ＴＣＡの合言葉 ①自転車で風を追いかけよう②健康と友情の輪をひろげよう③道と自然と文化に親しもう
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サイクリストの五楽 ①輪楽・自転車を楽しみ ②行楽・旅を楽しみ ③道楽・道を楽しみ ④友楽・友と楽しみ ⑤遊楽・遊びを楽しむ

６月の第63回は雨天で変則的に実施したため、再度、東京シティサイクリングの新しいコース
の下見を兼ねて実施いたします。
日
時：８月２０日（日） 集合 ９時 （９時１５分 スタート予定）
集合場所：神宮外苑サイクリングセンター
コ ー ス：神宮外苑 〜 西新宿・都庁 〜 参宮橋 〜 表参道 〜 青山墓地 〜 六本木 〜
東京タワー 〜 パレスサイクリング 〜 佃 〜 豊洲(ガスの科学館) 〜 築地〜
数寄屋橋 〜 新橋 〜 虎ノ門 〜 赤坂見附 〜 神宮外苑（解散 14時頃）約３５km
※ 東京都・警視庁と協議中のためコースは、予定コースです。
担
当：北川常夫（当日の連絡は、携帯電話：０９０−９１４２−２６２１）
問合せ先：東京サイクリング協会事務局・中村（ ℡：０３−３５４１−６５４０ ）
注意事項：フリーランは自由参加です。但し、途中で離脱する時は仲間やコース担当者に声を
かけて下さい。サイクリング中の事故、けが等に十分注意して各自の責任において
走って下さい。

東京シティサイクリングのスタッフ協力依頼
２００１年から実施されてきた東京シティサイクリングに、ＴＣＡは特別協力として実行委員
３名とスタッフを派遣してきています。今年はコースを一新して９月１７日（日）の開催です。
会員各位のご協力をお願いします。可能な方は事務局へご連絡下さい。
また、下記の要領でＴＣＡスタッフの打合せ会を開催します。出席の方は、事務局へ連絡下さ
い。
日 時：２００６年９月１２日（火） １９：００〜２１：００（予定）
場 所：文京区民センター3Ｂ会議室
〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜

第５３回「タンデムを楽しむ集い」は、神宮外苑サイクリングコースで行います。
ボランティアとして協力して頂ける方は、事務局中村まで出来るだけ早めにご連絡下さい。
ご協力頂いた方には昼食を用意します。当日は、午前９時までに神宮外苑サイクリングセン
ター前に集合して下さい。１０時よりスタートし、１２時までサイクリングを楽しみます。
なお、雨天の場合は中止となりますので、当日不明な時は下記にお問合せ下さい。
〔 TEL : ０７０−５０２５−６８６７(中村)又は 携帯：０９０−８５０７−４０３１(藤田) 〕
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自転車をもっと好きになる講習会『交通法規』
２００４年９月の常任委員会から議題となり、具体的な内容・開催形態・体制等について検討
を続けていた講習会をやっと開催できた。
今年の春から警察庁・警視庁が自転車に対する違反の取り締まりを強化する動きが始まった時
期とも合致したことと、会員の関心事でもあるためか多人数50名の参加者となった。
講師には、パレスの大野事務局長のはからいにより警視庁交通総務課交通安全教育企画係長の
三枝警部に来ていただいた。
資料として、自転車乗用死亡事故の統計
と道路交通法が配布され、ＴＣＡで以前か
ら作ってある「道交法及び関係法令におけ
る自転車の規定」の資料を希望者に有料
（コピー代）で渡した。
ところで、誤解が多いのだが、今回は自
転車に関する法規が変わったわけではなく
昭和53年（1978年）に改定されてから変更
されていないのである。
ただし、この時点に採り入れられた自転
車の歩道通行を認める政策が20年近く経過
したために、現場の警察官・自動車運転
者・自転車利用者の間に車両としての自転車の位置付けが薄れてしまい、歩道への強制的な誘
導・幅寄せ・通行可とされていない歩道の走行などの現象に現れるように、社会全体が自転車の
車道走行を阻害する様相を呈してしまっている。
さらには、安価な輸入自転車の氾濫により点検・整備・品質が劣化し、マナーの低下と相まっ
て事故が、特に都内で増えているため積極的な対策に動き出した。
警部は、このあたりの問題を丁寧に説明され、法の不備の面についても言及された。
我々がどのような会員からなる団体（組織）で、どんな活動をしているかを十分に伝える時間
がなかったため、話をするのに苦労させてしまい、警部に直接聞くのではなく我々の中でも十分
に対応して解決できる質問も一部出たりしたが、質疑応答においても真摯に対応していただいた。
今後は、例えば「事故事例の報告、事故後の
対処策等について聞きたい」等の意見も出た。
法規改正の動きについても言及されたので、
我々としてもユーザーの団体として発言する機
会を持てるようにしたいと考える。
会員の関心も高く必要性もあるテーマであり、
協会が目的とする事業としても大いに意義のあ
ることなので、今回の開催だけで終わらせるこ
と無く、協会として検討委員会などを立ち上げ
て法規についての調査を続け会員への指導・徹
底を行っていきたい。
指導部

メールアドレスの確認
今年からＪＣＡ賛助会員受付の記入用紙にメールアドレスの欄が追加されました。
以前のニュース（No.176 2003.11）でも通知したのですが、メールアドレスをお持ちの方は、
t‑
kitagawa@hi‑
ho.ne.jp（北川：総務担当理事）までご連絡ください。
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これまで既にメールを交換している方々は良いのですが記入や判読のミスを正すためにも確認
したいと思います。
これらのメールアドレスは、定例のニュース以外に緊急や個別の情報交換に役立っています。
また、ＴＣＡニュースは昭和51年に模様替えしてから今回で200号になりますが、ＴＣＡの公式
ホームページhttp://tokyo‑
cycling.web.infoseek.co.jp/ にはバックナンバーを公開しています。
今月号は、200号を記念してカラーでの発行としてみましたが、希望の方にはメール配信による
電子ファイル(pdf) の形で送付しています。常にカラーで印刷媒体の郵送よりも早く手元に届く
ことになります。

タブレットＰＣの入手
ＩＢＭのコミュニティーグランツ（企業の社会貢献制度）により、今年度はノートパソコン
（Think Pad X41）を入手しました。
４年前に手に入れた事務局のノートパソコン（Think Pad R31‑
48J）より小さく（Ａ４→Ｂ５ファ
イルサイズ）軽いので持ち運びに便利です。
昨年の液晶プロジェクターと一緒に使用して会議・講習会等で大いに利用したいと思います。

乗り方教室の受講者より
初心者乗り方教室の受講者から事務局へお礼のメールが届きました。

東京サイクリング協会
理事 事務局長 中村 洋一郎 様
（お礼）

「神宮外苑 自転車の乗り方教室」を修了して

長い梅雨も明け いよいよ夏本番、暑中お見舞い申しあげます。
さて、私は三鷹市下連雀に在住の澤田宣子と申します。
この6月初旬から、延べ15時間／5日間 「神宮外苑 自転車の乗り方教室」で学習させ
ていただき 7月30日やっと修了できましたので、お礼のご挨拶を申しあげます。
当初からメイン指導者として 増淵様 が、正に手取り足取りポイントをつきわかり易
く、私が自信をもって行動できるまで段階を踏み丁寧にご指導くださいました。
最終日の「サイクリングコース1.2ｋｍ」の実習でも付き添い走行くださりながら励ま
しと交通ルール・標識の見方・楽な乗り方等を要所々々でアドバイスいただきましたので、
自信を持つことができ、風を切るスピードも体験できました。
毎回、頭から爪先まで汗まみれの奮闘でしたが、「60の手習い」で長年の夢がかなえら
れ達成感を味わいながら爽快な気分で家路につくことができました。
これから先、町中の交通量の多い狭い道で乗りこなせるかの課題はありますが乗れるよ
うにしてくださり感激と感謝でいっぱいです。
他の指導者の方々も厳しく優しくご指導くださり皆様に感謝申しあげますとともに猛暑
の折からどうぞお身体ご自愛くださいますよう よろしくお伝えください。
ありがとうございました。
末筆ながら貴協会の益々のご繁栄とご発展をお祈り申しあげます。
澤田 宣子
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昨年開催した関東甲信越ブロックサイクリングラリーでは、協力いただいた方々、また、賛同
いただいた方のご協力で無事に終えることができましたことを感謝いたします。
昨年は雨のため､あるいはホストスタッフとしての大島参加のため、走れずに欲求不満の方も多
かったと思います。また、宿舎として使用した大島セミナーハウスが本年９月末日で閉鎖となる
ことから「大島メモリアルツアー」と題したランを企画いたしました。
潮風を体中に受けて走る海岸線、体力勝負の三原山登山(選択）等コースには事欠きませんが、
昨年企画した本来の主旨であるところのサイクリングを堪能していただきます。
【実施要領】
日 程： ２００６年９月２２日(金）２２：００ 〜 ９月２４日(日）１９：００
＊船は全て座席指定となってます
会 費： 会員２０，０００円（宿泊１泊２食、船賃）
会員外２２，０００円（宿泊１泊２食、船賃＋保険等経費）
−昼食・自転車利用料金等は含まれません（輪行、レンタル）
内 容： 大島一周コース(中級向き）
プラス三原山登山（健脚者）
バーベキューパーティー
自転車： 自己負担ですが、参考まで
−輪行 片道
５００円(船のみ）
−レンタル２日 ３，０００円(参加申込時、申込）
申 込： 東京サイクリング協会 事務局０３−３５４１−６５４０
締切り： ８月２６日（土）先着３０名
スケジュール
９月２２日 ２２：００ 竹芝桟橋集合(輪行の場合は袋入り済み）
２３：００ 乗船･出港（さるびあ丸)
９月２３日 ０５：１０ 大島到着・仮眠・朝食（朝海館）
０８：００ サイクリング出発
ぷらっとハウス（牛乳） ⇒ 海岸線のサイクリングコース
⇒ 郷土資料館 ⇒ リス園 ⇒ 三原山噴火口見学・観光 ⇒
山頂で島弁当の昼食 ⇒ アジサイレインボーライン ⇒
大島公園手前 ⇒ 裏砂漠見学 ⇒ 一気に下って本日の宿へ
（宿泊施設が都営ですので 17:00 までにチェックイン）
１６：３０ サイクリング終了
大浴場で汗を流してください
１８：００ 夕食は、バーベキューで盛り上がります
９月２４日 ０８：００ サイクリング出発
波浮港 ⇒ トオシキ ⇒ 地層断面 ⇒ 大島火山博物館 ⇒
貝の博物館｢ぱれ・ら・めーる｣ ⇒ 温泉でゆっくり ⇒
昼食 ⇒ パームライン ⇒ 港
１３：００ サイクリング終了
１４：２０ 乗船･出港（さるびあ丸)
輪行で乗船します。船内では、昨年の関東甲信越ブロック
と今回のサイクリングの話題に華を咲かせましょう。
１８：３０ 到着･解散
【7月末現在 会員数323名】
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