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 大阪サイクリング協会 

    講習会「輪行の仕方」  10月 12日（水） 

 

 車載用の大きな袋まで

輪行袋として販売してい

ますが，協会では他人に

迷惑をかけない様な輪行

方法（前後車輪を外して

袋詰め）を推奨していま

す。サドルが出ているの

は輪行ではありません。 

 後輪が外せない方に

は，構造を見ていただく

ことで簡単に理解，脱着が可能となります。個人の自転車や

輪行袋を持ち込まれても結構です。その他様々なご相談もど

うぞ。 

参加希望者は必ず，お申し込み下さい。 

 

日 時 2022年 10月 12日（水）19時〜20時 45分 

会 場 アネックスパル法円坂 7階 10号室 

    〒540-0006 大阪市中央区法円坂 1-1-35 

    ＜JR・地下鉄 森ノ宮駅下車 徒歩10分＞  

テーマ 輪行の仕方 

講 師 日本サイクリング協会リーダーほか 

参加費 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 

申込み・問合先 〒586-0086河内長野市天野町1304 

        FAX：0721-54-1717 

        メール：lco_otsuka@yahoo.co.jp 

               （↑エル（L）の小文字） 

 

 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。 

 

 

 

 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 6日   

 

 昨年，好評であった茨木市でみかん狩りを楽しみます。輪行

せずに気軽に楽しめるコースです。 

  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 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 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 3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します。 

    必ず webでの最終確認をお願いします。 

OSAKA                     No.440 

 
●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/ 
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 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 

 

 2022年 8月上旬現在，，懇親会や他人との宿泊が可能な状況

ではありません。参加者、スタッフの安全を確保して宿泊行

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，

またまた来年へ延期します。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  2022年 10月  来年に延期 

主 催  大阪サイクリング協会 

 

大阪サイクリング協会 

好きやねん自転車 in OSAKA 2022 

テーマ：神社 

 

 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。 

 今年のテーマ｢神社｣です。今までのような名の知れた神社だ

けではなく、パワースポットを厳選しましたので探しに行きま

しょう。密にならない様に楽しんではいかがでしょうか？ 

 

期 間 2022年 4月 1日〜2023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 2023年 3月 26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） 

 

好きやねん自転車in OSAKA 2022 「神社」 

 

① 意賀美(ｵｶﾐ)神社 枚方市枚方上之町1-12 

② 垂水神社 吹田市垂水町1-24-6 

③ 服部天神宮 豊中市服部元町1-2-17 

④ 機物(ﾊﾀﾓﾉ)神社       交野市倉治 1-1-7 

⑤ 萱島(ｶﾔｼﾏ)神社 寝屋川市萱島本町21-5 

⑥ サムハラ神社  大阪市西区立売堀 2-5-26 

⑦ 少彦名(ｽｸﾅﾋｺﾅ)神社 大阪市中央区道修町2-1-8 

⑧ 坐摩(ｲｶｽﾘ)神社・火防(ﾋﾌﾞｾ)陶器神社 

 大阪市中央区久太郎町4渡辺 3 

⑨ 大江神社  大阪市天王寺区夕陽丘町5-40 

⑩ 玉造稲荷神社 大阪市中央区玉造 2-3-8   

⑪ 田島(ﾀｼﾏ)神社        大阪市生野区田島 3-5-34 

⑫ 吉田春日神社 東大阪市吉田 2-6-22 

⑬ 恩地神社  八尾市恩地中町5-10 

⑭ 布忍(ﾇﾉｾ)神社  松原市天見我堂 4-11-22 

⑮ 出雲大社大阪分祠  堺市東区日置荘西町7丁 1-1 

⑯ 澤田八幡神社 藤井寺市沢田 4-2-3 

⑰ 腰神神社  富田林市嬉 62 

⑱ 等乃岐(ﾄﾉｷ)神社 高石市取石 2-14-48 

⑲ 岸城神社 岸和田市岸城町11-30 

⑳ 泉州磐船神社  泉佐野市上瓦屋392−1 

 

恩地神社の神縁うさぎ、神龍 

 

大阪サイクリング協会 令和 4年度 理事会報告 

 

 令和2（2020）年度，令和3（2021）年度は，新型ロナウイ

ルスの影響で理事会は対面で開会できず，書類審査でした。

2020年 8月，事務局長が池本元光氏から大塚一義氏に交代と

なりましたが，一度も対面開会していないため，2022年 7月

16日，3密に注意，換気した空間，短時間で実施しました。 

 津山晃一会長のご挨拶の後，理事 12名中6名出席，表決委

任状提出理事 5名（無回答 1名）で本会が成立。そのほか2

名の監事，事務局長，顧問も出席いただきました。昨年度，5

名が離任し，新たに西本泰久氏（京都橘大学健康科学部教

授），森脇裕氏（Randonneur Plus Project代表）が就任しま

した。本年度，葭崎幸正監事が協会規約 8条 4項により離任

され，植田修市氏（元常任理事）が就任しました（役員名簿
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参照）。おもに以下の提案などを話し合い，閉会しました。 

１ コロナ禍でも行事企画は実施し，臨機応変に中止，延期。 

２ OCAニュースの広告募集（自転車関係以外の一般も可）。 

３ 秋にリーダー講習会開催予定（関西ｻｲｸﾙで実施予定）。 

４ 関西サイクル理事長からの協賛金増額（下記参照）。 

５ 理事会は，今後，オンライン化も検討。 

（貝柄 徹 記） 

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 37,500円（年額 45万円）の協賛金（財政支

援）（令和4年度分）をいただきました。本年度から増額，ま

た年度当初に頂戴することになりました。謹んで御礼申し上

げます。 

 

 

 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，本年3月1日から近畿 2府 4県の「パワー

スポットとして有名な神社」20社をめぐって頂きました。 

 コロナ禍でしたが，各府県主催の「まわろう!!KINKI 各府

県編」の行事では多くの参加者に来ていただきました（写真

後掲）。残りあと1ヵ月です。是非どうぞ。 

 

期 間 2022年 3月 1日～ 2022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 

 

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 

 

 

まわろうよ!! KINKI 2022 「神社」 

①  沙沙貴神社 近江八幡市安土町常楽寺 1 

②  太郎坊宮（阿賀神社） 東近江市小脇町2247番地. 

③  奥石(ｵｲｿ)神社 近江八幡市安土町東老蘇 1615 

④  恵方社 京都市中京区門前町166 

 （神泉苑内） 

⑤  木嶋坐天照御魂（ｺﾉｼﾏﾆﾏｽｱﾏﾃﾙﾐﾀﾏ）神社（蚕ノ社）

 京都市右京区太秦森ヶ東町50 

⑥  芸能神社  京都市右京区嵯峨朝日町23 

 （車折神社内） 

⑦  飛行神社  京都府八幡市八幡土井 44 

⑧  少彦名(ｽｸﾅﾋｺﾅ)神社 大阪市中央区道修町2-1-8 

⑨  坐摩(ｲｶｽﾘ)神社・火防(ﾋﾌﾞｾ)陶器神社 

 大阪市中央区久太郎町4渡辺 3 

⑩  玉造稲荷神社  大阪市中央区玉造 2-3-8   

⑪  田島(ﾀｼﾏ)神社 大阪市生野区田 3-5-34 

⑫  伊太祁曾(ｲﾀｷｿ)神社  和歌山市伊太祈曽 558 

⑬  淡島神社 和歌山市加太 118 

⑭  藤白神社 海南市藤白 466 

⑮  西宮神社    西宮市社家町1-17 

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 友清 誠子 大阪市こども青少年局企画部青少年課長 

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 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 植田 修市 元常任理事 

監 事 岡 正直 元理事 

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 

2022年7月 異動等により一部変更 
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⑯  氷室神社 神戸市兵庫区氷室 2-15-1 

⑰  生石(ｵｳｼｺ)神社 高砂市阿弥陀町生石 171 

⑱  漢國(ｶﾝｺﾞｳ)神社 奈良市漢國町２ 

⑲  村屋坐彌冨都比賣(ﾑﾗﾔﾆｲﾏｽﾐﾌﾂﾋﾒ)神社 

  奈良県磯城郡田原本町蔵堂 423 

⑳  廣瀬神社（廣瀬大社） 奈良県北葛城郡河合町川合99 

 

 

まわろうよ!!KINKI 大阪編（玉造神社）（2022.5.29） 

 

まわろうよ!!KINKI 滋賀編（2022.6.5） 

 

まわろうよ!!KINKI 京都編（さくらであい館）（2022.6.26） 

 

 

 

■近畿 2府 4県サイクリング協会共同 

 （主管：京都サイクリング協会） 

第47回 近畿サイクリングフェスティバル 

in 京都・綾部の里 

 

 近畿 2府 4県の協会が持ち回りで開催しており，今年は，

京都サイクリング協会の担当です。開催要項をお届けしま

す。 

 8月上旬の現状では開催予定とのことですが，詳細は web等

でご確認下さい。 

 

開催要項 

趣 旨 近畿 2府４県のサイクリストが一堂に集い，京都中

丹エリアで海の京都の玄関口 「綾部」 の里山と自

然，田園都市の文化を体感しながら，優しく健康的

なサイクリングを楽しみ，年一度のフェスティバル

として連携，友情の輪を広げるとともに，地域活性

化とサイクリングの発展に寄与することを目的に，

新型コロナウイルス感染症対策を行いながら開催い

たします。 

主 催 （公財）日本サイクリング協会 

    近畿ブロックサイクリング連絡協議会 

主 管 京都サイクリング協会 

協 賛 京都府バイコロジーをすすめる会 

 

日 時 2022年 10月 29日（土）～30日（日） 

宿 泊 あやべ温泉 仁王館 

    京都府綾部市睦寄町在ノ向 10 

    TEL．0773-55-0262 

アクセス 自転車：各自のコースで 

    JR山陰線・舞鶴線「綾部駅」下車 

    あやバス 上林線乗車 → 大町バスターミナルで於

見市野瀬線に乗り換え「あやべ温泉前」（約 40分） 

参加費 宿泊参加者 JCA会員 ¥14,000.  

          一般 ¥15,000.  

    当日参加者 JCA会員 ¥1,500.  

          一般  ¥2,000.  

資 格 JCA会員及び一般サイクリストで自己の責任におい

て，サイクリングのできる人 

募 集 宿泊参加 50名  当日参加 20名 

 

大会日程 

第１日目 10月 29日（土） 

 各自お好きなコース，手段で宿舎まで。 

  受 付 15:00〜17:00 

  交流会 18:00～20:00（レストランにて郷土の味を！） 

第 2日目 10月 30日（日） 

  当日参加受付 8:20〜8:50 

  開閉会式   9:00〜9:30 

 各自お好きなコースでサイクリングへ。 
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地元モデルコース (一例)：口上林・山家コース 

あやべ温泉→上林城址 →十二社神社 → ふるさとの駅かんば

やし → 旭町観光栗林園 → 山家城址公園 →あやべ温泉 

（約 40㎞） 

申 込 参加申込書に必要事項を記入の上，京都サイクリン

グ協会に９月10日までに参加費を添えてお申し込み

ください。定員になり次第、締め切ります（お早め

にどうぞ）。（webに掲載中） 

申込先 大会事務局  京都サイクリング協会 

    京都市右京区西院四条畑町6 

    四条マンション32号 井原方 

    TEL & FAX：075-314-1671 

支払方法 ①銀行振込 京都銀行 白梅町支店 

           普通預金  3709019 

           口座名義   京都サイクリング協会 

     ②郵便振替口座 口座記号番号 01050–5 -14145 

           加入者名   京都サイクリング協会 

     ※①・②いずれかにてお支払いください。 

 

 

■滋賀県サイクリング協会 

走ろ ! 自転車 inびわ湖 2022  

｢オブジェ・モニュメント巡り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 2022年 4月 1日 〜 2023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。 

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 

 

オブジェ・モニュメント12選 

 ①  井明神橋の梵鐘 長浜市高月 

 ②  本を読む少女 長浜市国友 

 ③  サツマイモ 米原市伊吹 

 ④  童  彦根市上芹 

 ⑤  うさぎと亀 犬上郡豊郷 

 ⑥  万葉レリーフ 東近江市糖塚 

 ⑦  ドラゴン  蒲生郡竜王町 

 ⑧  サイクリスト 守山市今浜 

 ⑨  たにし  栗東市出庭 

 ➉  メタセコイア 高島市マキノ 

 ⑪  なまず  高島市安曇川 

 ⑫  ヤンマ  大津市打出浜 

 

 

「サイクリスト」 滋賀県守山市今浜 

 

 

■和歌山県サイクリング協会 

淡路島ツアー 

 

 大阪府岬町と淡路洲本港を結ぶサイクリング高速船（輪行

せずに載せられる）を利用します。乗船の予約をまとめます

ので，必ず，参加希望メールをお願いします。 

 

 日   2022年 9月 25日（日） 

集 合 岬町・深日港 7:30 (8:00  出港) 

    帰り便: 深日港着17:20  

乗船料 ¥3,300.（自転車含む）（団体一括払い） 

    当日集金(キャンセルは1週間前まで) 

コース ・サイクリング組：洲本港→福良のなないろ館→ 

     道の駅うずしお11:00→洲本港（55km）  

        ・バス組：洲本港乗車→道の駅うずしお11:00 

      (別料金各自) 

申込み  WCC和歌山サイクリング同好会事務局 

         岡本まで必ずメールにて（電話は不可） 

wccsalon@gmail.com 

 

上記高速船はp.7「情報 1」でも紹介しています！ 
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■京都サイクリング協会 

第145回市民サイクリング 

 幕末の史跡巡り 

 幕末維新の場であった京都の史跡を巡ります。 

 

 日  2022年 11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（時間厳守） 

コース 北野天満宮→壬生屯所→壬生寺→西本願寺→油小路

の変跡→不動堂村→坂本龍馬 寓居趾→池田屋騒動之

趾→市役所前  （約 15km） 

参加費 JCA会員100円  一般300円（当日集めます） 

        見学先の拝観料・入場料は参加者各自のご負担 

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。 

主催および申込み 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  

  9月 25日 ミステリーツアー 

 10月 16日 南河内に秋を訪ねて 

 11月 6日 OCAみかん狩りサイクリング合流 

 12月 4日 サヨナララン 

 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/ 

 京都地蔵山・相生牡蠣ツアー・鳥脇山・天が岳・音羽山・ 

 川久保尾根・琵琶湖一周・京北八ヶ峰・鯖街道・他 

日時は主に休日、コース共に各担当者が決めます。一泊二日

もあり。日時は主に休日。コース共に各担当者が決定。 

 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 11日 播磨灘シーサイドを走る 

 10月 16日 くろんど池で枝豆収穫 

 11月 13日 河内長野・延命寺で紅葉狩り 

 12月 4日 サヨナララン 

 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 23日 湖北の余呉湖辺り 

 10月 1日〜2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 20日 山城の山背古道を訪ねて 

 12月 4日 さよならラン 

 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〜12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 18日 三田椎茸ランド 

 10月 16日 明日香村 

 11月 20日 光明寺・善峯寺 

 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 (ほぼ毎週催行なので行事一部省略) 

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

 9月 4日 大川瀬ダム 

  9月 11日 永沢寺（尼滝） 

 9月 18日 七谷川林道 

 9月 25日 桂坂野鳥園・亀岡 

 10月 2日 万灯呂山展望台 

 10月 16日 馬見丘陵公園 

 10月 30日 龍蔵寺 

 11月 6日 神応寺・サンガ球場 

 11月 20日 神峯寺・柳谷寺 

 11月 27日 道の駅淡河 

 12月 4日 宇治公園 

 連絡先 TEL 0798-65-4350 園田 晃一 方 

ツーリングクラブ轍（わだち） 

  9月 11日 野間の大ケヤキと能勢ポタリング 

 10月 16日 輪行でダウンヒルを楽しむ高野山 

 11月 13日 西国街道で楽しむお蕎麦と鯖寿司 

 連絡先 wadachipota@gmail.com 松本 由久 方 

彦根サイクリングクラブ 

  9月 10日～11日 一泊ツアー安曇川 

 10月 23日 函館山のコキア 

 連絡先 TEL 0749-48-1730 小林茂治 方 

ペンギンサイクリングクラブ https://penguincyclingclub.fc2.net/  

  9月 4日 創立 60周年に向けたゆかりの地へ part II 

  9月 17日～18日 ツーリング 竹田城址を訪ねて 

 10月 2日 東近江周辺 

 10月 16日 神戸ミューラルアート巡り 

 10月 29日～30日 近畿サイクリングフェスティバル 

 11月 13日 近江長岡周辺 

 11月 27日 KCA市民サイクリング 

 12月 4日 総会 & 京都遺産巡り 

 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 4日 浜寺公園、自転車博物館 

 10月 16日 西陣、北野天満宮 
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 11月 6日 OCAミカン狩り合流 

 11月 27日 大原野神社・西京区 

 連絡先 TEL 06-6996-4649 葭崎幸正 方 

輪行クラブ大阪 

 9月 18日 堺史跡ポタリング 

 10月 16日 ハゼ釣り大会ラン 

 11月 20日 紅葉求めて 北摂ラン 

 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 

 8月 28日あるいは9月4日 木之本、小谷城、西野水道 

 10月 16日 飛鳥・石造物 

 11月 13日 佐和山界隈 

 12月 18日 葛城古道 

 連絡先 TEL 090-3613-0086 木村 峰晴 方 

和歌山サイクリング同好会 

 9月 25日 淡路島（深日港⇔洲本港） 

 10月 23日 山登り:雄山旧道平地: 泉南ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｶﾞｰﾃﾞﾝ 

 11月 27日 根来寺紅葉 

 12月 4日 忘年会 

 連絡先 TEL 073-426-3535 岡本 弘方 

各クラブの予定は2022年 8月 10日現在 

 状況により変化します。必ずご確認下さい。 

 

 情報 1     気軽な船旅はいかが？  

 

・淡路島へ：深日−洲本ライナー 

 （2022年 11月 27日までの土日祝日の限定運行） 

 「広域型サイクルツーリズムを活用したまちづくり事業」

として岬町，洲本市主催で，運行しています。南海との連絡

もよく「ちょっと淡路島へ」が可能です。 

 深日港−洲本港（55分）大人 1500円，スポーツ車300円 

https://fuke-sumotoliner.com 

 

・四国（愛媛）へ：オレンジフェリー（大阪南港−東予港） 

  大阪南港 22:00発 東予港 06:00着 

  東予港 22:00発 大阪南港 06:00着 

  往復割引等あり 

 往復（日帰り）の場合は，船内サービス「荷物の預かり」

あり。かさばる荷物などは船において，身軽なサイクリング

が可能です。メジャーな「しまなみ海道」のほか「とびしま

海道」もお薦めです。 

https://www.orange-ferry.co.jp/ 

 

 情報 2    長生きできるスポーツは？ 

 

 デンマークとUSAの研究チームが20代〜90代の男女8577人

を 1991 年から 25 年間にわたって追跡調査（その間に 4448人

死亡（52％））した結果がでました。年齢，性別，喫煙の影響な

どの補正をかけてもスポーツをする人はみな平均余命が長い

結果となりました。 

 最高がテニスの+9.7年，サイクリングは，バドミントン，サ

ッカーに続いて4位の+3.7年です。スイミング（+3.4年），ジ

ョギング（+3.2 年），体操（+3.1 年），ジムでのエクササイズ

（+1.5年）などです。おそらく息が切れるような激しい運動で

はなく，有酸素の軽い負荷がよいのでしょう。我々には嬉しい

ニュースです。   ＜2022年 2月 12日朝日新聞より＞ 

 

 情報 3   伊勢志摩サイクリングフェスティバル 

 

 三重県志摩市の見所を巡る大会で，2014 年第 1 回から 2019

年第 6回まで開催されてきました。大阪サイクリング協会は近

鉄のサイクリング列車へのスタッフとしてお手伝いしてきま

したが，2020 年第 7回は COVID-19 の影響で中止，2021 年第 8

回は固定日を設けず，1 カ月間（2021/11/20-12/26）に各人で

周遊するスタイルでした 

 2022年第 9回は2022年 12月 4日(日)に開催予定です。 

 近鉄のサイクリング列車（12月 3日〜4日）運行予定。 

http://www.iseshima-cycling.jp/ 

 

 情報 4    飲食宅配代行サービスの事故 

 

 2022年 2月，ロードバイクの「ウーバーイーツ」配達員（29

歳）に東京地裁が禁固 1年6カ月執行猶予 3年（求刑禁固 2年）

の有罪判決を言い渡しました。 

 2021 年 4月，雨の夜，配達中に横断歩道を渡っていた78歳

の男性をはねて死亡させた事故です。ロードバイクのブレーキ

パッドがすり減り，ライトも壊れた状態（装備していなかった

という報道もあり）で，悪天候時などに支払われる追加報酬「ク

エスト」を得るため速度をあげ，過失が重いと判断されました。 

 現在ウーバー社は，上限ある対人賠償に加入したようですが，

あくまでも「業務委託契約の責任は個人事業主」であるため，

多額の賠償は個人負担となり，加害者，被害者および家族に不

幸をもたらします。 注意！「無灯火，整備不良，無保険」 

JCAの自転車保険はお買い物用自転車にも適用されます。 

 

■事務局からメールに関するご連絡 

 行事参加希望のメールに対して返信メールを送る事ができ

ない方がおられます。これは携帯電話の迷惑メール対策で初

期設定されている様です。携帯でメールを送る方はご確認下

さい。 

 下記記事にて携帯電話の受信設定で回避できるようです。 

参照： https://suehirogari8.com/mail-troubleshooter/5193/ 
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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 新規および更新はお済みですか？ 

 

 近年，個人への高額な賠償判決が出ています。自分と家族

を守るためにも各人が加入している個人賠償責任の金額をお

確かめ下さい。JCA自転車保険の個人賠償補償は2億円〜3億

円と安心です。 

★申込み・問合先（書類のダウンロード可） 

 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/ 

 

広 告 募 集 

広告，告知を出しませんか？ 自転車以外もOKです。 

発 行 年 4回（3月，6月，9月，12月） 各回 2000部 

配布先 大阪サイクリング協会会員・全国のサイクリング協

会事務局・サイクリング相談店（ショップ）・大阪府

の関係役所部局・関係諸団体ほか 

広告料 ¥10,000.（1スペース/回） 

スペース 左右のどちらか1/5ページ：10行ほど 

    おおよそこの枠ぐらい（適宜勘案します）。 

連絡先 大阪サイクリング協会  lco_otsuka@yahoo.co.jp 

 

行事報告 

・まわろうよ!! 好きやねん自転車 大阪編 

 5月 29日  参加者 27名 

 他府県からの参加もあり，ポイントを楽しくまわりました。 

・OCA講演会「交通安全について」 

 7月 13日 中止 （COVID-19感染拡大のため） 

・ぶどう狩りサイクリング 

 7月 17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        
2022年 

 10月 12日 OCA講習会「輪行の仕方」 

 10月 29日〜30日 近畿ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（主管：京都 CA) 

 10月 OCAぐるっと1泊ツアー CIVID-19で延期 

 11月 6日 みかん狩り 

2023年 

 1月 8日 初詣サイクリング（候補地未定） 

 2月 19日 熊野街道と天王寺七坂めぐり 

 3月 春のサイクリング 

 3月 26日 好きやねん自転車 in OSAKA 2022終了大会 

■好きやねん自転車 in OSAKA 2022 「テーマ：神社」 

  2022年 4月 1日〜2023年 2月 28日 

■まわろうよ!! KINKI 2022 「テーマ：神社」  

 2022年 3月 1日〜2022年 9月 29日 

■次回ニュース発行予定日 

  2022年 12月 1日 
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