ＴＣＡの
ＴＣＡ の 合言葉 ① 自転車で
自転車 で 風 を 追 いかけよう②
いかけよう ② 健康と
健康 と 友情の
友情 の 輪 をひろげよう③
をひろげよう ③ 道 と 自然と
自然 と 文化に
文化 に 親 しもう
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〒104104-0061 中央区銀座7
中央区銀座7-1515-12 Tel・
Tel・Fax 0303-35413541-6540

サイクリストの
サイクリストの五楽 ①輪楽・
輪楽・自転車を
自転車を楽しみ ②行楽・
行楽・旅を楽しみ ③道楽・
道楽・道を楽しみ ④友楽・
友楽・友と楽しみ ⑤遊楽・
遊楽・遊びを楽
びを楽しむ

平成２２
平成２２年度会員登録
２２年度会員登録（
年度会員登録（更新）
更新）のお知
のお知らせ
平成２２年度会員証の更新を受け付けます｡ 年会費は
年会費は、5 , 0 0 0 円 (ＪＣＡ賛助会費 4,000円を
含む)。更新の際は、次の口座に振込むか事務局に郵送あるいは持参してください。
東京サイクリング協会事務局：〒135-0041 江東区冬木22-32 森芳ビル502 （5月に移転）
振込の場合の口座番号は下記の通りです。（自分の名前を忘れずに書いて下さい）
①郵便振替：口座番号 ００１００－９－１９００４８
東京サイクリング協会
②銀行振込：三井住友銀行銀座支店 口座普通 ７４０１９６８
東京サイクリング協会

平成２２
平成２２年度
２２年度理事会
年度 理事会、
理事会、評議員会開催のお
評議員会開催のお知
のお知らせ
 第３４回理事会を、４月１３日(火) 午後７時～９時まで、文京区民センター２Ｂ会議室で行
ないます。今年３月末で理事の任期(２年)が終り改選となります。
主な議題 ①平成２１年度活動報告、収支決算報告 ②平成２２年度活動計画、予算案
③理事の改選
④その他
 第１７回評議員会及び第３５回理事会を、４月１９日(月)午後７時～９時まで、文京区民セ
ンター３Ｃ会議室で行ないます。今年度は、評議員の改選年度になります。
新年度の評議員の候補者について立候補、推薦があれば４月１２日までに事務局へ申し出
てください｡ 主な議題は、上記と同じです。

平成２２
平成２２年
２２年タンデムのつどい
タンデムのつどい日程
のつどい日程
今年の『視覚障害者とタンデムを楽しむ集い』の開催スケジュールは、下記の日曜日に決ま
りました。今年も５回計画しています。ボランティアスタッフのご協力をお願いします。
 ４月４日（日）・ ８月２９日（日）
神宮外苑サイクリングコース
 ５月９日（日）・ ６月２０日（日）・ １０月３１日（日） パレスサイクリング

１４ｔｈ
１４ ｔｈ TOUR OF JAPAN
２０１０ツアー・オブ・ジャパン東京ステージの開催は、５月２３日（日）になります。
例年どおり走路自主警備員の派遣要請があり協力をいたします。
詳細については未定ですが、例年と同様の予定です。
ご協力頂ける方は事務局までご連絡下さい。
 募集人員：先着３５名 定員になり次第締め切ります。
 集合場所：東京協会事務局前(中央区銀座７－１５－１２) 午前７時４５分までに集合

事務局の
事務局の住所が
住所が変わります
東京サイクリング協会事務局が「 江東区冬木22-32 森芳ビル502」に一時移転していました
が、５月下旬から元の場所の１２階に戻ります。（詳細は事務局にお問合せください。）
〒104-0061 中央区銀座７－１５－１２－１２０１ 銀座セブンビル
【3月現在
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会員数416名】

第１回渡良瀬ミーティングは、４月１１日（日）に決りました。
当日各自で集合場所の渡良瀬遊水地（谷中湖）に向かっても結構ですが、東京サイクリング協
会としては、集合時間の制約があるため前泊する一泊ラン（4/10）も計画しています。
予定コースは、①ＪＲ常磐線
亀有駅北口
８時３０分集合 ９時頃スタート
（葛西用水に沿って走る）
②東武伊勢崎線 春日部駅東口 １３時集合 １３時３０分頃スタート
（江戸川自転車道～関宿（休憩）～利根川自転車道～館林）
各コースの時間等詳細については事務局に問合せてください。
宿泊場所： 「つつじが岡パークイン」（館林市サイクリングターミナル）
群馬県館林市花山町２９１６－４ 電話：０２７６－７５－８４８４
一泊二食 ８，０００円
定
員： ３０名 ＪＣＡ会員限定（女性の場合は部屋の調整可能）
締め切り： ４月１日（木）
～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

恒例のバーベキューを今年も実施します。場所はいつもの若洲海浜公園です。前日からの準備
を兼ねてキャンプもします。たまには楽しいものです。奮って参加ください。スタッフのご協力
もお願いします。

{ 開 催 要 項 }
日
会
集
内

時： 平成２２年４月２５日（日）午後０時～３時 （雨天中止）
場： 都立若洲海浜公園キャンプ場（江東区若洲一番先）
合： 現地会場 午前１１時３０分
容： ①サイクリングは現地集合の集中ランとします。
②会場では、バーベキューパーティーをいたします。
③食後は、公園内のサイクリングコースを、海を眺めながら走ったり、レクリェー
ションを楽しんで下さい。
④前日キャンプを予定しています。参加希望者は事務局へご連絡ください。
参 加 費： 大人 2,500円
子供(小学生) 1,500円
６歳未満は無料
申込方法： ４月２０日迄に下記事務局（仮事務所）まで
〒135‐0041 江東区冬木 ２２－３２ 森芳ビル５０２ 中村方
東京サイクリング協会 『春のサイクリング係』（ Fax : 03-3641-4110 ）
お問合せ： 東京サイクリング協会 Tel : ０３－３６４１－４１１０
当 日 の 現 地 連 絡 先 Tel : ０９０－６４１５－８１６５（中村）
そ の 他： ●参加費当日払いの為、申込みは確実にお願いします。先払いも歓迎します。
●参加を取消す場合は、出来るだけ早めに事務局へ連絡して下さい。
●自動車をご利用の方は、公園駐車場 \500/回 です。
●小雨等で実施の可否が判らない場合も上記の電話番号にお問合せください。
●前日（２４日）のキャンプは、別途費用となります。
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{ 開 催 要 項 }
1．日
時： 平成２２年(2009)５月４日(祝) ＊雨天決行
７時～８時 受付
2．会
場： 荒川河川敷道路
スタート／ゴール 大島小松川公園自由の広場（都営・東大島駅小松川口=東側より３分）
3．内
容： (1) Ａクラス（146km）
制限時間 ７.５時間
(2) Ｂクラス（82km）
制限時間
５時間
(3) Ｃクラス（42km）
制限時間
３時間
4．参 加 費： 一 般 3,000円
ＪＣＡ賛助会員 2,000円
5．参 加 者： 16歳以上で自らの力でコースを走行できる方。18歳未満は保護者の承認要
6．定
員： 各クラス100名 Ａクラスは、過去に同様の大会の参加経験が必要です。
7．申
込： (1) 参加費を下記の口座に振替で払い込んでください。
郵便振替：口座番号 ００１００－９－１９００４８ 東京サイクリング協会
(2) その後申込用紙に必要事項を記入して下記（仮事務所）に郵送して下さい。
〒135‐0041 江東区冬木 ２２－３２ 森芳ビル５０２ 中村方
東京サイクリング協会 東京センチュリーライド実行委員会
8．締
切： 平成２２年４月２０日（火）までに必着（定員に達した時点で締め切ります）
9．注意事項：
コース図・ゼッケン等は主催者が準備しますが、自転車・修理用具・携帯の食料・飲
料等は参加者が各自持参して下さい。特に車検は行いませんが自転車の整備(前照灯、
前後ブレーキ、警音器等を装着)は各自が責任を持って行って下さい。また、安全のた
めにヘルメットの着用を推奨します。
走行中の事故については参加者個人の責任で処理して下さい。
他人を巻き込んで事故が起きた場合は、当事者間で処理を行って下さい。
荒天等で中止の場合でも参加費の払い戻しは行いません。
その他 ：センチュリーライドとは、センチュリー (100マイル＝160km)の距離を走る
ことを目標として、今回は、その3/4(120km)、1/2(80km)、 1/4(40km)のサイズで行う
もので、決められたコースを各自のペースで走ります。
スタート・ゴールの他、コース上の主要地点にサポートポイントを置き、スタート
時刻を指定し所用時間を記録しますが、競走でも集団走行でもありません。
基本的には単独走です。交通規則は遵守し、特に歩行者を優先して下さい。
※個人情報は、行事運営および開連する情報発送のためのみに使用し、個人情報の保護を徹底します。
切り取り線

第７回 東京センチュリーライド
東京センチュリーライド参加申込書
センチュリーライド参加申込書
平成 22 年
区別：Ａ(１４６km)，Ｂ(８２km)，Ｃ(４２km)（いずれかを○で囲う）
ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

ＪＣＡ会員番号

．

性別

生年月日

住所 〒
メールアドレス
過去の参加実績(大会名・開催日を記入)

月

日

．
年齢

才※

※保護者承認

印

電話

．

携帯電話

．
．
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