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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 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

好きやねん自転車 in OSAKA 2022 

 「テーマ：神社」終了大会    2023年 3月 26日 

 

 ｢好きやねん自転車

in OSAKA 2022｣（テー

マ：神社） は2月末で

終了しました。大阪府

下の様々なポイントを

楽しんだハガキを展示

し、思い出話をしなが

ら表彰式を兼ねた終了

大会を行います。 

日  時  2022年 3月 26日（日）10時〜12時 

会  場  アネックス パル法円坂 7階 10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) 

会  費  無料 

問合先 メール：lco_otsuka@yahoo.co.jp 

当日展示のハガキはお返しいたします。 

 

 大阪サイクリング協会 講習会 

        「輪行の仕方」   2023年 4月 2日 

 

 大阪サイクリング協会では，極力，他人に迷惑をかけない

「前後車輪を外す」輪行を推奨しています。公共交通を使っ

て一緒に遠方へのサイクリングに行くことも可能になりま

す。ご自身で輪行、組み立てに自信のない方，今ひとつ綺麗

に袋に収められない方など、懇切にお教えします。 

 ご自身の自転車，輪行袋などをご持参いただいても結構で

す（車種によっては輪行に適さない場合もあります）。 

 

日 時 2023年 4月 2日（日） 13:00〜15:00 雨天中止 

（前夜 19:00 に当日 40％以上の降水確率の場合，中止） 

講 師 JCA公認リーダー 

場 所 難波宮（北西角）＜屋外で実施＞ 

最寄駅 地下鉄 谷町四丁目あるいは地下鉄・JR森ノ宮駅 

参加費 無料 

OSAKA                     No.442 

 
●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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申込み 不要 

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） 

 

 

 

 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 新規および更新はお済みですか？ 

 

 更新手続きはメールあるいは郵便で公益財団法人日本サイ

クリング協会（JCA）から1月末までに到着済みですが，書類

は下記サイトからダウンロード可能です。 

 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。 

 

★自転車保険の種類と賛助会員の振込額 

 

★新入会および更新の方法（Ａ・Ｂの2通り） 

Ａ(1)申込書（保険希望者は加入書も）を大阪サイクリング協

会に郵送。 

 (2)会費（保険希望者は保険料も）をJCA口座へ振込。 

Ｂ(1)JCAの webサイトhttp://www.j-cycling.or.jpで申込。 

 (2)後日、大阪サイクリング協会への所属を webで申請 

 （これを忘れると大阪協会のニュースが届きません） 

 (3)会費（保険希望者は保険料も）をJCA口座へ振込。 

   ＜クレジット決済も可能＞ 

★書類の郵送先 

 大阪サイクリング協会 

 〒586-0086 河内長野市天野町1304 

★会費・保険料の振込先 

 ゆうちょ銀行 一三八（イチサンハチ）支店 普通 

  ２１５６４６９ または 

  記号 １１３５０ 番号 ２１５６４６９１ 

  口座名 ザイ）ニホンサイクリングキョウカイ 

  （複数の場合でも，一人ずつの振り込みが必要） 

★会員の特典例★ 

１ 大阪の協会から年４回ニュースが郵送されます。 

２ 会員価格での行事参加が可能（仲間が増えます）。 

３ 会費は寄付金控除となり，確定申告で所得控除です。 

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，クラブ助成金あり。 

 

★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） 

 

 大阪サイクリング協会 

まわろうよ!! ＆ 好きやねん自転車 大阪編 

 (兼)全国健康福祉祭（ねんりんピック）選考会 

（初心者・中級者向き） 2023年 5月 28日 

 

 「全国健康福祉祭（ねんりんピック）」とは60歳以上のスポ

ーツ，文化，健康と福祉等の祭典です。10月 28日（土）〜31

日（火）に愛媛県で開催されます。サイクリング部門の会場

は八幡浜市，伊方町。大阪府，大阪市の依頼により大阪の代

表者選考会を兼ねます。出場ご希望の方はご参加ください。 

（参照：ねんりんピック https://nenrin-ehime2023.jp/） 

 当日は2023年度の「まわろうよ!!KINKI」「好きやねん自転

車in Osaka」のポイント（テーマ：駅・駅舎）を効率よくま

わります。季節の良い「自転車月間」の一日，大阪のまちを

めぐりませんか。 

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）

・年齢制限はありません（５歳以上の方であれば加入可）。

・レース・ブルベなどは適用外（その他、制限事項あり）。

・障害手術保険金（５倍から10倍あり）

・入院は１日目から補償（エコノミーを除く）。

・長期間働くことができない場合の所得補償オプションあり。

・賛助会費のみ（保険未加入）： ４０００円

・賛助会費＋エコノミー保険： ５７００円

・賛助会費＋スタンダード保険： ７０００円 ←お薦め！

・賛助会費＋プレミアム保険： ９０００円

ＪＣＡ自転車保険の補償内容（抜粋）

保険の種類

振込額の例

自転車搭乗中のみ特約

交通事故危険のみ補償特約

保険料（年額）

保険金額

（記号）



令和 5（2023）年 3月 1日（No.442） 

 3 

  日    2023年 5月 28日（日）雨天中止 

           (前日 19：00 に当日 40％以上の降水確率の場合、中止) 

集  合 鶴見緑地公園(中央噴水前) 9時 00分（9：30出発） 

参加費  JCA会員￥200. 会員外￥500. 

コース 鶴見緑地→⑥鶴見緑地駅→野江〜JR線路沿い→ 

    ⑤❽城北公園通駅→城北公園通り→大川左岸沿い 

    →⑦❾なにわ橋駅→土佐堀通→淀屋橋→御堂筋 

    →⑧❿汐見橋駅→⑨ドーム前駅→芦原公園横→ 

    浪速公園横→難波→日本橋→学園坂→四天王寺→ 

    ⑪⓫上町線天王寺駅前駅→天王寺公園 解散 

    （約 30㎞） 

    (表記の⑤：｢好きやねん…大阪｣，❽：｢まわろう

よ!!KINKI｣  のポイント) 

持ち物  ヘルメット、会員証、サイクリング必要品他 

主  催  大阪サイクリング協会 

申込み・問合せ    2023年 5月 26日までに下記まで 

lco_otsuka@yahoo.co.jp 

       （↑エル（L）の小文字） 

京阪 なにわ橋駅 

 

大阪サイクリング協会 

好きやねん自転車 in OSAKA 2023 

テーマ：駅・駅舎 

 

 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｢駅・駅舎｣です。利用している方には日常の光

景でも来訪者には目新しく映る駅・駅舎のほか，新線や新しく

立て替えられた駅舎を選定しました。 

 

期 間 2023年 4月 1日〜2024年 2月 29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。節度を持って見学頂き

ますようお願いします。 

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 2024年 3月 24日（日） 

ポイント解説，応募ハガキは以下からダウンロード可 

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

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） 

 

好きやねん自転車in OSAKA 2023 「駅・駅舎」 

①島本駅（JR京都線）大阪府三島郡島本町桜井 1-3-39 

②茨木駅（JR京都線）茨木市駅前1-1-10 

③大阪空港駅（大阪モノレール線）豊中市蛍池西町3-551 

④摂津市駅（阪急 京都線）摂津市千里丘東4-1-1 

⑤城北公園通駅（JRおおさか東線）大阪市旭区赤川1-1-3 

⑥鶴見緑地駅（大阪メトロ長堀鶴見緑地線） 

 大阪市鶴見区緑地公園 1-55 

⑦なにわ橋駅（京阪 中之島線）大阪市北区中之島 1-1-1 

⑧汐見橋駅（南海 高野線）大阪市浪速区桜川3-8−74 

⑨ドーム前駅（阪神 なんば線）大阪市西区千代崎 3-北 2-14 

⑩桜島駅（JRゆめさき線）大阪市此花区桜島 1-2-5 

⑪上町線天王寺駅前駅（阪堺電車）大阪市阿倍野区阿倍野筋1 

⑫フェリーターミナル駅（大阪メトロ南港ポートタウン線） 

 大阪市住之江区南港東4-8-52 

⑬野崎駅（JR学研都市線）大東市野崎 1-1-12 

⑭河内永和駅（JR・近鉄線交差）東大阪市永和1-1-21 

⑮八尾南駅（大阪メトロ谷町線）八尾市若林町1-59 

⑯河内松原駅（近鉄南大阪線）松原市上田3-5-1 

⑰大阪教育大前駅（近鉄大阪線）柏原市旭ケ丘 4-4555-1 

⑱旧諏訪ノ森駅西駅舎（南海本線） 

 堺市西区浜寺諏訪森町西2丁-78-1 

⑲和泉中央駅（泉北高速）和泉市いぶき野5-1-1 

⑳りんくうタウン駅（南海・JR関西空港線） 

 泉佐野市りんくう往来北１番 

 

阪堺電車 上町線天王寺駅前駅 
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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 2023 

テーマ：駅・駅舎 

 

 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。 

期 間 2023年 3月 1日 ～  

  2023年のフェスティバル（期日未定）1カ月前まで 

内 容 主催の用意した20の指定ポイントにチャレンジして

いただき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。内容，消印にてチ

ェックします。なお工夫されたコースや途中に訪ね

た所，見たり感じたりした感想もあわせて記載して

下さい。 

参加費 無料 

方 法 開催要項、ハガキは各自で下記大阪サイクリング協

会ホームページからダウンロードして下さい。 

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

資 格 交通ルールを守り，自己の責任でサイクリングので

きる方。 

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（今回から新しい担当者です） 

まわろうよ KINKI事務局 

 〒611-0043 京都府宇治市伊勢田町砂田40-77 

   吉岡 久登 方  メール： yosshan.h@gmail.com 

            電話 ： 090-3653-4692 

 

まわろうよ!!KINKI 2023 「駅・駅舎」 

①旧長浜駅舎 滋賀県長浜市北船町1-41 

②鳥居本駅（近江鉄道） 滋賀県彦根市鳥居本町658 

③油日駅（JR草津線） 滋賀県甲賀市甲賀町上野1453 

④山ノ内駅（京福鉄道嵐山本線）京都市右京区山ノ内宮前町 

⑤八瀬比叡山口駅（叡山電鉄叡山本線） 

 京都市左京区八瀬野瀬町 

⑥等持院・立命館大学衣笠キャンパス前駅（京福鉄道北野

線） 京都市北区等持院西町 

⑦梅小路京都西駅（JR山陰本線） 京都市下京区観喜寺町 

⑧城北公園通駅（おおさか東線） 大阪市旭区赤川1-1-3 

⑨なにわ橋駅 (京阪中之島線) 大阪市北区中之島 1-1-1 

⑩汐見橋駅（南海高野線） 大阪市浪速区桜川3-8−74 

⑪上町線天王寺駅前駅（阪堺電車）大阪市阿倍野区阿倍野筋1 

⑫加太駅（南海電鉄加太線） 和歌山市加太1038-1 

⑬紀伊中ノ島駅 (JR阪和線) 和歌山市中之島 391-4 

⑭貴志駅（和歌山電鐵貴志川線） 

 和歌山県紀の川市貴志川町神戸 803 

⑮門戸厄神駅(阪急 今津線) 西宮市下大市東町1-22 

⑯JR神戸駅(JR神戸線) 神戸市中央区相生町3-1-1 

⑰山陽 須磨駅(山陽電鉄) 神戸市須磨区須磨浦道5-7-2 

⑱吉野口駅（JR和歌山線，近鉄吉野線の共用駅舎） 

 奈良県御所市古瀬 442 

⑲旧 吉野駅（吉野軽便鉄道）奈良県吉野郡大淀町北六田42-1 

⑳北宇智駅（JR和歌山線） 奈良県五條市住川町589-4 

 

■京都サイクリング協会 

第147回市民サイクリング 

 京のお屋敷巡り 

 平安時代以降，様々な人々が集まって生活していた京都では，

その職業などに応じた住居が建てられました。住居の種類は公

家屋敷から商家，別邸など用途に応じて様々あります。今回は，

そんなお屋敷を巡りたいと思います。 

 

 日  2023年 3月 26日（日） 雨天中止 

集 合 JR二条駅前  午前9時30分（時間厳守） 

参加費  会員￥100.  一般￥300.（当日受付にて徴収） 

見学先の拝観料・入場料は参加者各自でご負担ください。 

コース JR二条駅→京都清宗根付館→二條陣屋→白沙村荘→ 

    駒井家住宅→旧三井家下鴨別邸→冷泉家住宅→ 

    京都御所 中立売御門（約 15km） 

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 企画部 

     TEL: 090-3653-4692 吉岡久登 方 

    〒611-0043 京都府宇治市伊勢田町砂田40-77 

 

■滋賀県サイクリング協会 

まわろうよ!! KINKI 滋賀編 

 「まわろうよ!! KINKI 2023」と「走ろ ! 自転車inびわ湖 

2023」のポイントを効率よく回ります。 

 

 日    2023年 6月 4日（日） 雨天中止 

集 合 JR長浜駅前 9:40  (時間厳守) 

会  費 無料 

コース 長浜駅→長浜港→宇賀野→朝妻湊跡→米原→ 

    鳥居本駅→彦根港→彦根駅（解散) 

主  催 滋賀県サイクリング協会 

問合先 滋賀県甲賀市信楽町長野604  TEL：0748-82-0120 
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■滋賀県サイクリング協会 

走ろ ! 自転車 inびわ湖 2023  

｢近江の湊（港）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 2023年 4月 1日 〜 2024年 2月 20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 

 

近江の湊（港）12選 

 ①  塩津港跡 ⑦  長命寺港 

  ②  長浜港 ⑧  矢橋湊跡 

  ③  朝妻港跡 ⑨  大津港 

  ④  松原湊跡 ➉  比良湊跡 

  ⑤  伊庭港跡 ⑪  旧堅田港 

  ⑥  常濱港跡 ⑫  今津湊桟橋 

 

 

      クラブ便り         
NTGサイクリングクラブ http://www.yo.rim.or.jp/~shechan/ntg.html  

3月 12日 南河内を走る 

4月 16日 春爛漫の北摂路 

5月 28日 まわろうよ!!＆好きやねん 大阪編合流 

6月 11日 大阪市内探訪 

 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/ 

 奈良矢田丘陵，相生牡蠣ツアー，鳥脇山，音羽山，高槻川 

久保尾根，琵琶湖一周など日時は主に休日，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/ 

 3月 19日 街道をゆく 

 4月 9日 野外料理 

 4月 22〜23日 関西友好クラブラリー 加太 

 5月 14日 葛城の里探訪 

 6月 11日 山城国へ行こう 

 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/ 

 3月 19日 奈良！明日香路へ 

 4月 22〜23日 関西友好クラブラリー 加太 

 5月 3〜5日 GWツアーin 中国山地 

 6月 4日 兵庫! 篠山へ 

 連絡先 TEL 090-9615-6429 河合 良信 方 

三洋サイクリングクラブ 

 3月〜6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 

 3月 19日 淀 河津桜 

 4月 16日 明日香村 

 5月 21日 片鉄ロマン街道 

 6月 18日 信楽 

 連絡先 TEL 06-6392-8918サイクルショップ タケザワ内 

彦根サイクリングクラブ 

 3月 12日 観梅・瀬田川 石山寺～寿長生の里 

 4月 16日 湖北余呉川の桜と菜の花観賞 

 5月 14日 交野，星のブランコ 

 6月 18日 ガチャンコで行く甲賀の里(予定) 

 連絡先 TEL 0749-48-1730 小林茂治 方 
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ペンギンサイクリングクラブ https://penguincyclingclub.fc2.net/  

 3月 12日 創立 60周年に向けたゆかりの地へ part 3 

 3月 26日 KCA市民サイクリング 

 4月 9日 旧東海道を巡る part 1 

 4月 23日 旧東海道を巡る part 2 

 5月 20日～21日 ツーリングゆめしま海道 

 5月 28日 グルメラン（近江高島） 

 6月 11日 創立 60周年記念 ダベリング会 

 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 

 3月 12日 青谷梅林（城陽市） 

 4月 2日 花の文化園（河内長野市） 

 5月 7日 弘川寺（河南町） 

 6月 11日 勧修寺・花しょうぶ（山科区） 

 連絡先 TEL 06-6996-4649 葭崎幸正 方 

輪行クラブ大阪 

 3月 26日  大川沿い 花見ラン 

 4月 23日 浜寺公園 

 5月 21日 山ノ辺の道 

 6月 25日 お好み焼きラン 行き先未定 

 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 

 3月 12日 月ヶ瀬散策 

 4月 16日 平城京跡散策 

 5月 21日 天理市内散策 

 6月 11日 和歌山廃線めぐり 

 連絡先 TEL 090-7968-0834 岩崎 和隆 方 

各クラブの予定は2023年 2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 青少年育成功労者表彰 

岡 正直さん 

 

 2022年 11月 24日，青少年育成大阪府民会議により長年の

青少年健全育成に従事さ

れたことにより吉村洋文

大阪府知事より表彰され

ました。おめでとうござ

います。 

 大阪サイクリング協会

のリーダーとして活躍す

る一方で，1996年から常

任理事や理事を歴任して

こられました（2013年か

ら現在まで監事）。 これ

からも益々のご活躍を祈

念します。 

 

 情報 1    ヘルメット着用の努力義務化 

 

 改正道路交通法の施行により，2023年 4月 1日から自転車

利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。 

１ 自転車事故で死亡した人の約 7割が，頭部に致命傷。 

２ ヘルメットを着用していない場合の致死率は，着用して

いる場合の約 2.3倍。 

 現状では罰則規定はありませんが，上記のデータから自転

車用ヘルメットで頭部を守ることが重要と判断されました。

ヘルメットもツーリングや日常に向いた種類など多様化して

おります。TPOに合わせて選択されればいかがでしょうか？ 

 

 情報 2    書籍（ムック本）の紹介 

 

 京街道，西国街道，西高野街道など関西ではおなじみの場

所が紹介されています（2022年 10月発刊）。 

『旧街道じてんしゃ旅 其の四 幕末・明治維新の道編』 

 ヤエスメディアムック ¥1,320. 

 その他，其の一：東海道編，其の二：旧中山道編，其の

三：旧甲州/旧日光/旧奥州道中編が発刊されています。旅の

計画にいかがですか？ 
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 雑感      地域に仲間が集まる場を！ 

 

 2023年 1月 24日（日本経済新聞）に矢口悦子氏（東洋大学

長）が指摘する興味深い記事がありました。 

 第二次世界大戦後，地域社会の担い手として青年への期待

が高まり，青年教育が盛んに取り組まれました。地域の公民

館や小中学校に夜間に集まり，仲間と語らい，サークル活動

が始まりました。さらに1953年の青年学級振興法の後押しに

より夜間や休日を利用した多様なコース，団体が設けられま

した。その後の高度経済成長期にはレクリエーション中心で

若者が交流する場が形成され，男女問わず，出会いの場でも

ありました。 

 しかしながら21世紀に入り，正規雇用でない雇用形態の変

化とともに社会では不安定化の要因が増えてきました。かよ

うな時代だからこそ，若者の居場所，長く付き合っていける

仲間づくりが重要と説いています。 

 古きサイクリングクラブは，1950年代後半，このような時

代に生まれました。さらにショップや職場を中心としたクラ

ブもこの時期に設立されていきましたが，ショップ，企業と

も廃業，世代交代，クラブ活動の停滞，廃止などで受難を迎

えます。ただかような時代の変化を超えて存続している歴史

あるクラブは，やはり同好の士の熱意の賜物でしょう。 

 個人的にも40年前，学生時代に社会人中心のクラブに入会

し，職業，年齢の異なる方々と接することで，先をゆく先輩

方の結婚，子育て，退職などをみて，自分の歩んでゆく先が

実感できました。学生時代の仲間や職場の同僚，先輩，後輩

もそれぞれの場面，局面では強いつながりはあります。しか

し，そしりを免れず言うならば，点的なものかも知れませ

ん。利害関係，しがらみのない様々な年齢，職業の方々との

「同好の士」としてのつながりは会員の多少の消長はあるも

のの，ベルト状に永年と続いています。大昔，クラブの役員

になる前，大御所に「誰でも（参加者，会員）乗ること（参

加）のできる列車（クラブ）を運行し続ける（活動・運営）

ことが重要」と言われたことがありました。 

 昨今，高齢化や少子化の対策が叫ばれていますが，単体の

対策だけでなく，仲間づくりは重要な要素でしょう。若者だ

けでなく，すべての世代に必要なことと実感しております。 

 サイクリングという趣味を通じて，交流を深めてゆきませ

んか？ 

貝柄 徹 

 

 情報 3   主催者を代えて，継続開催 決定！ 

 

 2022年 3月号（No.438）にて永年開催しておられた行事の

終了をお知らせしました。しかし有志により継続開催される

ことになりましたので，お知らせします。 

 

■箕面山ヒルクライム 

 主催者が変わり、｢箕面山ヒルクライム同好会｣として再出発

いたします。 

 春の訪れと共に箕面の山に挑戦してみましょう!!  まだま

だコロナの影響が出ていますが各自考慮し、健康づくりに頑

張って登りましょう 

。 

期   間 2023年 3月 5日〜 

記帳場所 箕面公園 政の茶屋 

記帳時刻 9:00〜17:00 

参 加 費 無料 

主  催 箕面山ヒルクライム同好会 

担  当 長濱 博之  (タケザワサイクルフレンド) 

     06-6392-8918 

 

■おはようサイクリング 

 ｢ショップタケザワ｣さんより引き継ぎ，過去同様に4月〜

10月末まで開催しております。 

 コロナ感染も少しは衰えてきましたがまだ安心は出来ませ

んが，朝の綺麗な空気を吸って健康づくりに参加しましょう!! 

 

期  間 2023年 4月 2日（日）〜10月 29日（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〜 

会  費 無料 

主  催 タケザワフレンドクラブ  

担 当 小林 義広  06-6392-8918 

 

行事報告 

・初詣サイクリング（三社詣り） 

 1月 8日  参加者 28名 

 寒いながらも好天に恵まれました（報告参照）。 

・大阪サイクリング協会「懇談会」 

 1月 11日  参加者 7名 

 今年の行事を検討しました。 
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 報告    初詣サイクリング（三社詣り） 

 2023年 1月 8日  

 

 寒いながらも雨，雪の心配がなく，大阪城公園に28名が集

合。津山OCA会長の年始のご挨拶を頂き，元気に出発。今

回，初めての試みで，複数のお社を詣でることとなった。大

阪人には「天満の天神さん」として親しまれる大阪天満宮

へ。受験時期でもあり，やはり人気が高い。実は正殿だけで

なく，登竜門や大将軍社など，いわゆるパワースポットの多

いお社であることは，少し前，受験生の親になって初めて知

った。そのまま市内を南下し，「いくたまさん」と呼ばれる天

王寺区の難波大社 生國魂神社へ。参加者のみによる特別祈祷

の後，お守りを授かる。ここで昼食の予定であったが，まだ

早いこともあり，皆さんのご意見により紀州街道を住吉大社

へ南下する。ここもまた多くの大阪人は「すみよっさん」と

愛称で呼ぶ。正月三が日を過ぎているにもかかわらず国宝の

社殿などに参拝者は多い。各人で参拝頂いた後，解散とす

る。 

 私どもは長居公園で昼食後，平野区の大念仏寺にも寄って

「三社詣り+1寺」を詣でる初詣サイクリングを終えた。今年

こそ宿泊行事を行いたいものだ。        貝柄 徹 

 

生國魂神社（2023.1.8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   大阪サイクリング協会の今後の予定        
2023年 

 4月 2日 OCA輪行講習会（難波宮） 

 5月 28日 まわろうよ!!＆好きやねん 大阪編 

 7月 9日 ぶどう狩り 

 7月12日 OCA講演会 

 9月24日 OCA輪行講習会（長居公園） 

10月未定 近畿サイクリングフェスティバル 

10月 28日〜29日 OCAぐるっと一泊ツアー 

11月 19日 みかん狩り 

2024年 

 1月 14日 初詣サイクリング 

 1月 10日 OCA懇談会 

 2月 18日 市内めぐり 

 3月 5日 観梅サイクリング 

 3月 24日 好きやねん終了大会 

■好きやねん自転車 in OSAKA 2023 「テーマ：駅・駅舎」 

  2023年 4月 1日〜2024年 2月 29日 

■まわろろうよ!!KINKI 2023 「テーマ：駅・駅舎」 

 2023年 3月 1日〜2023年近畿フェス 1か月前（期日未定） 

■次回ニュース発行予定日 

 2023年 6月 1日 
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