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 大阪サイクリング協会 

初詣サイクリング 

（初心者・中級者向き） 1月 9日 

 

 2020年の初詣サイクリングは雨天で

中止，2021年はCOVID-19の影響で中止

でした。まだまだ予断は許しません

が，感謝の念を伝え，交通安全その他

のご祈祷をしてもらいましょう。 

 2022年は良い年になりますように！ 

 

  日    2022年 1月 9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  豊里大橋下（淀川左岸河川敷） 9:30  (10:00出発) 

参加費  JCA会員¥1,000.  一般¥2,000. 

コース 豊里大橋下→淀川新橋→大間町→香里園→成田山不

動尊（お祓い予定） 解散 (状況でコース変更あり) 

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 1月 7日までに下記まで 

    メール：lco_otsuka@yahoo.co.jp 

         （↑エル（L）の小文字） 

 

 

 

 

 大阪サイクリング協会 

      懇 談 会      1月 12日（水） 

 

 年が明け，まだ正月気分が抜けていませんが，OCA の年間行

事や「好きやねん自転車in OSAKA 2022」のポイントなどを決

めたいと思います。 

 2022年度のテーマは「神社」に決定しました。大きく立派で

有名な神社だけでなく少し変わった神社，いわれのある神社，

変わった狛犬などがあるような素敵な神社を知っている等お

教え下さい。 

 また，協会行事運営について，皆様からのご意見も頂戴しま

す。行きたいところや企画など是非，持ち込んで下さい。 

 夜半のひとときサイクリストの仲間と語り合いませんか！ 

 

 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。 

 

日 時    2022年 1月 12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  OCA年間行事・好きやねん2022のポイント決定 

会  費  無料 

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） 

 

 

 

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します。 

    必ずwebでの最終確認をお願いします。 

OSAKA                     No.437 

 
●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 
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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」 市内編 

           （初心者・中級者向き） 2月 13日   

 

 今回のテーマは「面白い建物」です。大阪サイクリング協

会が提示した20箇所のポイントの内，大阪市内の6箇所を効

率的にまわります。寒い時期ですが，気楽かつ短いコースゆ

え，ご友人などを誘ってお越し下さい。 

 

 日  2022年 2月 13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  10:00（10:30出発） 

参加費 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） （都合によりコース変更あり） 

持  物 ヘルメット・会員証・サイクリング必要品 

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 2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） 

 

 

 

（上：あべのハルカス，下：泉布館（大阪最古の洋風建築） 

新旧の建物をめぐってみましょう。 

 大阪サイクリング協会  

春のサイクリング   観梅サイクリング 

          （初心者・中級者向き） 3月 6日   

 

 ３月行事は梅の香り漂う「近つ飛鳥風土記の丘」へ走ります。

一須賀古墳群の保存と貴重な文化財に触れて親しむ場として，

大阪府が設置した史跡公園です。周辺に点在する５つの陵墓が

「梅鉢御陵」と呼ばれていることにちなんで約 300本の梅が植

えられています。 

 現地解散後，安藤

忠雄氏設計の府立

「近つ飛鳥博物」に

て古墳のジオラマ

や石室の実物大模

型を見学するのも

よし，風土記の丘を

散策するのもよし

です。 

 

 日  2022年 3月 6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 地下鉄八尾南駅南側 9：00（9：30出発） 

参加費 会員￥200. 一般￥500. (博物館入館料￥300.別途） 

コース 八尾南→大正橋→大和川自転車道→新大和橋→ 

    石川自転車道→臥龍橋～上宮学園前（昼食調達）→

近つ飛鳥風土記の丘（昼食後解散） 

       （希望者には河南橋→石川自転車道→柏原南口まで引

率します） （都合によりコース変更あり） 

持  物 ヘルメット・会員証・サイクリング必要品 

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 3月 4日までに下記まで 

    メール：lco_otsuka@yahoo.co.jp 

           （↑エル（L）の小文字） 

 

 

感 謝 

 関西サイクルスポーツセンターの森本龍男理事長（本会理

事）より月額 35,000円（年額 42万円）の財政支援（令和2

年度分）をいただきました。謹んで御礼申し上げます。 

 

 

行事の雨天中止について 

 従来，「朝 6時に40％の降水確率の場合，中止」でしたが，

すでに家を出発しているとの声を受けて，「前夜 19:00に当日

40％以上の降水確率の場合，中止」に変更しております。 

 なお警報発令時も中止です。ご理解下さい。 
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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して下

さい。今年度のテーマは「おもしろい建物」です。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） 

 

指定ポイント 

① あくあぴあ芥川（高槻市立自然博物館）  

 高槻市南平台 5-59-1 

② いばらきスカイパレット 茨木市駅前 1-2 

③ 枚方 T-SIT 枚方市岡東町12-2 

④ オーラッシュ豊中  豊中市少路 2-10-8 

⑤ 咲くやこの花館 大阪市鶴見区緑地公園2-163 

⑥ 泉布観 大阪市北区天満橋1-1-1 

⑦ 国立国際美術館 大阪市北区中之島 4丁目 2-55 

⑧ TKPゲートタワービル    大阪市福島区福島 5-4-21 

⑨ 大阪歴史博物館     大阪市中央区大手前 4-1-32 

⑩ 難波八坂神社 獅子殿    大阪市浪速区元町2-9-19 

⑪ あべのハルカス      大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43 

⑫ 築港赤レンガ倉庫    大阪市港区海岸通2-6-39 

⑬ 舞洲スラッジセンター   大阪市此花区北港白津 2-2-7  

⑭ 三起商行本社（ミキハウス）八尾市若林町1-76-2 

⑮ 紀陽銀行 堺支店     堺市堺区市之町東 1-1-10 

⑯ 浜寺公園旧駅舎     堺市西区浜寺公園町2-232 

⑰ アイセルシュラホール   藤井寺市藤井寺 3-1-20 

⑱ 南海本線 蛸地蔵駅    岸和田市岸城町16-1 

⑲ 熊取交流センター煉瓦館 泉南郡熊取町五門西 1-10-1 

⑳ 水間観音駅    貝塚市水間260 

 

 

 
 

 

ユニバーサルスタジオと間違う方もいるとか？ 

 （上・下とも）舞洲スラッジセンター（オーストリアの芸術家フン

デルトヴァッサーのデザインによる下水汚泥処理場）ですよ！ 
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 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 2022  テーマ：神社 

 

 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

大により今回のみ期間が少し変更になります。 

 現在，テーマに合った「神社」ポイントを選定中です。 

 次回サイクリングフェスティバルの開催（主管：京都サイ

クリング協会）は2022年秋の予定です。 

 ポイントに関しては，次号ニュース（3月1日発行）および

webをお待ちください。 

 

期 間 2022年 3月 1日（予定） ～ 2022年秋 

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 

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 

 

指定ポイントの詳細は次号および web参照 

 

■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 

 

■京都サイクリング協会 

第140回市民サイクリング  初詣ラン 

 

 2022年の初走りは伏見桃山の乃木神社です。今年はコロナ禍

のため中止となりましたが，今回は新たな試みとして全員での

ご祈祷は行わず，自由参拝後にお守りを授与したいと思います。

新たな１年のスタートとして，ぜひご参加ください。 

 

 日  2022年 1月 9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→東九条→勧進橋→近鉄竹田駅→舞台町→ 

    伏見区役所→JR桃山駅→乃木神社（約 10km） 

参加費 JCA会員 800円  一般1200円（当日集めます） 

    乃木神社で自由参拝の後，お守りの授与をいたします。

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 

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 
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■京都サイクリング協会 

第141回市民サイクリング   市内の保存樹巡り 

 

 京都市では「緑化の推進及び緑の保全に関する条例」に基づ

き，市街地内の樹木又は樹木の集団を保存樹として指定する制

度があります。今回はその中の一部を巡ってみたいと思います。 

 

 日  2022年 3月 27日（日） 雨天中止 

集 合 北野天満宮一の鳥居前（今出川通）9：30（厳守） 

コース 北野天満宮→本隆寺→白峯神社→今宮神社→ 

    賀茂別雷神社 末社藤木社→西本願寺（約 20km） 

参加費 JCA会員300円  一般 600円（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 

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 

 

      クラブ便り         

NTGサイクリングクラブ 

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

 12月 5日 サヨナララン 

 1月 9日 OCA初詣サイクリング合流 

 2月 13日 OCA市内めぐり合流 

 3月 6日 OCA春のサイクリング合流 

 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/ 

 12月 19日 北摂方面 

 1月 16日 創設 25周年行事計画中 

 2月 計画中 

 3月 計画中 

 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/ 

 12月 5日 サヨナララン 

  1月 9日 OCA初詣サイクリング 

  2月 27日 市内めぐり 

  3月 13日 街道を行く 

 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/ 

 12月 5日 サヨナララン 

 12月 12日 総会＆忘年会 

  1月 9日 KCA初詣サイクリング 

  1月 16日 都七福神巡り 

  2月 13日 雪を求めて雪遊び 

  3月 わくわく亀岡 アウトドアスポーツフェスター 

 3月 27日 KCA市民サイクリング 

 連絡先 TEL 090-9615-6429 河合 良信 方 

三洋サイクリングクラブ 

 12月〜3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 

 12月 19日 クラブ忘年会 

 1月 2日 初詣ラン（多田神社） 

 1月 16日 大阪七福神巡り 

  2月 20日 嵐山（湯豆腐） 

  3月 20日 観梅（寿長生の里） 

 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 

 12月 5日 石峯寺・淡河（行事一部省略） 

 12月 26日  猪名川周辺 

 1月 9日 石清水八幡宮・流れ橋 

 1月 23日 狭山池博物館・寺内町 

  2月 6日 大川瀬ダム・大滝 

  2月 20日 道の駅千早赤坂 

  3月 6日 達磨寺・明神山展望台 

 連絡先 TEL 0798-65-4350 園田 晃一 方 

ツーリングクラブ轍（わだち） 

 12月 12日 納会その後忘年会予定 

 1月 9日 新春ラン・奈良方面 

 2月 13日 淀川CRから長岡京と激辛巡り 

 3月 13日 宇治方面お茶飲み比べラン 

 連絡先 wadachipota@gmail.com 松本 由久 方 

彦根サイクリングクラブ 

 12月 12日 瓶手毬 & 金剛園 近江鉄道ミュージアム 

 1月 16日 守山なぎさ公園の菜の花 

  1月 23日 新年総会  

 2月 13日 京都，伏見酒蔵見学 

 3月 13日 早春の賤ケ岳・余呉湖 

連絡先 TEL 0749-48-1730 小林茂治 方 
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ふくいサイクリングクラブ 

 12月 5日 京都十二薬師巡り＆忘年会 

 1月 16日 走り始め 新年会 

 2月 13日 寒中見舞いラン 

 3月 13日 春を求めて 

 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/ 

 12月 5日 総会 

 1月 1日 御室成就山で初日の出 

 1月 9日 KCA市民サイクリング 

 1月 23日 市内の銅像巡り 

 2月 6日 愛宕耐寒登山 

 2月 16日 KCA研修会 

 2月 27日 京都遺産巡り 

 3月 13日 京街道（八幡～枚方） 

 3月 27日 KCA市民サイクリング 

 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 

 12月 5日  嵐山 

  1月 9日 OCA初詣サイクリング 

  2月 13日 大阪市内めぐり 

  3月 6日 堺 南区エリアめぐり 

 連絡先 TEL 06-6996-4649 葭崎幸正 方  

輪行クラブ大阪 

 12月 5日 キャンピィ大東  キノコ鍋ラン 

 1月 16日 初詣ラン  三田 

 2月 20日 深北緑地  新年会 

 連絡先 TEL 06-6475-7051 和田 純治 方 

口ーマンサイクリストツーリングクラブ 

 12月 京街道 宇治〜高麗橋 

 1月 9日 OCA初詣サイクリング 

 2月〜3月 検討中 

 連絡先 TEL 090-3613-0086 木村 峰晴 方 

各クラブの予定は2021年 11月 15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。 

 

 

 

 

 第 46回 近畿サイクリングフェスティバル（滋賀大会） 

参 加 記 

日時： 10月 31日（日） 

場所：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 

 

 昨年，開催予定でしたが新型コロナウイルス感染で自粛規制

が発令された為，一年延期して開催されました。 

 滋賀県協会の案内で，走行組は近江八幡駅より安土街中を走

り，西の湖，水車資料館をまわって，会場の琵琶湖コンファレ

ンスセンターに到着。 

 食事前に開閉会式を行い，功労者表彰 5 名，「まわろうよ!! 

KINKI 2019」完走者表彰 15 名などを行い，次年度開催の京都

に大会旗引き継ぎ式で閉会と成りました。 

 コロナ渦厳しい中，開催されましたが，来年度はマスク食事

ではないようにと再開を期し，解散と成りました。 

 次年度の「まわろうよ!! KINKI 2022」のテーマは「神社」に

決定いたしました。各府県の変わった神社をめぐりましょう。 

（村上峰男 記） 

◆「まわろうよ!! KINKI 2019」20ポイントの完走者◆ 

第 46回近畿フェスティバルにて表彰されました。 

 大阪：安達 伸光 木村 陽一 末廣 和雄 平田 時子  

    牧 洋一  柚木 広行  

 京都：氏本 博次 小倉 勉  西田 博信 吉岡 久登 

 兵庫：河合 良信 中橋 順治  

 奈良：大津 規美雄 

 滋賀：中村 繁  北島 稔 

 

 令和 3年度 サイクリング功労者 

東 義文氏 

 2021年 10月 31日の第 46回近畿サイクリングフェスティバ

ル滋賀大会（琵琶湖コンファレンスセンター）において，サ

イクリング活動による大阪府の功労者として表彰されまし

た。おめでとうございます。大阪サイクリング協会リーダー

会の会長として益々のご活躍を祈念します。 
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 情報 1   サイクリング・ヤマト便の廃止 

 JCA 会員が購入できるタグ（有料）を付けることで，安価に

輪行袋を送れたサイクリングヤマト便（ヤマト運輸株式会社）

が，2021年 10月 3日で終了しました。 

 2022年 3月末日までの暫定の扱いが以下のとおりとなりま

した。 

１ 発送は、宅急便直営店の窓口に持込のみ（ドライバーの

受け取りはなし）。 

２ 発送用の伝票は「らくらく家財宅急便」(オレンジ色基

調)を使用。 

  注意：事前に宅急便直営店に必ず連絡すること。 

３ サイクリングヤマト便と同一(縦横幅合計 203cm以内、

30kg以内、サイクリングタッグを取り付けること）。 

４ 自転車の価格が50万円(減価償却額)まで（「らくらく家

財宅急便」扱い）。運送保険の付加可能（加入を強く推

奨）。 

５ 上記の暫定扱いは2022年 3月 31日までで以降は継続し

ない。 

 最も安価に利用できたヤマト便の終了は残念ですが，検索

するだけで専用箱などを利用したものを含めて数社ありま

す。JCAからもスポーツバイクの運送について商品開発を要望

しています。 

 

 情報 2      書籍の紹介 

湊ナオ『イノセント・ツーリング』

（2021年）日本経済新聞出版 ¥1,600. 

 「ランドナーという自転車は，そこに

有るだけで勝手に語ってしまうのだ。私

の持ち主は旅というものを愛する人種で

すと。」 

 日経小説大賞受賞作品というより，も

うこの一文だけで，学生時代にサイクリ

ング部に所属していた作者ゆえの描写と

わかるはずです。 

 学生時代に走っていた主人公が数十年後，2020年に親友の夫，

その息子と一緒に紀伊半島のツーリングに出かける旅の物語。

無垢で無邪気な（イノセント）学生時代にツーリング車で長期

あるいはグループ，クラブなどでツーリングに行った者ならば

わかる世界かも。作者とは年齢ギャップ，性差はありますが，

学生時代に走っておいて良かったと実感する作品でした。 

 

 情報 3    ドキュメンタリー映画の紹介 

「ロンドン・エディンバラ・ロンドン」2020年 54分 

 制限時間内に長距離の完走し，それを認定ブルベ（イギリ

スでのオダックス）に「ロンドン・エディンバラ・ロンドン

（略称：LEL）」があります。イギリスのロンドン（イングラ

ンド）からエディンバラ（スコットランド）の往復 1400kmを

5日間以内で往復するもの。 

 2016年のイギリス製作ですが，2021年 amazonプライム他

で見ることができるようになりました。参加者は初心者から

上級者まで，どちらかというと中高年が多く，ドキュメンタ

リーゆえ，それぞれの人間模様が描けています。グランツー

ル（イタリア，フランス，スペイン）のプロロードレースの

映像のようにアルプスやピレネーのような山岳コースはない

ものの，英国特有の植生と丘陵地形，そして気候を実感でき

るなかなか面白い作品です。 

 ベテランサイクリストにはフランク・パターソン（1871〜

1952年）のペン画の世界といえばおわかりになるはずです。

それにしてもシングルスピードで完走する人には驚きです。 

 

 情報 4    自転車整備時の油汚れ落とし 

 TIPTOP（チップトップ）クリーンナップ 

 ドイツの自動車用品メーカ

ーが作る手に付いた油汚れ落

としです。25mlのポーチに入

るハンドクリームサイズは，

カバンに入れておくと便利で

す。チェーンの脱落などで，汚れた手にこれを少量取り，こ

すると消しゴムのかすのように固まり，水洗い不要です（627

円）。 

 自宅での整備時にはハンドクリーナースーパー（4リットル

容器）（約 3200円）も。保湿性分ラノリン配合で，手荒れし

にくいです。 

 この他，スクラブ配合で強力な旭化成「ラッキーボーイ NEW

エコサーフ II」1.2kg（約 1800円）や parmatex「ファース

ト・オレンジ」3.8リットル（約 4000円）もお薦めです。 

 

 情報 5    その自転車安全なの？ 

 朝日新聞（2021年 10月 25日）が au損害保険の乗車前点検

についてのアンケート結果を示しています。「ほとんどしな

い」「全くしない」が86.9％で，故障や不具合が原因で事故に

逢ったり，逢いそうになったりした人が19.5％。また近年 1

億円を超える高額賠償事故も増えており，それに対応すべ

く，近畿（大阪，京都，兵庫，奈良，滋賀）は自転車保険加

入が条例で義務付けされています。 

 自分のスポーツ車はきれいに掃除してもお買い物自転車は

そのまま，という方，また未だ無保険で自転車を運転されて

いる方，是非，大阪サイクリング協会協力店で整備ならびに

保険加入を試みて下さい。 

 協会の自転車保険の賠償額は2〜3億円と安心です。 
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 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） 

2022 年度 新規および更新は年明け開始予定！ 

 更新手続きはメール（メールアドレス登録のない方は郵

便）で公益財団法人日本サイクリング協会（JCA）から年明け

に連絡が来ます。 

★会員の特典例★ 

１ 大阪の協会から年４回ニュースがお手元に届きます。 

２ 会員価格での行事参加が可能（仲間が増えます）。 

３ 会費は寄付金控除の対象。確定申告をすることで所得控

除になります。 

４ 手厚くて安価な自転車保険への加入可（年齢制限なし）。 

  ・賠償補償は2〜3億円（近年の高額請求に対応）。 

５ 関西サイクルスポーツセンターの入場特典。 

６ 職場のサークルなど10名以上の加入で，ニュースを1カ

所への一括送付の場合は，クラブ助成金。 

★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 

・好きやねん自転車in OSAKA 2021 市内編 

 10月 3日 中止（COVID-19感染予防のため） 

・OCA講演会「交通安全について」 

 10月 13日 中止（COVID-19感染予防のため） 

・温泉とサイクルトレインの旅 

 10月 23〜24日 中止（COVID-19感染予防のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第46回近畿サイクリングフェスティバルin 滋賀 

 10月 31日 参加者 45名（大阪 5名，京都 19名， 

 奈良5名，和歌山2名，滋賀 14名） 

 1年延期しての開催でした。次回は京都です。 

・みかん狩りサイクリング（茨木市郡山） 

 11月 14日 参加者 31名 

 巣ごもりから解放され，土産付きのみかん狩りでした。 

 

   大阪サイクリング協会の今後の予定        
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 

宿泊行事はいつも検討中です。乞うご期待！ 

■好きやねん自転車in OSAKA 2021 「テーマ：おもしろい建物」 

   2021年 4月 1日〜2022年 2月 28日 

■まわろうよ!! KINKI 2022 「テーマ：神社」  

 2022年 3月 1日（予定）〜2022年秋（未定） 

■次回ニュース発行予定日 

  2022年 3月 1日 
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