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

（元印旛沼サイクリング編）
現在の印旛沼は干拓で縮小していますが、干拓前の土手が舗装され少ない交通量でサイクリング
に最適です。歩行者の多いサイクリングロードを離れ、一般道をストレス無く走りましょう。
青空のもと、田植えの終わった田圃の中、新緑に彩られる里山の裾を巡り、五月の空気を楽しみ
ます。昼食はグリーブの全粒小麦粉手打ちうどんを予定しています。
◆日
時 ：２０１７年５月１４日（日） 出発１０：３０
◆集合場所 ：ＪＲ成田駅東口広場（京成線利用時は京成成田駅西口から徒歩2分）
◆解散場所 ：ＪＲ成田駅前 １５：００予定
◆コ ー ス ：ＪＲ成田駅前－下総松崎駅－長門川－元印旛沼土手－グリーブ武蔵野うどん鈴木
(昼食)－双子公園－宗吾霊堂－ＪＲ成田駅 走行距離約３８km
◆参 加 費 ：無料（事前に参加の連絡を頂けるとありがたいです。）
一般参加 １，０００円（ガイド、保険料）
◆担
当 ：河野照夫（コースリーダー：松本哲也）
◆連絡・問合せ：tca-tokyo@tokyo-cycling-association.com
◆そ の 他 ：本行事参加にあたっては、道路交通法を遵守するとともに、マナーを守り安全運転
に努めて下さい。本行事中の事故は全て自己責任とします。
雨天の場合中止です。（雨天の判断は、開催日前日の夕方６時５３分からのＮＨＫ
総合テレビの千葉の天気予報で午前または午後が雨の時。）

走行予定ルート

武蔵野うどん

長門川
【3月末現在
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ＴＯＫＹＯ ＳＴＡＭＰ ＲＡＬＬＹ
◆今年度のテーマは、東京の始発駅めぐり◆
日本では、１９７０年代は多くの大企業においても５５歳が定年でした。しかし現代においては
６０歳未満の定年制は禁止され、さらに定年年齢は延びようとしています。
それは、ある人にとっては先へ先へと遠くなる逃げ水に見えるかもしれません。ある人にとっ
ては、生活の安定と働く喜びの延長ととらえているかもしれません。しかし、定年は人生の再出
発ととらえることもできるでしょう。
鉄道においては乗り換える鉄道もなくまさに終点、まさに始発駅が東京にもあります。
バスやタクシー以外に乗り換える鉄道が無い駅を終着駅、始発駅と定義しました。
そんな始発駅が都内になんと１６駅も見つかりました。簡単に判断でき無い駅もありました。
今回その中の４駅で皆さんをお待ちしたいと思います。
１．実 施 方 法
①東京サイクリング協会が指定した日時に、指定したチェックポイント（ＣＰ）を訪れて頂きます。
②チェックポイントの開設時間は午前１１時から１３時までです。（時間厳守）
③主催者は、チェックポイントで会員名簿により記録管理します。
④参加者には参加記念（自己記録確認用）として最初に参加したときにカードをお渡しします。
その後、参加するごとにシールを貼らせていただきます。
◆走るコースは自分で決めて下さい。途中あるいは往復とも輪行を組み合わせることも自由で
す。但し、ＣＰには自転車と共に来てください。自転車を押し歩いて来てもＯＫです。
２．参 加 方 法
申込は、開催当日ＣＰで受け付けます。事前の申し込みなど必要ありませんが、事前に登録
していただけるとメールで情報提供をいたします。
毎回チェックポイントで新規受付もします。その際自己記録確認カードをお渡しします。
期間中いつから参加されてもかまいません。すべて廻らなくてもかまいません。
１回でもかまいません。その場で入会も受け付けます。
◆参加費(４回分)：会員 ５００円、一般 １，０００円（参加初回時に現地でお支払いください）
◆連絡問い合せ：ホームページ「問い合わせ（tca-tokyo@tokyo-cycling-association.com）」
又は事務局（０３－３５４１－６５４０）へ
「問い合わせ」して２日を経ても応答無き時は事務局へご連絡ください。
◆担当：河野照夫
３．その他
・全チェックポイントの内、４個所を巡った参加者には、後日完走証を差し上げ、「サイクリ
ストの夕べ」で顕彰します。（「サイクリストの夕べ」の参加費は別途必要です。）
・雨天中止とします。雨天の判断は、開催日前日の夕方６時５３分からのＮＨＫ総合テレビの
天気予報で、午前または午後が雨の場合。
・本行事参加にあたっては、道路交通法を遵守するとともに、マナーを守り安全運転に努めて
下さい。本行事中の事故は全て自己責任とします。
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４．チェックポイントの場所
始発駅・終着駅名
西高島平駅

事業者と路線名

始発駅・終着駅の場所

東京都交通局／三田線

板橋区高島平６丁目１

是政駅

西武鉄道／多摩川線

府中市是政５丁目８－２

西武園駅

西武鉄道／西武園線

東村山市多摩湖町４丁目２９－１

東京都交通局／荒川線

荒川区南千住１丁目

三ノ輪橋停留場

５．チェックポイント開設日
ＮＯ．

チェックポイント開設日

始発駅・終着駅名

チェックポイントの場所

1

６月４日

西高島平駅

板橋区高島平６丁目１

2

７月２日

是政駅

府中市是政５丁目８－２

3

８月６日

西武園駅

東村山市多摩湖町４丁目２９－１

4

９月１０日

三ノ輪橋停留場

荒川区南千住 1-26-10 瑞光公園※

※三ノ輪橋停留場のチェックポイントは北西に２６０ｍ移動した瑞光公園です。

都営三田線／西高島平駅

西武多摩川線／是政駅

西武西武園線／西武園駅

都営荒川線／三ノ輪橋停留場

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

20th TOUR OF JAPAN & サイクルドリーム・フェスタ
２０１７ツアー・オブ・ジャパン東京ステージの開催は、５月２８日（日）の予定です。
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。また、５月５日(祝)に外苑絵画館前で開催されるサイクルドリーム
フェスタのスタッフも募集しています。ご協力頂ける方は事務局までご連絡ください。
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２０１７年度 活動計画
○印はＴＣＡ独自で行なう事業
４月 ８日(土)
４月 ９日(日)
４月１１日(火)
４月１８日(火)
４月２３日(日)
５月 ５日(祝)
５月 ８日(日)
５月１４日(日)
５月２１日(日)
５月２８日(日)
６月 ４日(日)
６月 ５日(月)
６月１１日(日)
６月１８日(日)
６月２５日(日)
７月 ２日(日)
７月 ９日(日)
７月２３日(日)
８月 ６日(日)
８月１３日(日)
９月 ２日(土)～３日(日)
９月１０日(日)
９月１０日(日)
９月１７日(日)

○ 渡良瀬ミーティング前泊ラン（小山国際第一ホテル）
第８回渡良瀬ミーティング
○ 第５１回 理事会
○ 第２５回 評議員会
○ 第１０１回 「視覚障害者とタンデムを楽しむ集い」 （パレス）
サイクルドリームフェスタ２０１７ (外苑) ［自普協］に協力
「交通安全子供自転車東京大会」交通安全協会に協力（平和島）
○ Pottering Tokyo Region「元印旛沼編」
○ 第１０２回 「視覚障害者とタンデムを楽しむ集い」 （パレス）
第２０回ツア・オブ・ジャパン東京ステージ ［自普協］に協力
○ Tokyo Stamp Rally 始発駅（第一回）
自転車活用推進議員連盟青空総会（協力）
○ 輪行実践講習会 荒川サイクリング
○ 荒川冠水橋廻りと麦秋サイクリング
○ 奥多摩ツアー
○ Tokyo Stamp Rally 始発駅（第二回）
○ Pottering Tokyo Region「“翼” 大田区界隈編」
○ 第１０３回 「視覚障害者とタンデムを楽しむ集い」 （パレス）
○ Tokyo Stamp Rally 始発駅（第三回）
○ 東京マラソンコースサイクリング
第６１回全国サイクリング大会 in 兵庫
○ ＪＲＰＳ「タンデムを楽しむ集い」
（パレス）
○ Tokyo Stamp Rally 始発駅（第四回）
○ Pottering Tokyo Region「足立区編」

１０月 １日(日)
○ 荒川上流ハーフセンチュリーライド（浮間公園）
１０月１５日(日)
第１０４回 「視覚障害者とタンデムを楽しむ集い」（パレス）
１０月２１日(土)～２２日(日) ２０１７関東甲信越ブロックサイクリング大会 in 埼玉
１１月１４日(火)
○ 第５２回 理事会
１１月
日(日)
○ フリーラン『東京いいとこ自転車散歩』
１２月
日( )
○ 第２６回 評議員会＆２０１７年を送る『ＴＣＡサイクリストの夕べ』
１月 ７日(日)
○ フリーラン『東京いいとこ自転車散歩』(初詣ラン新春顔合わせ)
１月
日( )
自転車をもっと好きになる講習会「ハンドメイド展」
１月２７日(土)
○ 特別講習会
２月 ４日(日)
○ 白鳥見物ツーリング
２月１８日(日)
○ 講習会（パンク修理と日常メンテナンス）
３月
日( )
○ ＴＣＡ指導者更新研修会
３月
日( )
○伊豆大島
【その他】
毎日曜日にパレスサイクリングで乗り方指導に指導者派遣
毎月第一日曜日にパレスサイクリングでスポーツバイク講習に指導者派遣
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