
2020.12.12 Ver. 

 

 

 

 

 

 

同時開催：補助輪そろそろ外しませんか？教室 要項 
 

趣旨：楽しみながら自転車に乗車する技術を磨くことにより、子供たちが乗車する自転車が関係する交通

事故の撲滅、自転車競技者の「すその拡大」を目指し、しいては次世代を担う競技者の育成を目的

に開催します。   

主催：一般社団法人滋賀県自転車競技連盟 

共催：びわ湖守山・自転車新文化推進協議会、守山市自転車競技連盟 

主管：一般社団法人滋賀県自転車競技連盟 

後援：守山市、守山市教育委員会 

協力：ピエリ守山 

１． 実施期日 第１回 令和３年 ７月２４日（土）【終了しました】 

       第２回 令和３年 ７月３１日（土）【終了しました】 

       第３回 令和３年 ８月 ７日（土）【終了しました】 

       第４回 令和３年１２月２５日（土） 

       第５回 令和４年 １月 ８日（土） 

       第６回 令和４年 １月１５日（土）  

２． 実施会場：ピエリ守山 G 駐車場内特設会場 

（滋賀県守山市今浜町２６２０−５） 

３． 日程 

     ８時３０分～ ９時００分  受付 

９時００分～ ９時１０分  スケジュール・注意事項連絡 

     ９時１５分～        プログラム実施（約２．５時間） 

４． プログラム内容（予定。参加人数によっては、変更の場合あり） 

（１） 自転車基本操作練習（まっすぐ走って止まる、一本橋走行、スラローム走行など） 

（２） 特設周回コースによる走行練習 

５． 参加資格 

   3 歳～小学生。ただし、三輪車は不可。参加にあたっては、誓約書への保護者同意を必須とします。 

また、子供だけ（小学生以下）の参加は不可。会場まで、保護者同伴でお越し下さい。 

６． 定員 

 各回「補助輪そろそろ外しませんか？」教室と合わせて４０名。 

（先着順。ただし、各回の締め切り前でも定員になり次第、締め切ります） 

７． 表彰 

 表彰は行いません。 

８． 競技規則 

   令和３年（２０２１年）版の（公財）日本自転車競技連盟の競技規則（以下競技規則という）、本教

室特別規則で行います。 

９． 注意事項 

（ア）参加者はご自身の身を守るため、必ず（公財）日本自転車競技連盟公認ヘルメット、もしくは硬

質の同等品をかぶってください。手袋、靴下も安全のため着用して下さい。 

また、普段使用されている自転車をご持参の上、ご参加下さい。レンタサイクルはありません。 

（イ）疾病および負傷について応急処置は取るが以後の治療は本人負担となるので健康保険証等    

必要書類を持参して下さい。 

（ウ）必要最低限の保険（死亡・後遺障害 10,000 千円、入院日額 5,000 円、通院日額 3,000 円）

この事業は競輪の補助金を受けて実施します 
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に入っていますが、不足する場合は別途個人で保険に入ってください 

（エ）会場は、ゴミ箱がありません。必ずごみ袋を持参し、ごみの持ち帰りにご協力下さい。 

（オ）参加申込の受付確認書などの送付は行ないません。当日会場に直接お越し下さい。 

１０． 参加料、参加賞 

２，０００円。参加賞はありません。 

１１．申し込み方法 

   「小学生以下の自転車教室、補助輪そろそろ外しませんか？教室」合同エントリーフォームより必

要事項を入力して申し込んで下さい。 

参加料は、当日受付でお支払いください。 

１２．申し込み締め切り 

（エントリーフォーム入力日を指します。締切日以降、余裕がある場合は当日受付もいたします。） 

    第１回小学生以下の自転車教室  令和３年 ７月１６日（金）【終了しました】 

    第２回小学生以下の自転車教室  令和３年 ７月２３日（金）【終了しました】 

    第３回小学生以下の自転車教室  令和３年 ７月３０日（金）【終了しました】 

    第４回小学生以下の自転車教室  令和３年１２月１７日（金） 

    第５回小学生以下の自転車教室  令和３年１２月３１日（金） 

    第６回小学生以下の自転車教室  令和４年 １月 ７日（金） 

１３．その他 

   当日、天候が危ぶまれる場合は、午前６時３０分に滋賀県自転車競技連盟 Facebook

（ https://www.facebook.com/shigacf/ ）、Twitter（ https://twitter.com/shigacf ）、守

山市自転車競技連盟 Facebook（ https://www.facebook.com/moriyamacf ）に開催可否を

書き込みいたします。また、インターネット環境をお持ちでない方は、事務局の携帯 090-2018-

4358（当日のみ）にお問い合わせください。 

 

同時開催：補助輪そろそろ外しませんか？教室 
 

趣旨：補助輪を外すことに抵抗のある子どもたちに、楽しみながら自転車に乗車する技術を磨くことで補

助輪が外れ、補助輪が外れた後も子供たちが乗車する自転車が関係する交通事故の撲滅、自転車競

技者の「すその拡大」を目指し、しいては次世代を担う競技者の育成を目的に開催します。   

主催：一般社団法人滋賀県自転車競技連盟 

共催（予定）：守山市自転車競技連盟 

主管：一般社団法人滋賀県自転車競技連盟 

後援（予定）：守山市、守山市教育委員会 

協力（予定）：ピエリ守山 

１．実施期日 第１回 令和３年 ７月２４日（土）【終了しました】 

       第２回 令和３年 ７月３１日（土）【終了しました】 

       第３回 令和３年 ８月 ７日（土）【終了しました】 

       第４回 令和３年１２月２５日（土） 

       第５回 令和４年 １月 ８日（土） 

       第６回 令和４年 １月１５日（土）  

２．実施会場：ピエリ守山 G 駐車場内特設会場 

（滋賀県守山市今浜町２６２０−５） 

３．日程 

   ８時３０分～ ９時００分  受付 

９時００分～ ９時１０分  スケジュール・注意事項連絡 

   ９時１５分～        プログラム実施（約２．５時間） 

４．プログラム内容（予定。参加人数によっては、変更の場合あり） 

※補助輪とペダルを外し、キックバイク状態にした状態で行います。 

   （事前にお買い求めの自転車店で補助輪とペダルを外してお越しください。外したペダルは教室当

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHKIWFXyVWfliCzKWi7yBAniTUbg9lDZ7B4STUxwd0-gdyHw/viewform
https://www.facebook.com/shigacf/
https://twitter.com/shigacf
https://www.facebook.com/moriyamacf
http://pieri.sc/
http://pieri.sc/access/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF
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日、自転車と一緒にご持参下さい） 

※補助輪を外して自転車に乗車する時間には個人差があり、その日に必ず乗れるとは限りません。 

 継続した練習が必要です。 

（１） 特設周回コースによる走行練習 

（２） 自転車基本操作練習（まっすぐ走って止まる） 

５．参加資格 

   3 歳～小学生。ただし、三輪車は不可。参加にあたっては、誓約書への保護者同意を必須とします。 

また、子供だけ（小学生以下）の参加は不可。会場まで保護者同伴でお越しください。 

６． 定員 

 各回「小学生以下の自転車教室」と合わせて４０名。 

（先着順。ただし、各回の締め切り前でも定員になり次第、締め切ります） 

７．表彰 

 表彰は行いません。 

８．競技規則 

   令和３年（２０２１年）版の（公財）日本自転車競技連盟の競技規則（以下競技規則という）、本教

室特別規則で行います。 

９．注意事項 

（ア）参加者はご自身の身を守るため、必ず（公財）日本自転車競技連盟公認ヘルメット、もしくは硬

質の同等品をかぶってください。手袋、靴下も安全のため着用してください。 

また、普段使用されている自転車をご持参の上、ご参加下さい。レンタサイクルはありません。 

（イ）疾病および負傷について応急処置は取るが以後の治療は本人負担となるので健康保険証等    

必要書類を持参して下さい。 

（ウ）必要最低限の保険（死亡・後遺障害 10,000 千円、入院日額 5,000 円、通院日額 3,000 円）

に入っていますが、不足する場合は別途個人で保険に入ってください 

（エ）会場は、ゴミ箱がありません。必ずごみ袋を持参し、ごみの持ち帰りにご協力下さい。 

（オ）参加申込の受付確認書などの送付は行ないません。当日会場に直接お越し下さい。 

１０．参加料、参加賞 

２，０００円。参加賞はありません。 

１１．申し込み方法 

   「小学生以下の自転車教室、補助輪そろそろ外しませんか？教室」合同エントリーフォームより必

要事項を入力して申し込んで下さい。 

参加料は、当日受付でお支払いください。 

１２．申し込み締め切り 

（エントリーフォーム入力日を指します。締切日以降、余裕がある場合は当日受付もいたします。） 

    第１回補助輪そろそろ外しませんか？教室  令和３年 ７月１６日（金）【終了しました】 

    第２回補助輪そろそろ外しませんか？教室  令和３年 ７月２３日（金）【終了しました】 

    第３回補助輪そろそろ外しませんか？教室  令和３年 ７月３０日（金）【終了しました】 

    第４回補助輪そろそろ外しませんか？教室  令和３年１２月１７日（金） 

    第５回補助輪そろそろ外しませんか？教室  令和３年１２月３１日（金） 

第６回補助輪そろそろ外しませんか？教室  令和４年 １月 ７日（金） 

１３．その他 

当日、天候が危ぶまれる場合は、午前６時３０分に一般社団法人滋賀県自転車競技連盟 Facebook

（ https://www.facebook.com/shigacf/ ）、Twitter（ https://twitter.com/shigacf ）、守

山市自転車競技連盟 Facebook（ https://www.facebook.com/moriyamacf ）に開催可否を

書き込みいたします。また、インターネット環境をお持ちでない方は、事務局の携帯 090-2018-

4358（当日のみ）にお問い合わせください。 

 

 

 

 

誓約書（エントリーされた方はこの誓約書に同意されたものと見なします） 

私は標記大会に参加するに当たり、自分自身の健康管理に細心の注意を払い、競技規則を順守し、万一

の事故、疾病に際しては主催者に対し、その責任を問わず、自己の責任において処理することを誓いま

す。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHKIWFXyVWfliCzKWi7yBAniTUbg9lDZ7B4STUxwd0-gdyHw/viewform
https://www.facebook.com/shigacf/
https://twitter.com/shigacf
https://www.facebook.com/moriyamacf
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小学生以下の自転車教室、補助輪そろそろ外しませんか？教室 

における新型コロナウイルス感染防止対策 

 

１．参加者の皆さまにお願いしたいこと 

（１）当日の体調申告書に必要事項（氏名、大会当日の体温、健康状態、大会の新型コロナウイルス

感染防止対策についての同意）を記入いただき、受付にご提出ください。 

（２）体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）は、参加をお控え下さい。 

（３）同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合は、参加をお控え下さい。 

（４）過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡

航又は当該在住者との濃厚接触がある場合は、参加をお控え下さい。 

（５）教室での自転車操作時以外はマスクを着用し飛沫飛散防止に努めていただくとともに、ソーシ

ャルディスタンスを保って行動をお願いいたします。 

（６）受付に並ぶ時もソーシャルディスタンスを確保するよう地面に明示いたしますので、それに従

ってください。 

（７）こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行って下さい。 

（８）大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やか

に濃厚接触者の有無等について報告して下さい。 

（９）厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）を各自のスマートフォンにイン

ストールの上、活用されることを推奨します。 

 

２．教室を見られる皆さまへお願いしたいこと 

（１）マスクやネックゲーターなどを着用し飛沫飛散防止に努めていただくとともに、ソーシャルデ

ィスタンスを確保して教室をご覧ください。 

（２）飛沫飛散防止のため、声を出しての応援は控えていただくよう、お願いいたします。 

（３）大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やか

に濃厚接触者の有無等について報告して下さい。 

（４）厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）を各自のスマートフォンにイン

ストールの上、活用されることを推奨します。 

個人情報、肖像権の管理について 

 本大会で主催者が取得した個人情報（氏名、生年月日、所属競技成績、競技歴、写真など）は、本

大会の運営（ポスター、プログラム、コミュニケなど）にのみ使用いたします。 

 また、新聞などメディアに掲載される場合があります。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

