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平 成 2 4 年 度 事 業 報 告 

 

特定非営利活動法人 ドゥールース 

 

Ⅰ．事業期間  

平成 24年４月１日～平成 25年３月 31日 

 

Ⅱ．事業概要と成果 

  平成 22 年 7 月に立ち上げた「ＮＰＯ法人 ドゥールース（以下当法人という。）」も、

早や３年が経とうとしています。エコアイテムとして自転車が注目され、趣味やファッ

ションとして「自転車競技」を楽しむ方々が増えてきているのは、当法人が主催する「岸

和田バンク走行会」の参加者を見るにあたって実感するところであります。しかしなが

ら、テレビや各メディアでも報道されていた「マナー違反」や「交通違反」が増えてい

ることも事実です。当法人は直接、自転車利用者とコミュニケーションをとれる立場に

ある事から、これからも「自転車マナー」や「正しい自転車の乗り方」の指導を続けて

いきます。 

当法人が主体事業として岸和田市から受託している「サイクルピア岸和田ＢＭＸ（以

下当施設という。）」の運営及び維持管理業務では、当法人の地道な活動が芽を出しつつ

あります。それは、周辺の方のＢＭＸ利用者が増加していることや、施設利用について

の問い合わせが増えていることにあります。元プロ選手としての観点を生かし、来場さ

れた方へのサービスの向上や、ＢＭＸ初心者に対する講習の実施、的確なアドバイスや

指導、利用者の安全を第一としたＢＭＸコースの維持管理に努めた結果だと思います。 

その他に「自転車競技の体験及び研修事業」では、岸和田競輪場内だけにとどまらず、

岸和田駅前通り商店街でのイベントへの参加や、他府県でのイベントへの参加に積極的

に取り組んでまいりました。また、幼稚園児を対象にした、人気の「ランバイク試乗会」

と、自転車に乗り始めた子供たちが、安全に正しく自転車に乗るための「自転車マナー

研修事業」では、後日リピーターが当施設を訪れることもあり、その中からＢＭＸ競技

に移り、関西の大会で優勝するなど、素晴らしい実績を残しています。今後も正しい自

転車の乗り方や、自転車に乗ることの楽しさを伝えていけるように努めていきます。 

また、「自転車競技会の開催事業」においては、大会運営を円滑に行うために、岸和田

市・競輪選手会大阪支部・関西ＢＭＸ競技連盟（以下ＫＢＵという。）との連絡を密にと

り、連携を深めることで、ＪＢＭＸＦ全日本ＢＭＸ連盟（以下ＪＢＭＸＦという。）シリ

ーズ戦を含めた大小の大会を招致し実行することが出来ました。 

次に「クラブハウス運営事業」においては、「自転車の修理及び自転車・自転車部品の

販売」を目的とする「プロショップ・ルース」の内観をリニューアルし、プロショップ

でありながらも、わかりやすい陳列と区分け、何よりも価格をギリギリまで下げること   
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で、自転車競技を始める方に、気軽に商品を求め易くしました。また、「カフェ・ドゥ

ー」の飲食スペースをはじめ、２階フリースペースやロッカールームでは、常に室温

や清潔感に気を配り、快適な空間作りに努めました。 

 最後に、今年で２度目となる「震災復興支援活動」は、今回も関西サイクルスポー

ツセンターさんとのコラボレーションで、10月に岩手県大槌町で行ってまいりました。

２年を経た現在も、取り戻されていない「日常」の中にある方々が、少しでも多く笑

顔を出せるように、「自転車」を使ってやれることがまだまだある事を実感し、次年度

においても継続して行っていきたいと思いました。 
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Ⅲ．事業の実施に関する事項 

 

＜ 事 業 の 実 施 状 況 ＞  

 

１．自転車競技の体験及び研修事業 

１） 【事 業 名】  クラブ・ラン 

【事業内容】  参加者は、クラブハウス内のサイクルショップの顧客だけではな 

く、ドゥールース・ホームページでも広く募り、当クラブハウス 

を出発点とした、サイクリングや本格的なロード・トレーニング 

を行った。 

しかし、今年度に予定していた「レース」及び「エンデューロ」

への参加に関しては人数的に苦しく、他チームとの合同参加も視

野に入れたが、調整がつかず実現できなかった。クラブ・ランで

の人数が増加傾向にあるので、来年度での実現を目指す。 

【実施場所】 クラブハウスから岸和田市近郊（サイクルマップ参考） 

【実施時期】 平成 24年 5月より平成 25年 3月末まで間  合計：23回 

【対 象 者】  自転車愛好家  合計：参加者 181名 

【従 事 者】  ２～３名（職員１名、競輪選手会大阪支部１～２名） 

 

 ２）  【事 業 名】 岸和田バンク走行会 

     【事業内容】 自転車競技会と競輪選手会大阪支部の協力のもと、偶数月の日曜

日に行った。現役の競輪選手と一緒に走れることのへ喜びと、自

転車に乗って思い切りペダルを漕ぐことを楽しんでもらった。 

     【実施場所】 サイクルピア岸和田・岸和田バンク 

     【実 施 日】 平成 24年 4月 21日・6月 24日・8月 25日・12月 16日 

            平成 25年 2月 24日                  合計：5回 

【対 象 者】  自転車愛好家  合計：181名 

     【従 事 者】  ６～８名 

（職員１名、自転車競技会２名、競輪選手会大阪支部３～５名） 

    【収  支】 (収入 90,500円)（支出 110,020円） 

 

 ３）  【事 業 名】 ＢＭＸ初心者講習会（ＢＭＸ教室） 

【事業内容】 当施設でＢＭＸを始められた方を中心とする「ＢＭＸ初心者講習 

会」は、「ビギナー」、「ステップ・アップ」、「スペシャル・クリニ 

ック」、「ガールズ」等、細分化することで、目的に応じて受講で 
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きるようになった。イベントの無い月に１回行いました。有料で 

はあるが、受講料を抑え、回数を増やしたことで、告知が早い場 

合は定員（10名）を超えることもある。 

        【実施場所】 サイクルピア岸和田ＢＭＸコース 

【実施時期】 平成 24 年 5 月より平成 25 年 3 月末までの間  合計：19 回 

【対 象 者】  ＢＭＸ初心者   合計：147名 

     【従 事 者】  １～２名（職員１名、ＢＭＸライダー１～２名） 

【収  支】 （収入 147,000円）（支出 190,000円） 

 

４） 【事 業 名】 ランバイク試乗会 

     【事業内容】 「コマ付」から「コマ無し」自転車への移行をスムーズに出来る

ようにするために開発された「ランバイク」を使っての試乗会。「出

張形式」と「来場形式」で行った。短い時間での試乗会ではある

が、バランス感覚を保つことの難しさと、おもちゃ感覚で走れる

ことの喜びを感じてもらった。 

     【実施場所】 修斎幼稚園、春木カトリック幼稚園、サイクルピア岸和田ＢＭＸ 

     【実 施 日】 平成 24年 11月 13日 

            平成 25年 2月 21日、2月 25日、3月 4日      合計：4回 

【対 象 者】  幼稚園児  合計：269名 

     【従 事 者】  ３～８名 

（職員３～４名、競輪選手会大阪支部３～５名） 

 【収  支】 （支出 80,290円） 

 

 ５） 【事 業 名】 自転車初心者講習会 

    【事業内容】 市有施設で、他団体が行う各教室と同様に講習会を予定していま

したが、保険の取り扱いや広報紙への表記の方法に課題が残り、

当施設内においての個別講習にとどまりました。 

【実施場所】      サイクルピア岸和田ＢＭＸ施設内 

【実施時期】 随時 

【対 象 者】 サイクルピア岸和田へ  来場された方（幼児から小学生） 

    【従 事 者】 １名（職員１名） 

 

 ６） 【事 業 名】 岸和田市堺町子供会「春のレクレーション」 

    【事業内容】 昨年に引き続き、今回で２回目となるこの事業は、岸和田市の子 

供会のイベントにＢＭＸを取り入れてもらい、楽しさを体験して 

もらうことを目的とし、今回はリピーターも数人参加し、時間を 
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忘れて楽しんでもらった。   

   【実施場所】 サイクルピア岸和田ＢＭＸコース 

      【実施日時】 平成 24年 5月 27日（日） 

     【対 象 者】  岸和田市堺町子供会の児童  合計：参加者 36名 

        【従 事 者】 ４名（職員） 

     

７） 【事 業 名】 泉南地区スポーツ推進委員会「研修会」 

      【実施内容】 泉南地区スポーツ推進委員会の方々に自転車の楽しさ、面白さを 

子供たちに伝えてもらうために「岸和田バンク」と「ＢＭＸコー 

ス」の体験走行を行った。 

【実施場所】  サイクルピア岸和田・岸和田バンク及びＢＭＸコース 

      【実施日時】 平成 24年 6月 2日（土） 

     【対 象 者】  泉南地区スポーツ推進委員会  合計：参加者 100名 

        【従 事 者】 ７名（職員４名、競輪選手会大阪支部３名） 

    【収  支】 （収入 40,000）（支出 44,444） 

 

８） 【事 業 名】  ふぁみりー夕涼み会 10周年記念イベント 

                「サイクルピア岸和田ＢＭＸコース体験走行会」 

    【実施内容】 岸和田市の協力のもと、当施設周辺校区の小学生を対象に、ＢＭ 

Ｘを体験してもらった。後日、この体験走行が楽しかったと、Ｂ 

ＭＸを始めた児童もいた。 

   【実施場所】 サイクルピア岸和田ＢＭＸコース 

    【実施日時】  平成 24年 8月 21日（火）  

     【対 象 者】  競輪場周辺地区在住の小学生  合計：参加者 15名 

 

９） 【事 業 名】  サイクルピア岸和田ＢＭＸコース体験走行会 

                          「青少年活動友好都市交流事業」 

      【実施内容】 岸和田市の協力のもと、岸和田市と小田原市の「交流イベント」 

の内での「ＢＭＸ体験」。ＢＭＸを楽しんでもらったことで、青少 

年の交流に一役たてたかと思います。 

  【実施場所】 サイクルピア岸和田ＢＭＸコース 

      【実施日時】 平成 24年 11月 24日（土） 

      【対 象 者】 小田原市市ジュニア・リーダーズ・クラブの中高生並びに、 

            岸和田市新緑会の中高生  合計：参加者 23名 

    【従 事 者】 5名（職員 4名、選手会大阪支部 1名） 

    【収  支】 （支出 6,760円） 
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１０） 【事 業 名】 自転車足自慢大会 

    【実施内容】 プロの競輪選手が扱う「ピストバイク」を固定された状態で、実 

際に漕いでもらい、年齢や性別によってカテゴリ分けをし、最高 

スピードを競ってもらった。 

    【実施場所】 サイクルピア岸和田・ＢＢスタジアム横、岸和田駅前通り商店街 

    【実施日時】 平成 24年 4月 9日～11日  平 24年 11月 10日～11日 

【対 象 者】  サイクルピア岸和田（競輪場）へ来場された方 

 参加者合計：65名 

           岸和田駅前通り商店街へ訪れた方 

                               参加者合計：260名 

        【従 事 者】 21名（職員 7名、競輪選手会大阪支部 14名） 

    【収  支】 （収入 370,755円）（支出 260,689円） 

   

２．自転車マナー研修事業 

 １） 【事 業 名】  自転車マナー教室 

            市内の小学校（低学年）・子供会には、岸和田警察署が行う、既存

の交通安全教室があり、連携を試みましたが、様々な課題があり、

対象を幼稚園や保育園に変更することになりました。自転車に乗

り始めの幼児ということもあり、自転車に乗る時のマナーや車の

周りの死角について指導しました。 

 【実施場所】 修斎幼稚園、春木カトリック幼稚園、サイクルピア岸和田ＢＭＸ 

     【実 施 日】 平成 24年 11月 13日 

            平成 25年 2月 21日、2月 25日、3月 4日      合計：4回 

【対 象 者】  幼稚園児         合計：269名 

     【従 事 者】  １～２名（職員１名、競輪選手会大阪支部１名） 

 【収  支】 （支出 11,200円） 

 

３．自転車競技会の開催事業 

１） 【事 業 名】 ジャパンシリーズ第１戦 

【実施場所】  サイクルピア岸和田ＢＭＸコース 

【実 施 日】 平成 24年 4月 15日（日） 

【対 象 者】 ＢＭＸ競技者 合計：参加者 145名  観客 338名 

 【従 事 者】  ３～８名（職員３名、競輪選手会大阪支部５名） 

【収  支】 （支出 29,880円）    
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２） 【事 業 名】  関西ＢＭＸ競技大会シリーズ戦 

  【実施場所】  サイクルピア岸和田ＢＭＸコース 

 【実 施 日】  24年 6月 10日・8月 5日・10月 7日・12月 2日 

25年 2月 17日      合計：5回 

【対 象 者】 ＢＭＸ競技者    合計：参加者 185名  観客 472名 

 

 【従 事 者】  ３～８名（職員３名、競輪選手会大阪支部２名） 

      【収  支】 （支出 226,982円） 

 

４．自転車の修理及び自転車・自転車部品の販売事業 

   自転車の修理及び販売に関しては、「元プロ選手」の経験を生かしたアドバイスやサ 

  ービスを行ない、購入された方々に納得してもらえるように努めて参りました。 

 来場者や利用者が増えたこともあり、24年度は完成車及びフレーム、合わせて 39台 

を販売しました。 

 

５．クラブハウス運営事業 

  昨年の暮れごろから、電話やサイクルピア岸和田に直接来場し、利用について問い 

合わせに来られる方も増えました。 

  そのことを受け、今年度においては、クラブハウス内のサービスの充実を図り、利 

用される方々には、よりよい環境で過ごしていただけるように努めました。 

 【24年度来場者数】  12,961人 

   

６．自転車普及活動（広報などについて） 

   今年度後半から、facebookの活用や他団体にリンクさせることに成功し、インタ    

   ーネット環境を利用した広報活動の充実を図ってきました。また、ＴＶなど各メディ 

アへの取材協力や、競輪場内外のイベント時において、ポスターの掲示やＢＭＸコー 

スのリーフレットを配った。 

1.  4月 13日（金） 関西テレビ・生活情報番組「よ～いドン！」の取材に協力。 

2.   4月 24日（木） 関西テレビ「特ダネ」の取材に協力。 

  3.   5月 7日（月） ＦＭ放送局の目黒ＦＭの取材に協力。 

  4.   5月 13日（日） 生活情報誌「読売ファミリー」の取材に協力。 

  5.  5月 25日（金） 関西ウォーカーに電話取材協力。 

  6.  6月 23日（土） ケーブル放送局Ｊ～comの録画取りに協力。 

  7.  7月 13日（金） 自転車専門雑誌「ファンライド」の取材に協力。 

  8.  8月 4日 （土） 朝日放送バラエティー番組「ごきげんブランニュ」収録に協力。 
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  9.   9月 25日（火） ラジオ岸和田の取材に協力。 

10. 10月 8日（月） 競輪場内イベントにおいて、リーフレットの配布。 

11.  10月 13日（土） 地域情報誌「泉州美人」の撮影会に協力。 

 12. 11月 10日（土） 岸和田駅前通商店街イベントにて、リーフレットの配布。 

    ～11日（日） 

 13. 11月 14日（水） 修斉幼稚園での活動時において、リーフレットの配布。 

14. 11月 22日（木） 地元歌手・池田夢見のＰＶの撮影に協力。 

15. 12月 19日（水） 地元歌手・池田夢見のＰＶが YouTube上で配信開始。 

 16. 12月 23日（日） 泉州美人撮影会に協力。 

 （平成 25年） 

 17.  2月 20日（木）  日本文芸社「週刊漫画ゴラク」の連載漫画の写真取材に協力。 

 18.  2月 21日（金）  自転車ポータルサイト「さいくるじゃむ」協力体制をとる。 

  

７．その他の活動 

【事 業 名】 サイクルマップの作成・配布 

【実施内容】 競輪選手会大阪支部協力のもと、岸和田市の観光地やグルメ情報 

も併せた「自転車の周遊マップ」ともいうべき、サイクルマップ 

を６月に作成。ＨＰ上にもリンクさせ、クラブハウス内に掲示し 

た。 

    【対 象 者】 サイクルピア岸和田・クラブハウスを訪れた方、岸和田近郊の自 

転車愛好家 

    【従 事 者】 ３人（職員２名、競輪選手会大阪支部１名） 

 

８．  【事 業 名】  ＢＭＸフリースタイルショー 

    【事業内容】 ＢＭＸフリースタイル・元日本代表と全日本クラスの選手を招き、 

ショーを催すことで、幅広い年齢層の方々に自転車の楽しさを知 

ってもらった。 

     【実施場所】 岸和田競輪場：ＢＢスタジアム前広場 

【実施日時】 平成 24年 4月 15日（日） 

【対 象 者】 競輪場に来場された方 

【収  支】 (収入 148,240円)（支出 115,905円） 

 

９．  【事 業 名】 復興支援活動 ランバイク体験走行会 

    【事業内容】 未だ復興ままならない被災地へ赴き、自転車を使って楽しんで貰

う。 

   【実施場所】 岩手県大槌町吉里吉里小学校 
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【実施日時】 平成 24年 10月 20日～21日 

    【対 象 者】 岩手県大槌町の小学生 

【従 事 者】 2名（競輪選手会大阪支部 2名） 

【収  支】 （支出 169,125円） 

 

 

 

10.   社員総会の開催状況 

 

第 3 回通常総会 

  （日時）   平成 24 年 6 月 29 日 午後 12 時 30 分から午後 14 時 30 分 

  （場所）   大阪府岸和田市春木若松町 22-38 サイクルピア岸和田ＢＭＸクラブハ

ウス 

  （社員総数） 11 名 

  （出席者数）  8 名(表決委任者 3 名) 

  （内容）   ・平成 23 年度事業報告について 

         ・平成 23 年度決算報告について 

         ・平成 24 年度事業計画について 

         ・平成 24 年度収支予算（案）について 

         ・クラブチームの運営について 

         ・その他について 

 

 

理事会その他の役員会の開催状況 

理事会 

  （日時）   平成 24 年 6 月 16 日 午後 16 時から午後 18 時 30 分 

  （場所）   大阪府岸和田市春木若松町 22-38 サイクルピア岸和田ＢＭＸクラブ 

ハウス 

  （理事総数） 3 名 

  （出席理事） 古原勝己、谷岡博行、森村優 

  （内容）   ・ＪＫＡ補助事業について 

         ・ホームページ運営について 

         ・その他について 

  

  ドゥールース会議 

  （日時）   平成 24 年 11 月 7 日 午後 15 時 30 分から 17 時 30 分 
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  （場所）    大阪府岸和田市春木若松町 22-38 サイクルピア岸和田ＢＭＸクラブ

ハウス 

  （出席者数）  理事 2 名、職員 4 名、施行者 7 名 

  （出席理事）  谷岡博行、森村優 

  （内容）   ・平成 24 年度上半期事業報告について 

         ・平成 24 年度上半期収支決算報告について 

         ・その他について 

 

 ドゥールース会議 

  （日時）   平成 24 年 12 月 4 日 午前 10 時から 12 時 30 分 

  （場所）   大阪府岸和田市春木若松町 22-38 サイクルピア岸和田ＢＭＸクラブハ

ウス 

  （出席者数） 職員 4 名、施行者 3 名 

  （内容）   ・平成 24 年 10 月、11 月、事業報告について 

         ・平成 24 年 10 月、11 月、収支決算報告について 

         ・その他について 

 

 

 ドゥールース会議 

  （日時）   平成 25 年 1 月 8 日 午前 10 時から 12 時 30 分 

  （場所）   大阪府岸和田市春木若松町 22-38 サイクルピア岸和田ＢＭＸクラブハ

ウス 

  （出席者数） 職員 3 名、施行者 3 名 

  （内容）   ・平成 24 年 12 月、事業報告について 

         ・平成 24 年 12 月、収支決算報告について 

         ・その他について 

 

 ドゥールース会議 

  （日時）   平成 25 年 1 月 16 日 午後 14 時から 16 時 

  （場所）   大阪府岸和田市春木若松町 22-38 サイクルピア岸和田ＢＭＸクラブハ

ウス 

  （出席者数） 理事 3 名、職員 4 名、施行者 7 名 

  （出席理事） 古原勝己、谷岡博行、森村優  

（内容）   ・平成 24 年度、四半期（10 月～12 月）、事業報告について 

       ・平成 24 年度、（4 月～12 月）、収支決算報告について 

       ・その他について 
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ドゥールース会議 

 （日時）   平成 25 年 2 月 7 日（木）午前 10 時から 12 時 30 分 

 （場所）   大阪府岸和田市春木若松町 22-38 サイクルピア岸和田ＢＭＸクラブハ

ウス 

 （出席者数） 職員 3 名、施行者 3 名 

 （内容）   ・平成 25 年 1 月、事業報告について 

         ・平成 25 年 1 月、収支決算報告について 

        ・その他について 

 

 

 


