平成 26 年度事業報告書

特定非営利活動法人 ドゥールース

Ⅰ事業期間
平成 26 年 4 月 1 日～27 年 3 月 31 日
Ⅱ事業概要と成果
「特定非営利活動法人ドゥールース（以下、当法人という。
）」は平成 22 年 7 月の設立か
ら 4 年半が経ちました。今年度も現役・OB の競輪選手が自らの重ねてきた経験を活かし、
ＢＭＸをはじめ、ピストバイクやロードバイクの乗り方指導から大会出場、クラブランなど
の引率などを通して楽しさを伝え自転車普及に邁進してまいりました。
ＢＭＸのコース管理に関しましても、岸和田市及び日本競輪選手会大阪支部の協力で、ど
のような季節、天候においても利用者からみて安心、安全にとり行うことができたと思いま
す。大会誘致については 5 月、全日本ＢＭＸ連盟シリーズ第 1 戦、第 2 戦の西日本初の 2 日
連続開催を誘致することができ、関西ＢＭＸ競技連盟シリーズ戦も 8 月までにサイクルピア
岸和田ＢＭＸコースで行う全レースの日程を終了する事が出来ました。上半期は昨年度と同
じ流れの通常業務でしたが、下半期は西日本で記念すべきＫＥＩＲＩＮグランプリが初開催
され大成功を収められましたことは当法人としても大変嬉しく、その大成功の後に続くこと
のできるようＫＥＩＲＩＮグランプリに伴う工事などでＢＭＸコースがクローズ期間中に
もそういった期間でこそできない普及活動などを積極的に行いました。
中でも、岸和田市内の幼稚園へ「ランバイク試乗会＆交通マナー「安全」教室」などは例
年より回数を増やしました。近年、自転車のマナーについては道路交通法の改正など世間で
注目されることも多くなりましたので、マナー重視の教室の充実に努めました。教室では園
児に、より吸収してもらえるよう指導にあたる当法人から訪問したスタッフが「競輪選手」
という魅力あるスポーツ選手であることやオリンピック出場歴のある素晴らしい「ＢＭＸ選
手」であることをわかりやすく写真などを使い説明し、まずは園児を引きつけ集中させるこ
とから始め、今までになかった紙芝居やクイズ形式での自転車のルール説明、手作りの人気
キャラクターの等身大パネルを使ったドライバーからの死角を楽しく体験してもらうなど、
園児がどのような雰囲気の中で学ぶことを求めているのかを探りながら年齢に的確に合わ
せた、より吸収力のあるインプット方法を採りました。
こういったことは、コース管理、クラブハウスの運営、ＮＰＯ活動などどの部分にも通じ
ることであり、それを発展させていくには業務によって相手のニーズが何であるかをより的
確に捉え支持を得ることが必須であり、継続的に足を運んでいただける施設にしなくてはな
りません。今年度はそれを多く学び、来年度以降もそれを活かし更なる発展に努めてまいる
所存です。
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Ⅲ．実施事業の詳細
１．自転車・ＢＭＸ競技大会の誘致と実施について
１）

ＢＭＸ競技大会
【実施場所】

サイクルピア岸和田ＢＭＸコース

【対象者】

ＢＭＸ競技者

（１）ＪＢＭＸＦジャパンシリーズ戦＃１・＃２
（実施日）平成２６年 ５月 ４日（日）

参加者１６０名 来場者３８２名

（実施日）平成２６年 ５月 ５日（月・祝）参加者１５９名 来場者３７６名
（２）関西ＢＭＸ競技連盟シリーズ戦（合計６回）
（実施日）平成２６年 ４月 ６日（日）雨天中止、 ６月 ８日（日）、
７月１３日（日）雨天中止、
８月 ３日（日）雨天中止、
平成２７年 ２月１８日（日）雨天中止、 ３月１５日（日）
参加者 ６８名 来場者１５７名
２）

自転車競技大会
【実施場所】 サイクルピア岸和田・岸和田バンク
【対象者】

ピスト・ロード競技者

（１）関西トラックフェスタ第３戦
（実施日）平成２６年６月２２日（日） 参加者 １１０名
２．ＢＭＸ並びに自転車の普及事業
１） ＢＭＸ教室（合計６回）
【実施場所】 サイクルピア岸和田ＢＭＸコース
【対象者】

ＢＭＸ初心者、ＢＭＸ競技者

（実施日）平成２６年 ４月２７日（日）
、 ６月１５日（日）
、 ７月１３日（日）
８月２４日（日）、 ８月３１日（日）、９月２８日（日）
平成２７年 １月２４日（土）
参加者
【収支】

104,500 （参加費）

【支出】

123,347 （講師料など）
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６７名

２） ＢＭＸ体験走行会
【実施場所】 サイクルピア岸和田ＢＭＸコース
【対象者】

子供会などの児童

（１）熊取町スポーツ推進委員協議会（わくわくプレイランド）
（実施日）平成２７年 ３月２７日（金）参加者 ３名

同伴者 １名

３） 岸和田バンク走行会（合計６回）
【実施場所】 サイクルピア岸和田・岸和田バンク
【対象者】

自転車愛好家

（実施日）平成２６年 ４月２０日、 ６月

８日、 ８月 ３日、

１０月２６日、 １月１１日、 ３月 ３日、
※全日程 日曜日に実施

参加者 ２２９名

【収入】

114,500（参加費）

【支出】

114,500（参加者飲料、保険料など）

４） クラブラン（合計２０回）
【実施場所】 サイクルマップを対照とする岸和田市周辺地域
【対象者】

自転車愛好家

（実施日）平成２６年 ５月１８日、 ５月２５日、 ６月 １日、
６月１５日、 ７月 ６日、 ７月２７日、
８月１７日、 ８月３１日、 ９月２８日、
１０月 ９日、１１月 ２日、１１月２３日、
１２月 ７日、１２月１４日、
平成２７年 １月 ４日、 １月１８日、 １月２５日、
２月 １日、 ２月１８日、 ３月 ８日
※全日程 日曜日に実施

参加者 １３６名

５） トラックミーティング
【実施場所】サイクルピア岸和田・岸和田バンク
【対 象 者】

自転車愛好家

【実 施 日】

平成２６年 ７月２０日（日）参加者 １０名
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３．特定非営利活動に係る事業
１）阪本章史杯～ＧＡＮ ＣＵＰ～

《ＪＫＡ補助事業》

ＢＭＸの楽しさを知ってもらおうと北京オリンピック代表阪本章史選手の冠名を
貰い、保護者や日本競輪選手会大阪支部の協力のもと、ＢＭＸ初心者が参加しやすい
独自のルールで開催するＢＭＸレース。
【実施場所】 サイクルピア岸和田ＢＭＸコース
【対象者】

ＢＭＸ初心者・競技者

【実施日】 平成２６年 ４月２７日、 ６月２２日、７月２０日、
平成２７年 ３月２２日。
※全日程日曜日に実施
【収入】
【支出】

参加者合計２３８名 来場者合計６６７名

76,672（ＪＫＡ補助金）
205,726（備品など）

２）ランバイク試乗会＆交通マナー「安全」教室
ランバイク（ペダルなし自転車）の試乗体験と自転車・自動車両方の目線から指導
する交通マナー・安全教室。
【対象者】

幼稚園児

（１）天神山幼稚園（訪問）
【実施日】 平成２６年１１月２１日（金） 園児 ３５名
（２）大芝幼稚園（訪問）
【実施日】 平成２６年１１月２８日（金） 園児 ７９名
（３）東光幼稚園（訪問）
【実施日】 平成２７年 ２月２０日（金） 園児 ４２名
（４）春木カトリック幼稚園（来場）
【実施日】 平成２７年 ３月 ２日（月） 園児 ９４名（年長）
（５）春木カトリック幼稚園（訪問）
【実施日】 平成２７年 ３月１８日（水） 園児２０３名（年中・年少）
【収入】
【支出】

0
194,700（教材など）

３）
「スピード対決！自転車足自慢大会」
電動ローラーでピスト自転車やＢＭＸの乗ってもらい、最高スピードを競って
もらうイベント。優勝者には景品を進呈。
【対象者】一般来場者
（１）「えぇ！きまえ市＆どんチャカフェスタ」
【実施場所】岸和田駅前通商店街
【実施日】 平成２６年 ４月 ６日（日）
（２）「えぇ！きまえ市＆南大阪フェスタ」
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参加者１５０名

【実施場所】岸和田駅前通商店街
【実施日】 平成２６年 ６月 １日（日）

参加者 ８７名

（３）「いずみ音楽祭」
【実施場所】和泉府中駅前商店街
【実施日】 平成２６年１１月 ２日（日）

参加者 ９９名

（４）「えぇ！きまえ市＆どんチャカフェスタ」
【実施場所】岸和田駅前通商店街
【実施日】 平成２６年１１月２１日（日）
【収入】

99,360（岸和田市）

【支出】

385,151（備品など）

参加者１５４名

４）ランバイク試乗会・ランバイクタイムトライアル
岸和田バンクに来場された親子にランバイクを楽しんでもらい、タイム
トライアル上位の参加者に景品を進呈。
【実施場所】場外発売「京皐月賞」開催時 岸和田バンク場内
【対象者】 岸和田バンク来場者
【実施日】 平成２６年 ５月 ３日（土）
0

【収入】
【支出】

来場者２５名

59,627（日当など）

５）
「グリーンフェスタ」
社会福祉法人青葉仁会主催のサイクルイベント。日本競輪選手会大阪支部と協力
しボランティアで参加しました。
【日時】

平成２６年６月２９日（日）４名参加

６）ミニ運動会
競輪グランプリ２０１４開催に伴いＢＭＸコースクローズをする前に
利用者家族で楽しんでもらおうと３種目のミニ運動会を実施。
【実施場所】サイクルピア岸和田ＢＭＸコース
【対象者】 ＢＭＸコースの利用者並びに来場者
【実施日】 平成２６年１０月１９日（土）
【収入】
【支出】

0
5,449（景品など）
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７）ふるまいコーヒー
競輪グランプリ２０１４当日の早朝から来られた競輪ファンに日本競輪選手会
大阪支部の協力で温かいコーヒーをふるまい、参加選手の朝練習風景などをゆっく
り観覧していただきました。
【実施場所】サイクルピア岸和田競輪場場内第４コーナー付近
【対象者】 競輪ファン
【実施日】 平成２６年１２月３０日（火）
【収入】

85,320（岸和田市委託金）

【支出】

85,320（選手日当、コーヒーなど）

８）競輪初心者セミナー
講師を招き初心者に競輪事業を分かり易く解説、実際に車券を買ってもらい競輪
のスリルと興奮を味わっていただくセミナーを開催。
【実施場所】特別観覧席４Ｆ応接室
【対象者】 競輪初心者
【実施日】 平成２７年 ２月２６日（木）
・２７日（金）参加者合計 ２８名
【収入】
【支出】

127,440（岸和田市委託金）
98,190（講師代、交通費、備品など）

９）堺浜クリテ・イベント
堺浜クリテ開催時に「自転車乗り方教室」
、
「ランバイク試乗会」
、
「ＢＭＸ試乗並
びにミニレース」などイベントの実施予定が当日は大雨により縮小して実施も途中
で撤収。
【実施場所】大阪府堺市 「海とのふれあい広場」
【対象者】 大会参加者・一般来場者
【実施日】 平成２７年 ３月２９日（日） 参加者 ５名
【収入】
【支出】

0
88,290（日当など）
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４．会議等の開催状況
１）平成２６年度第 1 回ドゥールース理事会
【日 時】

平成２６年 ５月２６日（月） 午後１２時３０分～午後１時４５分まで

【場 所】

大阪府岸和田市八幡町７-６３ サイクル会館

【出席人数】

６名
①ＪＫＡ補助事業の期間変更及び実施について
全員一致で承認

２）第４回通常総会
【日 時】
【場 所】

平成２６年 ６月１２日（木） 午後 1 時３０分～午後３時３０分
岸和田市春木若松町２２－３８ 岸和田競輪場

選手食堂

【出席人数】 １４名
①平成２５年度事業報告書
②平成２５年度決算報告書
③平成２６年度事業計画書（案）
④平成２６年度収支予算書（案）
全員一致で承認
３）上半期報告会
【日 時】

平成２６年１２月１５日（月） 午前１０時～午前１０時３０分

【場 所】

岸和田市春木若松町２２－３８ 競輪場内ローズ席

【出席人数】 １４名
①平成２６年度上半期事業報告書
②平成２６年度上半期決算報告書
③平成２６年度下半期について
全員一致で承認
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