 

定 員 2〜4名 100チーム 

資 格 自己責任で走行して時間内にゴールできる方。 

    走行コース・ルール・交通規則・マナーを遵守。 

    公道を走ることができる整備された自転車で参加。 

    自転車保険に加入している方。 

申込み https://www.fa-bu.com/rogu202l.html  

期 間 8月 17日～11月 7日 

問合せ info@fa-bu.com，TEL: 0745-23-8822 FABU 上嶋 

注：大阪サイクリング協会行事ではないので，直接主催者に

お問い合わせ願います。 

 情報 1  車輪（ホイール）の固定方法 

 

 輪行やパンク，メンテナンスの際に車輪の脱着を工具なし

で可能にするのが，クイックレリーズです（1970年代までに

はウィングナットと称する物もあり，覚えているかも多いか

もしれません）。 

 クイックレリーズは、現在では廉価品にも装着されるよう

になり，一般化しました。しかしまだその締め方（レバーを

自転車側に倒す）・締める力（手のひら全体を使って，手のひ

らが痛くなるほどの力で倒す）を知らない方も多いのが現状

です。車輪脱輪による大事故

の報告もあるので注意が必要

です。特に締める力につい

て，初心者の方は，信用のお

ける自転車店，あるいは協会

行事などでスタッフに聞いて

みてください。 

 （上）ウィングナット：編集者私物（メーカー不明） 

   メーカーなどご存知の方がおられましたらお教え願います。 

 

 

（左）クイックレリーズの例：シマノ  

  https://bike.shimano.com/ 

 

 

 ここからは少しベテランの方への情報です。昨今，クイッ

クレリーズ以外の以下の方法が出てきました。剛性，防犯対

策，軽量化などに点で徐々に置き換えられつつあります。 

 

■スキュワー：クイックレリーズのようなレバーの付いたも

の（レバーは倒れません）とレバーなしのヘックスレンチ

（アーレンキー）や特殊

工具で締めるタイプの物

があります。軽量化や盗

難防止用にクリックレリ

ーズをこれに交換するこ

とも可能。 

スキュワー(レバーなし)の例：TNI  https://www.trisports.jp 

 

■スルーアクスル：フレームエンドが爪（U字型）ではなく，

円です。車輪はハブではなく，太いシャフトでフレームに固

定します。固定方法はヘック

スレンチ（アーレンキー）や

レバーを回転させて、片側か

ら締めてゆきます。剛性の点

で，ディスクブレーキ対応の

自転車に多く採用されています。 

スルーアクスル（ヘックスレンチタイプ）の例：KCNC 

  https://www.kcnc.com.tw/ 

 

大阪サイクリング協会役員名簿 敬称省略・50音順 

（任期2カ年 令和3（2021）年8月1日〜令和5（2023）年7月31日） 

会 長 津山 晃一 (株)キャットアイ社長 大阪自転車健康保険組合理事長 

副 会 長 貝柄 徹 大手前大学教授 JCA評議員 (一財)自転車センター理事 

常任理事 長谷部 雅幸 (公財)シマノ・サイクル開発センター 自転車博物館事務局長 

常任理事 東 義文 LCO会長 

理 事 荒木 正喜 (一財)大阪府交通安全協会常務理事 

理 事 川原 恵一 大阪府自転車軽自動車商業協同組合専務理事 

理 事 中野 泰孝 (一財)大阪府青少年活動財団専務理事 

理 事 中村 博司 堺自転車のまちづくり・市民の会代表 

理 事 西本 泰久 京都橘大学健康科学部教授 大阪府三島救急医療センター顧問 

理 事 野間田 肇 大阪市こども青少年局企画部青少年課長 

理 事 森本 龍男 (一財)自転車センター（関西サイクルスポーツセンター）理事長 

理 事 森脇 裕 Randonneur Plus Project代表  オダックス近畿所属 

監 事 岡 正直 元理事 

監 事 葭崎 幸正 前常任理事 福祉委員 

事務局長 大塚 一義 前副会長 (一財)自転車センター評議員 

事務局次長 山田 温代 関西サイクルスポーツセンター事業部総務部課長 

顧   問 池本 元光 前事務局長 
JCA：(公財)日本サイクリング協会  LCO：大阪サイクリング協会リーダー会 
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 情報 2  ディレイラーハンガーをご存知？      

 転倒やクラッシュ時に後ろ変速機（ディレイラー）が曲が

ることがあります。クロモリなどのスチールフレームの場合

は，曲げを修正することができますが，アルミやカーボンの

場合，不可能です。そのためフレームの損傷を避けるため

に，柔らかい素材で作られたディレーラーハンガー（メーカ

ーによってはフレームハンガー）が折れることで衝撃を吸収

しています。このディレイラーハンガーがくせ者で，各メー

カー，車種，製造年によっても形状が異なります。 

 多種多様なため，販売店にはほぼ置いておらず，損傷して

から販売店を通じて，輸入元や卸店への発注となります。在

庫があれば，すぐに入手可能ですが，製造年や輸入の状況に

より入手するまで自転車に

乗ることができません。 

 2000円〜5000円程度の

部品ゆえ，市販車購入の

際，購入店で予備に発注さ

れることをお薦めします。 

ディレイラーハンガーの例 https://www.vartools.com/ 

 

 古い自転車などでお困りの方は，汎用品もあります。メー

カー，車種，留め具（ファスナー）の数，フレームへの付け

側などで検索可能。 

・ディレイラーハンガー コム 

   https://derailleurhanger.com/ 

・ホイール マニファクチャーリング 

   https://wheelsmfg.com/ 

 

 情報 3 メンテナンス兼用サイクルスタンド     

 大切な愛車の保管に頭を

悩ます方も多いのではない

でしょうか？ 編集者も利

用している縦型保管は，な

かなかのアイデアでした

が，メンテナンススタンド

も兼用でき，キャスター付

きで移動も簡単な商品が在

阪企業のごっつ（株）から発売されました(22〜29インチ対

応）。クランクが回せるのでチェーン注油や変速機調整には便

利です。  https://www.gottsuprice.jp/ 

ゴリックス サイクルスタンド GX-013D Moving Walk 

¥3,999.（税込み） 

 情報 4    自転車道の情報         

■2016年から整備していた京都，奈良，和歌山を結ぶ「京奈

和自転車道」が本年4月に全線で供用開始となりました。京

都の嵐山，桂川，木津川を通り，奈良市の佐保川，葛城川，

吉野川，紀ノ川から和歌山港までの総延長180kmです。 

■大阪市が2025年の関西万博に向けて，大阪市内（中之島）

と万博会場の夢洲をつなぐ自転車道（全長13km）を計画中

（詳細ルートは検討中）。その他，夢洲と舞洲との自転車道の

整備し，現在の北大阪サイクルライン（吹田市の万博記念公

園から中之島まで）と接続すれば 30kmのコースとなります。 

 既存の道路上に「青い矢羽根マーク」で指定しただけの

「車道混合もあるため注意も必要です。 

（２点とも日本経済新聞 2021年 5月 12日，6月9日より） 

 

 近畿ブロックサイクリング連絡協議会ニュース  

 

近畿 2府 4県サイクリング協会共同 

まわろうよ!! KINKI 2020 

テーマ：体育・競技施設 

 

 近畿 2府 4県のサイクリング協会が設定したポイントを各

人でまわっていただく企画です。新型コロナウイルス感染拡

大により期間を延長しておりましたが，サイクリングフェス

ティバルの開催（滋賀県彦根市）が 2021年 10月 31日と決ま

りました。そのため期間終了間近です。 

 

期 間 2019年 12月 1日 ～ 2021年 9月 30日 

内 容 主催の用意した 20の指定ポイント付近または帰宅

後，指定ハガキに記入の上，投函して下さい。 

参加費 無料 

方 法 ダウンロード先  http://www.kcsc.or.jp/oca 

免 責 個人で走る事を基本とした行事企画ですので，事故

等の被害，加害とも主催者は一切責任を負いませ

ん。事前に各自で傷害保険に加入するなど自己責任

で対処して下さい。日本サイクリング協会に賛助会

員登録をしていただくと付随の保険があります。 

主 催 近畿ブロックサイクリング連絡協議会 

 

指定ポイント（詳細は前号か web参照） 

① 野洲川歴史公園サッカー場(ビッグレイク)  

② 草津グリーンスタジアム  ③ 琵琶湖漕艇場 

④ 白峯神宮 ⑤ 京都踏水会 ⑥ 京都市武道センター 

⑦ 神足神社 ⑧ 大阪府立門真スポーツセンター 

⑨ 京セラドーム大阪     ⑩ 長居陸上競技場 

⑪ 大阪府立体育館      ⑫ 和歌山セーリングセンター 

⑬ 和歌山市民スポーツ広場   ⑭ 河西緩衝緑地公園 

⑮ 神戸市御崎公園球技場   ⑯ 神戸総合運動公園 

⑰ 姫路市立陸上競技場    ⑱ 春日野園地・浮雲園地 

⑲ まほろば健康パーク       ⑳ 橿原公苑 

 

本行事の事務局 

京都サイクリング協会  TEL: 075-314-1671  

     〒615-0066 京都市右京区西院四条畑町６ 

      四条マンション32号 井原秀隆方 
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■京都サイクリング協会 

第139回市民サイクリング   洛陽天満宮順拝 

 

 京都に所在する天満宮の中から，特に菅原道真にゆかりの深

い25社を順に巡り，参拝する「洛陽二十五天神順拝」という風

習があります。25社の選定には諸説あり，また時代によって異

なるようですが，今回はその中の一部を巡ってみます。 

 日  2021年 11月 21日（日） 雨天中止 

集 合 東本願寺噴水前 9:30（時間厳守） 

コース 東本願寺→文子天満宮→筑紫天満宮→菅大臣神社→ 

    菅原院→天満宮神社→水火天満宮→安楽寺天満宮→ 

    北野天満宮（約 15km） 

参加費 JCA会員 無料 一般￥300.（当日集めます） 

    見学先の拝観料・入場料は参加者各自ご負担ください。 

持ち物 雨具・工具・水筒・弁当・保険証・その他 

    ※安全のためヘルメット，グローブを着用しましょう。 

免 責 大会中の事故等については，応急処置はしますが，そ

の後の治療は各自の責任とし，傷害保険額以上の補償

には応じられません。 

    また，参加者の加害事故についても各自の責任とし，

主催者は関知しません。 

申込み・問合先 京都サイクリング協会事務局 

    TEL: 075-314-1671  

    〒615-0066 京都市右京区西院四条畑町６ 

     四条マンション32号  井原秀隆 方 

                                                           

※コロナ感染予防対策のため，休憩時，見学時はマスク着用。

また走行時，見学時には適切な距離を保つようお願いします。

手洗い，消毒等も各自で留意してお願いいたします。 

 

■滋賀県サイクリング協会 

走ろ ! 自転車 inびわ湖 2021 

｢近江の酒蔵 12選｣ 

 

内 容 主催者の用意した 12の指定ポイント付近または帰宅

後に指定はがきにお書きになり投函して下さい。 

期 間 2021年 4月 1日 〜 2022年 2月 28日 

参加費 1000円（完走証、記念品などを用意） 

免 責 個人で走る事を基本とした行事企画ですので，事故

等の被害，加害共主催者は一切責任を負いません。 

    事前に各自で障害保険に入る等事故責任で対処して

下さい（日本サイクリング協会に会員登録をしてい

ただくと付随の保険があります）。会員登録は当協会

で受付いたしますので連絡下さい。 

申込み 住所，氏名，年齢，電話番号を記入の上，参加費

（現金、小為替、郵便振替）を添えて下記まで。 

 

テーマ：近江の酒蔵 12選 

① 竹生島 ② 不老泉 ③ 波の音 ④ 浅芽生 ⑤ 道灌 

⑥ 御代栄  ⑦ 新開  ⑧ 寿々兜 ⑨ 鈴政宗 ⑩ 志賀桜 

⑪ 金亀  ⑫ 北国街道 

主催および申込先 滋賀県サイクリング協会 

    〒529-1851 滋賀県甲賀市信楽町長野604 

    TEL：0748-82-0120 

    郵便振替 口座番号 01040-040-3-24785 

    加入者名 滋賀県サイクリング協会 

 

      クラブ便り         

NTGサイクリングクラブ 

http://www.yo.rim.or.jp/~shechan/ntg.html 

 9月 20日 秋の泉州方面 

 10月 17日 好きやねん自転車in OSAKA 市内編合流 

 11月 14日 OCAみかん狩りサイクリング合流 

 連絡先 TEL 06-6953-6644 岡 正直 方 

MTBグリーンフィールズ大阪 http://gfo1996.blog.fc2.com/ 

 COVID-19により11月末まで活動休止 

 プライベート活動等は以下のブログを参照 

 http://gfo1996.blog.fc2.com/ 

 連絡先 TEL 075-962-1812 早司 和男 方 

北大阪サイクリングクラブ https://kita-osaka-cc.skr.jp/ 

 9月 12日  播磨灘シーサイドを走る 

 10月 17日 穗谷で枝豆収穫 

 11月 16日 総会 

 11月 21日 河南町の弘川寺で紅葉狩り 

 連絡先 kita_osaka_cc@yahoo.co.jp（事務局） 

サイクリングクラブ・ウィンディ 

http://windykyoto.sports.coocan.jp/ 

 9月 26日  北山へ 

 10月 2〜3日 第 51回全国ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾗﾘｰ in諏訪湖 

 11月 7日 伊賀路へ 

 連絡先 TEL 090-9615-6429 河合 良信 方 

三洋サイクリングクラブ 

 9月〜11月の行事は未定 

 ※毎月最終週の土曜日17時から京橋コムズガーデンにてミ

ーティングを開催。 

 連絡先 TEL 06-6996-0398 磯垣 篤 方 

シルベストサイクリングクラブ 

 毎土曜，日曜日箕面方面へ練習会を開催 

 箕面郵便局前8時 00分集合 

 連絡先 TEL 072-723-6123 シルベストサイクルみのお 

タケザワフレンズクラブ 

 9月 19日 三田方面（椎茸ランド） 

 10月 17日 琵琶湖 3／4周 

 11月 21日 光明寺・善峰寺 

 連絡先 TEL 06-6392-8918サイクルショップ タケザワ内 

中高年サイクリングクラブ 

 https://www.facebook.com／hp.chukonen 

 9月 5日 朝光寺（加東市））（行事一部省略） 
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 9月 19日 法輪寺（亀岡市） 

 10月 3日 輪行 篠山・青垣・福知山 

 10月 17日 七谷林道（園部市） 

 10月 31日 篠山城址 

 11月 14日 山城総合運動公園 

 11月 28日 五月山（能勢町） 

 連絡先 TEL 0798-65-4350 園田 晃一 方 

ツーリングクラブ轍（わだち） 

 COVID-19により12月末まで活動休止 

 連絡先 wadachipota@gmail.com 松本 由久 方 

彦根サイクリングクラブ 

 9月 11～12日  福井武生一泊ツアー 

 10月 10日 北摂の里山巡り 

 10月 31日 近畿サイクリングフェスティバル 滋賀大会 

 11月 14日 甲賀土山 

 連絡先 TEL 0749-48-1730 小林 茂治 方 

ふくいサイクリングクラブ 

 9月 12日 加東市 念佛宗 総本山へ 

 10月 31日 近畿フェスティバル 滋賀県大会 

 11月 14日 秋の大原へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 連絡先 TEL 075-841-5462 福井 和久 方 

ペンギンサイクリングクラブ 

https://penguincyclingclub.fc2.net/ 

 9月 12日 坂本界隈散策 

 9月 26日 日吉ダム 

 10月 17日 田原本周辺散策 

 10月 31日 近畿 CF & jointサイクリングrtⅡ 

 11月 6〜7日 浜名湖ツーリング（変更あり） 

 11月 2日 KCA市民サイクリング合流 

 連絡先 TEL 0774-23-9149 吉岡 久登 方 

愉快なチャリ仲間達＆KCCサイクリングクラブ 

 9月 5日 生駒山系周回 

 9月 18〜20日 別府弾丸ツアー 

 10月 10日 南港野鳥園 

 11月 14日 みかん狩り 

 12月 5日 嵐山 

 連絡先 TEL 06-6996-4649 葭崎幸正 方  

輪行クラブ大阪 

 COVID-19により12月末まで活動休止 

 連絡先 TEL 06-6475-7051 和田 純治 方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

大阪サイクリング協会 協力店 

 協力店とは，協会ニュースを置いてもらっているお店です。かような時期だからこそ，自転車の点検，

整備，グレードアップ等はいかがですか？ 協会ニュースを見たと言って相談にのってもらってくださ

い。協力店への掲載をご希望のお店の方は，協会までメール，fax にてご連絡下さい（当方のミス等によ

り未掲載のお店の方もご連絡下さい）。（50音順） 

 

・アップスポーツバイク 【HP】 

 〒567-0831 茨木市鮎川1-7-32 

 TEL: 072-634-6037 

・イトーサイクル 【HP】 

 〒533-0013 大阪市東淀川区豊里5-25-24 

 TEL: 06-6329-2395 

・インフィニータｼｮｯﾌﾟ・やぎサイクル【HP】 

 〒569-1137 高槻市岡本町52-37 

 TEL: 072-695-3800 

・上田自転車店 

 〒595-0813 泉北郡忠岡町忠岡南1-13-9 

 TEL: 0725-33-7172 

・オートプラザ二シミネ 

 〒581-0883 八尾市恩智中吋3丁目153 

 TEL: 0729-43-7152 

・カタヤマサイクル  【HP】 

 〒542-0067 大阪市中央区松屋町1-1 

 TEL: 06-6768-9562 

・京橋サイクルショップ 【HP】 

 〒534-0024 大阪市都島区東野田町3-1-9 

 TEL: 06-6353-0777 

・くわはら自転車 【HP】 

 〒565-0853 吹田市春日 4-20-2 

 TEL: 06-6384-3633 

・サイクルショップ・イワヰ 【HP】 

 〒563-0055 池田市菅原町2-5 

 TEL: 072-751-3309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サイクルショップ・タケザワ 【HP】 

 〒532-0002 大阪市淀川区東三国4-24-9 

 TEL: 06-6392-8918 

・サイクルショップ・輪娯ロード 【HP】 

 〒560-0054 豊中市桜の町6-8-23  

       ランドマーク豊中2F 

 TEL: 06-6849-4013 

・サイクルベースあさひ千里中央店 【HP】 

 〒560-0085 豊中市上新田1-85-3 

 TEL: 06-6834-9016 

・サニーサイド松谷サイクル 【HP】 

 〒595-0011 泉大津市曽根町1-10-13 

 TEL: 0725-32-4709 

・自転車博物館サイクルセンター 【HP】 

 〒590-0801 堺市堺区大仙中町18-2 

 TEL: 072-243-3196 

・自転車５（ファイブ） 【HP】 

 〒535-0002 大阪市旭区大宮2-27-21 

 TEL: 06-6953-1303 

・シルベストサイクル梅田店 【HP】 

 〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25 

        （ハービスPLAZA） 

 TEL: 06-6344-3808 

・シルベストサイクル 

  みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ店 【HP】  

 〒562-0013 箕面市坊島4-5-2 

 TEL: 072-723-6123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・トモダサイクル 【HP】 

 〒543-0043 大阪市天王寺区勝山3-12- 1 

 TEL: 06-6771-6153 

・ナニワ銀輪堂 【HP】 

 〒551-0001 大阪市大正区三軒家西2-1-13 

 TEL: 080-3316-9216 

・BikeWorks回転木馬 【HP】 

 〒535-0013 大阪市旭区森小路2-11-9 

 TEL: 06-4254-7828 

・PROGRESS（プログレス） 【HP】 

 〒666-0251 兵庫県川辺郡猪名川町若葉 

         2-10-4  

 TEL: 072-768-9981 

・ボン ボヤージュ バイクス 【HP】 

 〒573-1105 枚方市楠葉1-13-3 

 TEL: 072-856-2506 

・三浦輪業 【HP】 

 〒571-0079 門真市野里町9-25  

       グランドハイツカワモト101 

 TEL: 072-881-6146 

・ミヤザキ サイクル 【HP】 

 〒572-0022 寝屋川市緑町9-22 

 TEL: 072-800-6411 

・遊々バイシクル タカシマ 

 〒578-0973 東大阪市東鴻池町 3-5-28 

 TEL: 072-960-0041 
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口ーマンサイクリストツーリングクラブ 

 9月  守山〜大津 

 10月 飛鳥・石造仏 

 11月〜12月 京街道 宇治〜高麗橋 

 連絡先 TEL 090-3613-0086 木村 峰晴 方 

和歌山サイクリング同好会 

 COVID-19により12月末まで活動休止 

 連絡先 TEL 073-423-3535 岡本 弘 方 

各クラブの予定は2021年 8月 11日現在 

 予定を組んでいるクラブでも状況により変化します。必ず

ご確認下さい。 

 

 財団法人日本サイクリング協会(JCA） 

（大阪サイクリング協会） 

2021 年度 新規および更新をお忘れなく！ 

 ニュース送付と賠償補償 2億円の手厚い保険で安全なサイ

クリングを！（詳細は前号か Web参照） 

★申込み・問合先 

 大阪サイクリング協会 

 〒586-0086河内長野市天野町1304 

 http://www.kcsc.or.jp/oca/（書類のダウンロード可） 

 メール：lco_otsuka@yahoo.co.jp 

        （↑エル（L）の小文字） 

 

行事報告 

 

・市内めぐり「天王寺七坂」 

 7月11日 中止（COVID-19感染拡大のため） 

・OCA講演会「交通安全について」 

 7月14日  中止（COVID-19感染拡大のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   大阪サイクリング協会の今後の予定        
2021年 

 9月  11日〜12日 全国サイクリング大会（岩手県） 

10月 3日 好きやねん自転車in OSAKA 2021 市内編 

 13日 OCA講演会「交通安全について」 

    23日～24日 温泉とサイクルトレインの旅 

  31日 近畿サイクリングフェスティバルin 滋賀 

 11月 14日 みかん狩り 

2022年 

  1月 9日 初詣サイクリング （成田山不動尊） 

 12日 OCA懇談会 

  2月 13日  市内めぐり 

  3月 6日  春のサイクリング 

 27日 好きやねん自転車in OSAKA 2021終了大会 

■まわろうよ!! KINKI 2020 

  2019年 12月 1日 ～ 2021年 9月 30日（期日決定） 

  COVID-19により延長していました 

■好きやねん自転車 in OSAKA 2021  

   2021年 4月 1日〜2022年 2月 28日 

■次回ニュース発行予定日 

   2021年 12月 1日 
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事務局 〒586-0086 

        大阪府河内長野市天野町1304 

    関西サイクルスポーツセンター内 

    大阪サイクリング協会 

    FAX：0721-54-1717 
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