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平成 30年度事業報告 

事業期間 

平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

 

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。）を平成 22年７月に設立し、サイクルピ

ア岸和田が平成 23年４月に設立され、丸 8年が経ちました。 

昨年に続き、春に開催される岸和田市民フェスティバルに参加し、雨上がりとはいえ競輪用自転車

での速度計測やＢＭＸ・ランバイク走行体験を 300名近い市民の方々に体験していただきました。 

また関西テレビ朝の人気番組「よ～いドン！隣の人間国宝さん」のコーナーや「報道ランナー」で

取り上げていただいたことで、 サイクルピア岸和田を広くＰＲでき、昨年５月の２倍以上の新規会

員を獲得することができました。 

夏には、クラブチーム「ドゥールース エリートチーム」内で、世界戦年齢別日本代表権の獲得者

は昨年同様たくさんいましたが、実際にアゼルバイジャンでの世界大会に参戦したのは２名（遠方で

あることや治安状況などの理由で開催国によって参加権利はあっても参加者は減少します。）。同じく、

チーム内からアジア大会へ出場した１名は年齢別のアジアチャンピオンに輝きました。国際大会でも

4名が優勝、全日本でも 3 名が優勝と合計 10名が表彰台に乗り、表彰台独占クラスもありました。 

そして、今年で３回目となる《ＣＹＣＬＥ ＰＡＲＴＹ 2018》を岸和田シティプロモーション推進

協議会と共催という形で自転車競技等を柱とし、２日間にわたり開催いたしました。競技の全体エン

トリーも２日間で選手は約 300 人（阪本章史杯エントリー：102人／関西トラックフェスタ：111人

／トラックミーティング：70人／総来場者数約 4,000 人）。場内の盛り上げに一役買うステージショ

ーにおいても、今年はキッズやフラダンス、地元町会若松町青年団によるだんじり囃子だけでなく、

全国大会入賞経験が豊富な久米田高校ダンス部による本格的なダンスショー、さらに東京オリンピッ

クでの追加競技であるＢＭＸフリースタイルのエアトリックショーを実施し、またブース出店のスペ

ースを拡大し、ＢＭＸコースと競輪場に普段あまり馴染みのない方々にもたくさん来場していただく

ことができました。 岸和田カンカンベイサイドモールで開催されたＫＩＳＨＩＷＡＤＡベイサイド

フェスでも、主催の公益社団法人岸和田青年会議所と連携を取り、ＢＭＸ・ランバイク体験で協力さ

せていただきＰＲに務めました。 

こういったイベントでは自転車の様々な楽しみ方を伝え、自転車利用増加の促進につながっている

のは確かです。また 2021年開催のワールドマスターズゲームズ 2021関西を意識した年齢層のカテゴ

リを増やし、参加者がたくさんいた事も喜ばしい事です。 

秋には 8月の台風 20号で破損していた防砂ネットが 9月の 21号によりさらに破損が広がりコース

クローズや走行規制、といったことでＢＭＸの営業にはかなり支障が出ましたが 2日後にはクラブハ

ウスの一般開放を告知し停電・断水でお困りの方へのクラブハウスのシャワーや充電等にご利用いた

だきました。 

秋の祭礼時には、昨年に続き岸和田市社会福祉協議会の車いすユーザーのだんじり見物ツアー「岸

和田バリアブレイクプロジェクト（旧称：車いすユーザーも楽しめる岸和田祭実行委員会）」におい

て、自転車と共通部分の多い車いすの方々の空気圧チェックやブレーキ動作チェック、万が一のパン

クにも備え工具類をもって参加しました。中には今年度はじめて企画したＣＹＣＬＥ ＰＡＲＴＹの

ユニバーサルバンク走行体験に参加してくださった方もいて、“バンクでの体験は本当に素晴らしか

った”“当日の小田原記念場外の車券購入も楽しませていただきました”と嬉しいお声をいただきま
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した。 

競輪普及活動については、岸和田競輪本場開催時に選手会と協力し、競輪ファンの方々とふれあえ

るイベントを企画し、ガイダンスコーナー等で実施いたしました。 

このように、当法人が自転車のプロとして岸和田市の特色ある BMXコースや競輪場といった施設を

地域資源を有効活用することで、だんじりだけではないという岸和田ブランドの強化を図ります。ま

た、記念すべき 2020 年東京オリンピックを来年に控え、オリンピック正式種目と深い関わりのある

サイクルピア岸和田がワールドマスターズゲームズ 2021 関西にも向け、それらの大会の機運醸成と

ともになるようシナジー効果を生めるような街づくりにつながるよう一層業務に邁進いたす所存で

す。 

 

 

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 

  今年度の実施はありません。 

 

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 4戦（inサイクルパーティー） 

【実 施 日】平成 30 年 8月 26日（日）  参加者 157名 

関西トラックフェスタ実行委員会（京都府自転車競技連盟、滋賀県自転車競技連盟）が主催のト

ラックレースシリーズ戦を招致し協力開催。                        

      

企画・実施 山澤成保 

（２）大阪府自転車競技連盟記録会 

24日（日）、ドゥールースから競輪選手を目指している長谷川聖汰郎（19）・森内愛香（18）・島

田愛梨（17）・中瀬由真（26）の 4名が雨天の中、競技連盟の記録会に参加。 

 200ｍ 1ｋｍＴ.Ｔ. 3ｋｍＴ.Ｔ.（女子 2ｋｍ） 

長谷川 聖汰郎 12“43 1‘13“84 4‘04“33 

森内 愛香 14“47 1‘25“82 3‘06“06 

島田 愛梨 13“38 1‘21“18 2‘53“62 

中瀬 由真 15“61 1‘34“06  

企画・実施 山澤成保 
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２．ＢＭＸ並びに自転車の普及活動業務  

 １）ＢＭＸ教室《JKA補助事業》 

  サイクルピア岸和田ＢＭＸコースでＢＭＸ講師を招き、ＢＭＸビギナーを対象に安全な乗車や技

術の向上を目指して指導する。  

  【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 

 

内容 参者数 

4月 14日（土） ビギナー教室（池上泰地選手） 5名 

5月 26日（土） ステップアップ教室（酒井亜樹選手） 4名 

7月 21日（土） ビギナー教室（酒井亜樹選手） 2名 

10月 20日（土） 

 

ビギナー教室（池上泰地選手） 9名 

11月 17日（土） ステップアップ教室（池上泰地選手） 5名 

平成 31年   

1月 26日（土） ビギナー教室（池上泰地選手） 9名 

2月 9日（土） ステップアップ教室（池上泰地選手） 13名 

3月 21日（木・祝） 

 

ビギナー教室（池上泰地選手） 中止 

    

   

       

企画 山澤成保・実施 山澤成保、池上泰地、酒井亜樹 

２）岸和田バンク走行会 

ロードレーサーやピスト自転車で岸和田バンクを走行して競走路の楽しさを体験してもらう。 

  【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 

 

参加者 

 7月 1日（日） 55名 

8月 12日（日） 37名 

10月 14日（日） 41名 

12月 16日（日） 18名 

2月 10日（日） 36名 

   

企画 山澤成保・実施 川井泰介・森村選手・柳原選手・梶原選手・北川選手・佛田選手・小林選手・志水選手 
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３）トラックミーティング in岸和田（inサイクルパーティ） 

大阪府・大阪市自転車競技連盟が主催する走行会に協力し、トラック競技場を体験することで、

競技場での走行に慣れていただくことを目的とした体験走行及び周回練習等を中心に行う練習会

で、１回目を昨年に引き続きサイクルパーティーのイベントとして実施。 

  【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 

 

参加者 

 8月 25日（土） 70名 

 

 

４）自転車乗り方（初心者）教室《ＪＫＡ補助事業》 

補助輪をはずして自転車に乗ることができない小児対象で、補助輪を外して乗ることができるよ

うに指導する教室。関西サイクルスポーツセンターで初心者教室をしていた講師の宮川明氏を招き、

日本競輪選手会大阪支部所属競輪選手と一緒に指導。 

  【実施場所】サイクルピア岸和田・岸和田バンク内 

  【対 象 者】自転車に乗ることができない 5才から小学生 6年まで 

  【実 施 日】5月 13日（日） 参加者 14名 

        10月 21日（日） 参加者 13名 

    

企画 山澤成保・実施 山澤成保、川井泰介、柳原選手、斎藤選手、吉川選手、小林選手、浜田選手、木本選手、

林選手、垣外中選手、水上選手、吉川選手、河本選手  

 

３.その他の活動業務  

 １）サイクルパーティー 

  8月 25日（土）から 26 日（日）、サイクルピア岸和田においてＢＭＸ・ランバイク・トラック・

ロードレース・飲食ブース・ステージショー等の自転車イベントを岸和田シティープロモーション

（ｋｃｐ）と供催。 

    

企画 中岡佐織・実施 ドゥ―ルース、選手会 
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 ２）ドゥールースエリートチーム練習会 

北京オリンピックＢＭＸ日本代表の阪本章史選手を講師に迎え、１年を通じた BMX教室「ドゥー

ルースエリートチーム練習会」を実施。ＡチームとＣチームとＳチームの能力別３部構成で実施。 

【実施場所】サイクルピア岸和田ＢＭＸコース 

  【対 象 者】ＢＭＸ競技者 

実施日 

 

内容 

 

参加人数 

 

 

4月 29日（日） 練習会（9時～） 25名 

5月 12日（土） 練習会（9時～） 24名 

6月 24日（日） 練習会（9時～） 27名 

7月 16日（月・祝） 練習会（9時～） 26名 

8月 5日（日） 練習会（9時～） 24名 

9月 23日（日） 練習会（9時～） 19名 

10月 28日（日） 練習会（9時～） 24名 

11月 18日（日） 練習会（9時～） 17名 

12月 15日（土） 練習会（9時～） 24名 

平成 31年   

1月 19日（土） 練習会（9時～） 21名 

2月 17日（日） 練習会（9時～） 27名 

3月 9日（土） 練習会（9時～） 25名 

   

企画・実施 中岡佐織、阪本章史  

 ３）阪本章史杯～GANCUP～inサイクルパーティー 《JKA補助事業》 

  ＢＭＸ初心者が参加しやすいドゥールース独自のルールで開催するＢＭＸレース大会。                

  【実施場所】サイクルピア岸和田ＢＭＸコース 

  【対 象 者】ＢＭＸ初心者から熟練者 

実施日 

 

来場者 

 

参加人数 

 

 

8月 26日（日） 430名（以上） 100名（ランバイク含む） 

（ランバイクは 25日に実施）   

12 月 23日（日） 302名 88名（ランバイク含む） 

平成 31年   

3月 24日（日） 194名 63名（ランバイク含む） 
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企画・実施 山澤成保・中岡佐織 

４）交通マナー「安全」教室＆ランバイク体験会 

  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・安全教室の実施。 （詳細は報告書参照。） 

   【対 象 者】幼児 

  平成 31年 3月 8日（金）、春木幼稚園にご来場いただき、交通マナー「安全」教室＆ランバイ 

ク体験会を実施しました。 

    

企画 山澤成保・実施 片山知一、川井泰介、山本選手 

 

５）ＢＭＸ・ランバイク走行体験・ローラー台による足自慢大会（スピード対決！） 

（１）「ＢＭＸ・ランバイク走行体験」 

 イベント会場にコースを設置してＢＭＸ・ランバイク走行体験をおこないＢＭＸや 

ランバイクの楽しさを知ってもらうイベント。 

（２）「スピード対決！自転車足自慢大会」 

  電動ローラーや固定ローラーでピスト自転車やＢＭＸに乗ってもらい、最高スピードを競う 

イベント。優勝者や一定のスピードを超えた方には景品等を進呈。 

【実施場所】イベント会場 

【対 象 者】イベント参加者 

 

〇岸和田市民フェスティバル（ＢＭＸ・ランバイク走行体験） 

  5 月 3 日（木・祝）、“岸和田市民フェスティバル”にて 300 名以上の参加者で「ローラーイベ

ント」と「ＢＭＸ・ランバイク試乗体験」のイベントを実施。 

    

企画 川井泰介・実施   
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〇岸和田ベイサイトフェス 2018（ＢＭＸ・ランバイク走行体験） 

  8月 19日（日）、岸和田カンカンベイサイトモールで開催されたベイサイトフェス 2018で 

「サイクルパーティー2018」のＰＲを兼ねてＢＭＸ・ランバイク体験走行会を実施。 

    

企画 中岡佐織・実施 中岡佐織、川井泰介、陶器選手、斎藤選手、浜田選手 

 

〇貝塚二色の浜ビーチラン（スピード対決！自転車足自慢大会） 

  10月 28日（日）、志水祐彦選手、岩井良平選手、山本隼人選手に協力いただき 

貝塚二色の浜ビーチランのイベントにおいて「ローラーイベント」を実施。 

   

企画 山澤成保、川井泰介・ 実施 川井泰介、山澤成保、志水選手、岩井選手、山本選手 

 

〇産業フェア ランバイクレース＆スピード対決 

 11月 11日（日）、岸和田産業フェアにイベント参加、屋内でのランバイクレース大会とイ 

ベントステージ上で固定ローラーによるスピード対決を実施。 

    

企画 中岡佐織・実施 中岡佐織、山澤成保、川井泰介、山下佳子、梶原選手、山本選手、エリートチーム員 

 

〇キッズスポーツアカデミー舞洲（ＢＭＸ体験） 

 11月 25日（日）、大阪舞洲において一日で６種目のスポーツ体験ができるイベントに参加、 

 ＢＭＸ体験走行とローラー台による最高速の速定を大阪支部所属選手の協力により実施。 
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企画 山澤成保・実施 川井泰介、坂本選手、志水選手、丹波選手 

〇ＢＭＸ体験会 

 12月 2日（日）、サイクルピア岸和田ＢＭＸコースにおいて岸和田市教育委員会・岸和田市ス 

ポーツ推進委員協議会が主催のＢＭＸ体験会に協力。 

   

企画 中岡佐織・実施 片山知一、山澤成保、川井泰介 

〇深日港サイクリングフェス（スピード対決！自転車足自慢大会） 

 1 月 19日（土）、岬町で開催された深日港サイクリングフェスにおいて「ローラーイベント」 

と「ＢＭＸ・ランバイク試乗体験」のイベントを大阪支部所属選手の協力により実施。 

       

企画 中岡佐織・実施 山澤成保、川井泰介、梶原選手、中釜選手、藤野選手、中釜健次 

〇四日市記念競輪イベントＢＭＸ・ランバイク体験走行会 

 12月 1日（土）、2日（日）、三重県四日市競輪場内においてＢＭＸ・ランバイク体験走行会 

を実施。 

         

企画 中岡佐織・実施 中岡佐織、山下佳子、酒井亜樹 
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〇岐阜県大垣市駅前「元気ハツラツ市」ランバイク・ＢＭＸ体験イベント 

3月 3日（日）、岐阜県大垣市駅前で開催した「元気ハツラツ市」でジャンパーズストアと 

協力してランバイク・ＢＭＸ体験走行会を実施。 

           

企画 中岡佐織・実施 中岡佐織、酒井亜樹、山下佳子 

 

〇大垣競輪ウィナーズカップ ランバイク・ＢＭＸ体験イベント 

  3月 23日（土）、24日（日）、と大垣競輪場内でランバイク・ＢＭＸ走行体験を実施。 

  

 

企画 中岡佐織・実施 中岡佐織、森内愛香、山下佳子 

 

６）「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に日本競輪選手会大阪支部・奈良支部と協力して

青葉仁会にボランティア協力。 

【実 施 日】6月 3日（日） 選手会 2名  

   

企画 山澤成保・実施 山澤成保、小林選手、西本選手 
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７）サイクルピア岸和田周辺清掃 

  9 月 17 日(月・祝)、だんじり祭りの翌日に競輪場からラパークまでの府道沿いの清掃作業を実

施。 

     

企画 山澤成保・実施 片山知一 

８）ポタリング 

  6 月 3 日（日）、豊岡英子選手に協力いただき、クラブハウスから和泉市のカフェ＆レストラン

「はつが野テラス」まで 9名の参加で実施。 

   

企画 川井泰介・実施 川井泰介、豊岡選手 

９）夕涼み会 

  8月 20日（月）、弘報舘・選手会と協力してスピード対決！自転車足自慢大会を実施。 

   

企画・実施 川井泰介、選手会協力 
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１０）岸和田バンク場内イベント 

  岸和田競輪場内において日本競輪選手会大阪支部と協力し、主に本場開催日に合わせて競輪 

ファンとのふれあいイベントを実施。      

【実施場所】岸和田競輪場内ガイダンスコーナー等 

【対 象 者】岸和田競輪場来場者 

 

実施日 

 

場所 企画 担当 内容 担当選手 

 

 

5月 27日（日） ガイダンス内 川井 川井 ふれあい 金田健一郎・坂本匡洋 

6月 16日（土） ガイダンス内 川井中岡 川井中岡 ふれあい/お出迎え 大谷杏奈・白井美早子・中井勇介・神田絋輔 

6月 17日（日） ガイダンス内 川井中岡 川井中岡 ふれあい/お出迎え/中継 豊岡英子・山本レナ・元砂七夕美・向井円 

7月 15日（日） ガイダンス内 川井 川井 ふれあい 中釜章成・中武三四郎 

7月 16日（祝） ローズルーム

他 

中岡 中岡 女子会/ハーバリウム 白井美早子・谷口友真 

8月 18日（土） ガイダンス内 川井 川井 ふれあい 小林卓人・井上将志 

8月 24日（金） ガイダンス内 川井 川井 ふれあい 大城慶之・福永大智 

9月 13日（木） ガイダンス内 川井 川井 ふれあい 坂本佳憲・岩井良平 

 12月 9日(日） ガイダンス内 川井 川井 ふれあい 原田 隆・丹波孝佑  

12月 31日(月） ガイダンス前 山澤 吉野 ぜんざい配布 南修二・古性優作・白井美早子 

 1月 1日(祝） 売店横 川井 川井 甘酒配布 サプライズチャリオン 

 1月 2日(水） ガイダンス内 川井 川井 ふれあい 山本隼人・成田可菜絵 

 1月 30日(水） ガイダンス内 川井 川井 ふれあい 木本賢二・長尾博幸 

  2月 7日（木） ガイダンス内 川井 川井 ふれあい 肥後尚己・坂本匡洋 

 2月 24日（日） ガイダンス内 川井 川井 ふれあい 吉田尚作・松村友和 

 3月 3日（日） ガイダンス内 川井 川井 ふれあい 永橋武司・柳原司 

3月 31日（日） ガイダンス内 川井 川井 ふれあい 谷口友真・中武三四郎 
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１１）社員総会の開催状況 
 
《30 年度 通常総会》 

１、日時 平成 30 年 6 月 26 日（火） 午前 10 時から午前 11 時 

２、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クラブハウス 

３、社員総数 11 名  出席者数 8 名 

４、報告事項 

  第１号議案  平成 29 年度報告書・決算報告  

平成 30 年度事業計画 平成 30 年度収支予算（案） 

    議長に理事長 陶器一馬が選任され、議案につき審議した。 

議長は、第１号議案の報告に関し、審議する旨を述べ議場に諮ったところ、 

満場異議なく承認された。 

第２号議案  役員再任について 

理事改選を審議する旨を述べ議場に諮ったところ、4 人全員が即時再任を承諾。 

11 時終了。 

 


