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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〒104-0061 中央区銀座7-15-11-1201 Tel・Fax 03-3541-6540

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

【募

集

要

項】

◆開催日時：２０１８年６月１０日（日）８時１５分集合（出発 ８時３０分） １６時３０頃解散
◆集合場所：ＪＲ浮間舟渡駅前
◆コ ー ス：浮間舟渡駅 ― ホンダエアポート ― 川幅日本一 ― 滝馬室橋 ― 原馬室橋 ― 東京
フライングクラブ ― 高尾橋 ― 雄飛ヘリポート ― 樋の詰橋 ― 西野橋 ― 浮間
舟渡駅前（解散） 走行距離 約１０５ｋｍ
◆参 加 費：ＴＣＡ会員無料（要事前参加申込）
一般の方は １，０００円（現地でお支払いください）
◆募集人員：７名
◆申込方法：事前の申し込みが必須です。
tca-tokyo@tokyo-cycling-association.com、または事務局（０３－３５４１－６５４０）
◆問い合せ：tca-tokyo@tokyo-cycling-association.com（問い合わせ）にメールし、２日経て
も応答の無いときは事務局にご連絡下さい。
◆担

当：河野照夫

◆そ の 他：①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
合テレビの東京の天気予報で午前または午後が雨の時は中止です。
②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。
③ヘルメット・グローブの着用をお願いします。

滝馬室冠水橋

原馬室冠水橋
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【募

集

要

項】

◆開催日時：２０１８年６月１７日（日）８時３０分集合、１６時頃解散予定
◆集合場所：池袋西口公園（東武百貨店と東京芸術劇場の間にあります）
◆コ ー ス：池袋西口公園 － 池袋駅 － 高崎線(電車移動) － 上尾駅 － 荒川土手 － 和光市駅
－ 東武東上線(電車移動) － 池袋駅 － 池袋西口公園（解散）
走行距離 約４０ｋｍ（坂はほとんどありません）
◆参 加 費：ＴＣＡ会員無料（要事前参加申込）・ 一般の方は １，０００円
他に交通費（池袋－上尾 \583、和光市－池袋 \247）、昼食代がかかります。
◆募集人員：７名
◆申込方法：事前の申し込みが必須です。（確認事項があります）
tca-tokyo@tokyo-cycling-association.com、または事務局（０３－３５４１－６５４０）
◆問い合せ：tca-tokyo@tokyo-cycling-association.com（問い合わせ）にメールし、２日経て
も応答の無いときは事務局にご連絡下さい。
◆持参する物：自転車及び分解組立に必要な工具類及び輪行袋等一式。
◆担

当：河野照夫

◆そ の 他：①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
合テレビの東京の天気予報で午前または午後が雨の時は中止です。
②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。
③ヘルメット・グローブの着用をお願いします。
～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

ＴＯＫＹＯ ＳＴＡＭＰ ＲＡＬＬＹ
◆今年度のテーマは、公園めぐり◆
【開

催

要

項】

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等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。
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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(３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
①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
東京の天気予報で午前または午後が雨の時は中止です。
②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。
③ヘルメット・グローブの着用をお願いします。
４．チェックポイントの場所
回数

チェックポイント場所の名称

チェックポイントの場所

第１回

都立小金井公園

東京都小金井市、小平市、西東京市、武蔵野市

第２回

お台場海浜公園

東京都港区台場 1 丁目

第３回

都立秋留台公園

東京都あきる野市二宮・平沢

５．チェックポイント開設日
回数

チェックポイント開設日

チェックポイント場所の名称

第１回

６月２４日（日曜日）

都立小金井公園

第２回

８月２６日（日曜日）

お台場海浜公園

第３回

９月１６日（日曜日）

都立秋留台公園

都立小金井公園

都立秋留台公園
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２０１８年度 活動計画
○印はＴＣＡ独自で行なう事業
４月 ７日(土)
４月 ８日(日)
４月１１日(火)
４月１５日(日)
４月１８日(火)
４月２２日(日)
５月 ４日(祝)
５月 ５日(祝)
５月 ６日(日)
５月２０日(日)
５月２７日(日)
６月１０日(日)
６月１７日(日)
６月２４日(日)
７月 ８日(日)
７月１５日(日)
７月２２日(日)
８月１２日(日)
８月２６日(日)
９月 ９日(日)
９月１６日(日)
９月２３日(日)

○ 渡良瀬ミーティング前泊ラン（ホテル津賀屋）
第８回渡良瀬ミーティング
○ 第５５回 理事会
○ Pottering Tokyo Region「本佐倉城址と元印旛沼編」
○ 第２６回 評議員会
○ 第１０５回 「視覚障害者とタンデムを楽しむ集い」 （パレス）
○ ２０１８東京センチュリーライド荒川上流
サイクルドリームフェスタ２０１８ (神宮外苑)［自普協］に協力
交通安全子供自転車東京大会（平和島）「交通安全協会」に協力
○ 第１０６回 「視覚障害者とタンデムを楽しむ集い」 （パレス）
第２１回ツア・オブ・ジャパン東京ステージ ［自普協］に協力
○ 荒川冠水橋廻りと麦秋サイクリング
○ 輪行実践講習会 荒川サイクリング
○ Ｔｏｋｙｏ Ｓｔａｍｐ Ｒａｌｌｙ（第一回 小金井公園）
○ 奥多摩ツアー
○東京サイクリング「東京水辺巡り」
○ 第１０７回 「視覚障害者とタンデムを楽しむ集い」 （パレス）
○ 東京サイクリング「オリンピックマラソンコース」
○Ｔｏｋｙｏ Ｓｔａｍｐ Ｒａｌｌｙ（第二回 お台場海浜公園）
○ ＪＲＰＳ東京「タンデムを楽しむ集い」
（パレス）
○ Ｔｏｋｙｏ Ｓｔａｍｐ Ｒａｌｌｙ（第三回 秋留台公園）
○ 東京サイクリング「五色不動巡り」

１０月 ７日(日)
○ 荒川上流ハーフセンチュリーライド
１０月１４日(日)
○ 第１０８回 「視覚障害者とタンデムを楽しむ集い」（パレス）
１０月２０日(土)～２１日(日)
２０１８関東甲信越ブロックサイクリングラリー茨城大会
１１月 ４日(日)
○ 東京サイクリング「高いとこ低いとこ」
１１月１４日(水)
○ 第５６回 理事会
１１月１７日(土)
○ 特別研修会
１２月 ８日(土)
○ ２０１８年を送る『ＴＣＡサイクリストの夕べ』
１２月１２日(水)
○ 第２７回 評議員会
１月 ６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(土)
○自転車をもっと好きになる講習会「ハンドメイド展見学」
１月２０日(日)
○ Pottering Tokyo Region「印旛沼白鳥見物編」
２月１０日(日)
○ 講習会「パンク修理と日常メンテナンス」
３月
日(土)
○ ＴＣＡ指導者更新研修会
３月 ９日(金) ～１１日(日) ○ＴＣＡ一泊ラン「伊豆大島椿まつり」
３月３１日(日)
○Pottering Tokyo Region「お花見サイクリング」
【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
毎日・祝日に神宮外苑で乗り方指導に指導者派遣
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