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 大阪サイクリング協会 

    初詣サイクリング （三社詣り） 

      （初心者・中級者向き） 2023年 1月 8日 

 

  2023年（令和5年）の初走りは今までより趣向を変えて，

大阪市内の有名な神社3社をめぐり，1年の安全祈願のお祓い

を受ける行事にしたいと思います。 

 

  日     2023年 1月 8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 大阪城公園 森ノ宮入口  9:00（9:30 出発） 

コース 大阪城公園→川崎橋→大川沿い→大阪天満宮→ 

    天神橋→松屋町筋→下寺町→生国魂神社→大国町→ 

    岸里→岸里玉出→紀州街道→住吉大社(お祓い) 

        （お祓い後 解散） 

参加費 JCA会員 \1,500. 一般 \2,000.（当日受付にて） 

持ち物 ヘルメット、会員証、サイクリング必要品他 

その他 お祓い後， 現地解散 

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 5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。 

 

 大阪サイクリング協会  

懇 談 会     2023年 1月 11日（水） 

 

 OCAの年間行事や「好きやねん自転車in OSAKA 2023」のポ

イントなどを決めたいと思います。このような行事を企画して

欲しいなど，協会行事をご提案いただく場でもあります。 

 

  日  2023年 1月 11日（水） 19時〜20時 30分 

会  場 アネックス パル法円坂7階10号室      

テーマ OCA年間行事・好きやねん2023のポイント決定 

会  費 無料（申込みは不要です） 

主 催 大阪サイクリング協会 

問合先 〒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） 

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 

    熊野街道＆天王寺七坂めぐり 

      （初心者・中級者向き） 2023年 2月 9日 

 

 日  2023年 2月 19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 長居公園 南西角 9:30（出発10:00） 

コース 長居公園→ 住吉大社→ 熊野街道→ 四天王寺(昼食) 

    →天王寺七坂めぐり（逢阪・天神坂・清水坂・ 

    愛染坂・口縄坂・源聖寺坂・生玉真言坂）→ 

    生國魂神社（解散） 

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  

    〒586-0086河内長野市天野町1304 

申込み・問合先 2月 16日までに以下まで 

        メール：lco_otsuka@yahoo.co.jp 

               （↑エル（L）の小文字） 
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大阪サイクリング協会 「春のサイクリング」 

 東高野街道・石川サイクルロードを走ろう 

      （初心者・中級者向き） 2023年 3月 12日 

 

 京都から高野山に向かう東高野街道は，太古から人とモノ

が行きかう河内の大動脈でした。大阪府内を抜ける最長の街

道は数々の歴史を生んできました。春のぬくもりを感じつ

つ，旧街道の道筋を忠実に辿りながら西高野街道との合流点

を目指します。復路は石川サイクルロードをのんびり柏原ま

で走りましょう。 

 日  2023年 3月 12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 リビエルホール前 9:00（9:30出発）(厳守) 

コース リビエルホール（柏原市民文化会館）→新大和橋→     

    東高野街道→誉田八幡宮→貴志→富田林寺内町→ 

    川西駅前→河内長野（昼食）→腰神神社→川西大橋 

    →石川自転車道→柏原（解散） 

参加費 JCA会員 \200. 一般 \500.（当日受付にて） 

持ち物 ヘルメット、会員証、サイクリング必要品他 

その他 お祓い後， 現地解散 

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 9日までに下記まで 

        メール：lco_otsuka@yahoo.co.jp 

               （↑エル（L）の小文字） 

 

◆「まわろうよ!! KINKI 2022」20ポイントの完走者◆ 

第 47回近畿フェスティバルin  京都にて表彰されました。 

 COVID-19の影響により2022 年 3月 1日から 9月末までと短

い期間でしたが2府4県の｢パワースポットとして有名な神社｣

20箇所を以下のかたが完走されました。 

 

滋賀県  北島 稔・中村 繁 

京都府  氏本 博次・小倉 勉・川北 秀夫・西田 博信・ 

     吉岡 久登 

大阪府  木村 陽一・末廣 和雄・平田 時子・村上 峰男・ 

     柚木 広行 

兵庫県  河合 良信・中橋 順治 

奈良県  大津規美雄・辻元 俊恵・辻元 宏文 

敬称省略 

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  
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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 恩智神社  八尾市恩智中町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 

 

泉州磐船神社（泉州航空神社） 

 

 近畿ブロックサイクリング連絡協議会ニュース  

■京都サイクリング協会 

第146回市民サイクリング 

 初詣サイクリング 

 2023年の初走りは昨年同様，伏見桃山の乃木神社です。私た

ちサイクリストの交通安全や旅行の安全とともに，疫病退散を

祈願し，ご祈禱していただきます。新たな１年のスタートとし

て、ぜひご参加ください。 

 

 日  2023年 1月 8日（日） 雨天中止 

集 合 東本願寺 噴水前  午前 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¥1,200.  一般¥1,500.（当日受付にて） 

     (乃木神社でご祈祷の後，お守りの授与をします) 

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。 

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 

 

 

■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 
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今年もCOVID-19に翻弄され，多くの行事が中止になりまし

た。それでも行政からの情報

を基に，合間を縫って輪行せ

ずに楽しめる近場の行事を催

行しました。多くの会員が望

んでいる宿泊行事はリスクマ

ネジメントの観点から実施で

きませんでしたが，スタッフ

で計画は練っております。い

ましばらくお待ち下さい。 

津山 OCA 会長による年始のご挨拶（2022.1.9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上 4枚：初詣サイクリング 

     （淀川河川敷 2022.1.9） 

 

 

 

 

 

 右：初詣サイクリング 

   （成田山不動尊 2022.1.9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央公会堂を出発！ 

（2022.5.29） 

 

 

 

 

 

興味深かったサムハ

ラ神社 

（2022.5.29） 

 

 

 

 

 

あべのハルカスを背に！ 

（2022.5.29） 

 

 

 

上 2枚・左：好きやねん自

転車 in OSAKA 2022

（2022.5.29） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真で見る 2022 年
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 上 3枚：輪行講習会（2022.10.12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          好きやねん自転車 in OSAKA 2022 

          （親農さんとして親しまれている少彦名神社 

           2022.5.29） 

 

 

 

 

 

 上 2枚：交野市でみかん狩り（2022.11.6） 
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      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 3日 忘年会 

12月 11日 サヨナララン 

12月 20日 総会 

 1月 8日 OCA初詣サイクリング合流 

 2月 19日 OCA熊野街道と天王寺七坂めぐり合流 

 3月 12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/ 

 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。詳しくは GFOブログ参照か世話役に TEL下さい。 

 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 4日 サヨナララン 

 1月 8日 OCA初詣サイクリング 

 2月 19日 OCA熊野街道＆天王寺七坂めぐり 

 3月 19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 4日 さよならラン 

 12月 11日 総会＆忘年会 

 1月 15日 都七福神 

 2月 12日 雪遊びに北山へ！ 

 3月 19日 奈良！明日香路へ 

 連絡先 TEL 090-9615-6429 河合 良信 方 

三洋サイクリングクラブ 

 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 11日 出石そば・宝塚～甲山～仁川 

 1月 2日 初詣サイクリング・多田神社 

 1月 15日 猪鍋・妙見口 

 2月 19日 観梅サイクリング・道明寺 

 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 

 12月 4日 宇治公園 

 12月 25日 猪名川町周回  納会 

 1月 8日 岩清水八幡宮・流れ橋 

 1月 29日 法隆寺西町（大工町）・中宮寺公園. 

 2月 19日 狭山池博物館・寺内町 

 3月 5日 平和台公園展望台・霧のテラス 

 連絡先 TEL 0798-65-4350 園田 晃一 方 

ツーリングクラブ轍（わだち） 

 クラブとしての活動はしばらく休止中。 

 連絡先 wadachipota@gmail.com 松本 由久 方 

彦根サイクリングクラブ 

 12月 3日 忘年会 

 12月 11日 江若鉄道跡巡り(南湖沿線) 

 1月 8日 初詣(多賀三社巡り)  

 1月 22日 新年総会 

 2月 19日 宇治平等院ミュージアム鳳翔館 

 3月 12日 観梅・瀬田・石山寺～寿長生の郷 

 3月 20日 協会行事走ろ自転車inびわ湖終了大会(予定) 

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/  

 12月 4日 総会 

 1月 1日 成就山で初日の出 

 1月 8日 KCA 市民サイクリング（初詣） 

 2月 5日 第 53回 愛宕耐寒登山 

 2月 15日 KCA研修会 

 2月 19日 大阪市内散策 

 3月 12日 創立 60周年に向けたゆかりの地へ part 3 

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 

 1月 8日 OCA初詣サイクリング 

 2月 19日 OCA熊野街道＆天王寺七坂めぐり 

 3月 5日 OCA春のサイクリング 

 3月 19日 青谷梅林 

連絡先 TEL 06-6996-4649 葭崎幸正 方 

輪行クラブ大阪 

 12月 18日 忘年会 

 1月 15日 初詣ラン 浪速七幸めぐり 

 2月 19日 ボタン鍋ラン 

 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 

 12月 18日 葛城古道 

 1月〜３月まで予定未定 

 連絡先 TEL 090-3613-0086 木村 峰晴 方 
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和歌山サイクリング同好会 

 12月 4日 忘年会  

 1月８日 初詣サイクリング 

 2月〜3月は未定 

 連絡先 TEL 073-426-3535 岡本 弘方 

各クラブの予定は2022年 11月 12日現在 

状況により変化します。必ずご確認下さい。 

 

 令和 4年度 サイクリング功労者 

名和 良さん 

 

 2022年の第 46回近畿サイク

リングフェスティバルin京

都・綾部の里にて，近畿ブロ

ック連絡協議会より永年のサ

イクリング活動による功労者

として表彰されました。おめ

でとうございます。 

 これからも益々のご活躍を

祈念します。 

 

 情報     悪質自転車には「赤キップ」 

 

 自転車は「車両」であるにもかかわらず，今まで厳しい取

り締まりの対象ではありませんでした。 

 こちらが優先道路なのに，停止せず，突っこんでくる自転

車，逆送し，正面衝突しそうになる自転車，歩道を暴走する

自転車に出会ったことがあるでしょう。 

 10月から以下は危険性が高いと見なされ，「赤キップ（刑事

処分の対象。飲酒運転は5年以下の懲役または100万円以下

の罰金。信号無視などは3カ月以下の懲役または5万円以下

の罰金）」の対象となりました。 

 大阪も「重点地区」となっております。ご注意下さい。 

赤キップの対象 

 信号無視，一時不停止，右側通行，徐行しない歩道走行 

 

■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留意下

さい。回避方法は先月号などを参照下さい。 

 

 

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】 

 〒536-0016 大阪市城東区鴫野西1-8-33 

 TEL: 06-6923-9775 

・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】 

 〒590-0073 堺市堺区南向陽町2-2-1 

 TEL: 072-221-3196 

・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 

・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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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） 

2023 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（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）から年明けに連絡予

定。会費4000円＋以下の保険料（2022年度の例）。 

 
★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 

・OCA講習会「輪行の仕方」 

 10月 17日  参加者 8名 

 神戸から希望者が来られ，実習，体験していただきました。 

・秋のサイクリング「交野市でみかん狩り」 

 （先方の都合で茨木市→交野市に変更） 

 11月 6日   参加者 21名 

 好天に恵まれ，甘酸っぱいみかんを堪能しました。 

   大阪サイクリング協会の今後の予定        
2023年 

 1月 8日 初詣サイクリング（三社詣り） 

 1月 11日 大阪サイクリング協会「懇談会」 

 2月 19日 熊野街道と天王寺七坂めぐり 

 3月 12日 春のサイクリング「東高野街道・石川サイク

ルロードを走ろう 

 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 

■まわろろうよ!!KINKI 2023 「テーマ：駅・駅舎」 

 詳細が決まり次第webにアップします。 

■次回ニュース発行予定日 

  2023年 3月 1日 

令和 4（2022）年12月 1日発行（No.441） 

発 行 大阪サイクリング協会 会長 津山晃一 

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 

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

 

エコノミー スタンダード プレミアム

（A1) （A2) （A3)

死亡・後遺障害 224万円 148万円 416万円

入院（日額） ― 5,000円 10,000円

個人賠償責任 2億円 2億円 3億円

○ × ×

× ○ ○

1,700円 3,000円 5,000円

詳細はＪＣＡを参照ください。http://www.j-cycling.or.jp/

・エコノミーは自転車搭乗中のみに限定

・スタンダードとプレミアムは自転車以外にも適用

(賛助会員用の保険ゆえ保険のみの加入は不可）

保険料（年額）

ＪＣＡ自転車保険の補償内容（抜粋）

保険の種類

（記号）

保険金額

自転車搭乗中のみ特約

交通事故危険のみ補償特約


