～自転車で守山の魅力、再発見～
第５回モリイチ・スタンプラリー 開催要項
開催趣旨
（１）守山の魅力を感じてもらう
多くの人に自転車で守山市内のいろいろな店舗や名所を訪れ、地域の方によるおもてなしを
受けていただくことで、守山のひと、ﾓﾉ、歴史の魅力を感じてもらうことを主目的に開催します。

（２）守山の活性化につなげる
多くのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄを訪れていただくことにより、自転車利用者と地域住民や施設との繋がりを
つくるとともに事業者にも自転車に対しての理解を深めてもらい、観光や経済をはじめとした、
守山の活性化につなげます。

（３）自転車を利用しやすい環境をつくる
市内全域を会場とすることにより、守山市一周（愛称：ﾓﾘｲﾁ）を広め、自転車を利用しやすい
環境をつくるための機会とします。

１．主 催： びわ湖守山・自転車新文化推進協議会（愛称：B_Mo Cycle（びーもｻｲｸﾙ）協議会）
２．主 管： びわ湖守山・自転車新文化推進協議会（愛称：B_Mo Cycle（びーもｻｲｸﾙ）協議会）
３．後援（予定）：
守山市、守山市教育委員会、守山市自転車商協同組合、もりやま食のまちﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、輪の国びわ湖推進
協議会 BBC びわ湖放送 株式会社ｴﾌｴﾑ滋賀 京都新聞 守山市民新聞
４．開催日時：
2020 年 11 月 29 日（日）（雨天決行。当日の連絡先は、090-3659-9040 まで）
ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ OPEN 9:00～（一部 12:00～）、ｺﾞｰﾙ地点 CLOSE 15:00
大会開催可否は、当日午前 7 時 00 分までに びわ湖守山・自転車新文化推進協議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
（ http://www.b-mo.jp ）、Facebook（ https://www.facebook.com/BMoCycle/ ）で告知いたします。
５．開催場所：守山市内一帯 ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄは、以下のとおりです。
学 区

ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ 施設名

守山学区

○ 中山道街道文化交流館 （守山市守山一丁目 8-14）

9:00～14:30

吉身学区

○ 下之郷遺跡 （守山市下之郷 1 丁目 12-8）

9:00～14:30

小津学区

○ 蓮生寺 (守山市三宅町 1029）

9:00～14:30

○ 玉津小津漁業協同組合事務所 （守山市赤野井町 2147-1）

9:00～14:30

○ 矢島自治会館 （守山市矢島町 1059）

12:00～14:30

玉津学区
河西学区
速野学区
中洲学区
ｺﾞｰﾙ

OPEN 時間

時間注意

○ 蜊江神社 (守山市笠原町 939)

9:00～14:30

○ 鉄人工房ﾏﾂﾔ (守山市木浜町 1868-1）

9:00～14:30

○ 開発営農組合農育みらいﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ圃場 （守山市洲本町）

9:00～14:30

○ ｆａｒｍﾊﾚﾉﾋ （守山市小浜町国道 477 号線沿い）

9:00～14:30

○ 幸津川集落ｾﾝﾀｰ （守山市幸津川町 1779-3）

9:00～14:30

○ 守山市民運動公園交通公園 （守山市三宅町 100）

11:00～15:00

※ ｺﾞｰﾙへの進入は、県道 42 号線（4 車線道路）側のみとします。

６．受付場所：
受付場所は設定しません。事前にお送りする地図とｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ台紙を持参の上、自宅もしくは任意の場
所からｽﾀｰﾄして、ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの OPEN 時間にあわせて自転車で回ってください。
７．大会ﾙｰﾙ：
本大会は、ｽﾋﾟｰﾄﾞを競うものではありません。交通法規を遵守の上、各自のｽﾋﾟｰﾄﾞで安全にﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄを
回っていただきます。（ｺﾞｰﾙ地点を含む、最低４箇所のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ通過が完走の条件となります。）
（１） 使用できる自転車
事前に自転車店で安全点検いただいた自転車であれば、車種は問いません。但し、ﾋﾟｽﾄﾊﾞｲｸ（固
定ｷﾞｱ）は使用不可とします。
（２） 参加資格について

どなたでも参加できます（保護者の自転車に同乗の子供も対象となります）。小学４年生以下は
保護者のｴﾝﾄﾘｰ及び同伴を必須とします。小学５年生以上は、各自の責任による単独での参加を
認めます。
（３） ﾍﾙﾒｯﾄの着用について
小学生以下の参加者のﾍﾙﾒｯﾄ着用を必須とします。それ以外の方も、2016 年 10 月 1 日から施
行された「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づき、ﾍﾙﾒｯﾄ着用を推奨し
ます。
８．募集定員： 500 名（募集期間内であっても、定員に達し次第、締め切ります。）
９．参加料：
B_Mo 会員 1,000 円 、一般 2,000 円、
高校生(会員) 500 円 、高校生(非会員) 1,000 円、
中学生以下(会員 300 円 、中学生以下(非会員) 500 円
（１） 上記参加料には保険料（補償額：死亡・後遺障害 10,000 千円、入院日額 5,000 円、通院日額 3,000
円）が含まれていますが、補償額が不足していると感じる方は別途、個人で保険に加入されることを
おすすめします。
（２） 悪天候ならびに新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大で開催中止となった場合でも、一旦納付された参加料
は一切、お返し出来ません。（ただし、中止となった場合も参加者全員に参加賞を発送します）
（３） 未成年者の場合は保護者の同意書が必要です。
（４） 参加受付できた方には、大会の 5 日前を目途に地図、ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ台紙を封入した参加確認証を発
送します。
10．参加申込： 以下のいずれかの方法でお申し込みください。
（１）ｽﾎﾟｰﾂｴﾝﾄﾘｰ申込
http://www.sportsentry.ne.jp から［ﾓﾘｲﾁ･ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ］を選択し必要事項を入力してください。
※ ｽﾎﾟｰﾂｴﾝﾄﾘｰでの申込は参加費とは別途、お一人につき１００円の手数料がかかります。
（２）窓口直接申込
事務局（守山市役所 地域振興課内）で参加申込書に必要事項を記入し、参加料を添えてお申し
込みください。（受付時間：土、日、祝日を除く、9 時 00 分～17 時 00 分）なお、（２）の方法でｴﾝﾄﾘｰさ
れた方は、ｴﾝﾄﾘｰ後 3 営業日以内に参加料を以下のいずれかの方法でお支払いください。
① 口座振込によるお支払い 滋賀銀行 守山支店 普通 455480
口座名： びわ湖守山・自転車新文化推進協議会 会長 宮川美紀子
※ 振込手数料はご負担ください。
② 事務局窓口でのお支払い
事務局（守山市役所 地域振興課内）までお越しいただき、参加料をお支払いください。
（受付時間：土、日、祝日を除く、9 時 00 分～17 時 00 分）
11．申込締切： ｽﾎﾟｰﾂｴﾝﾄﾘｰ ： 2020 年 11 月 15 日（日） 窓口で直接 ： 2020 年 11 月 26 日（木）
12．その他：
（１） 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の感染予防対策を十分にとって開催します。ﾏｽｸの着用やｱﾙｺｰﾙ消毒、人と
の距離をしっかりとって頂くなど、主催者が決めた措置の遵守、主催者の指示に従ってください。
（２） 今大会では例年の大抽選会はｺﾞｰﾙ会場で実施せず、後日ｽﾀｯﾌで抽選を行います。賞品の当選発
表はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにて行います。また、当選者には賞品または目録をお送りいたします。（大会が中止
になった場合も参加申込者全員を対象として抽選を行います。）
≪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）≫
私は本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、交通法規を順守し、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。未成年者参加の場合、保護者が上記誓約書記載内容に同意の上で参加させることを誓います。
≪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、写真など）は、本大会の運営（ﾎﾟｽﾀｰ、ﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑなど）にのみ使用いたします。また、新聞などﾒﾃﾞｨｱに掲載される場合があります。
≪滋賀県からのお知らせ≫
2016 年 10 月 1 日より施行された「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」で、
自転車の損害賠償保険加入が義務化されました。

【 本大会に関する問い合わせ先 】
びわ湖守山・自転車新文化推進協議会（愛称：B_Mo Cycle（びーもｻｲｸﾙ）協議会）事務局
〒524-0021 守山市吉身 2-5-22 守山市役所 地域振興課内（担当：高山）
電話：077-582-1165（受付時間：土、日、祝日を除く、9 時 00 分～17 時 00 分）
ＦＡＸ：077-582- 0539 E-mail：chiikishinko@city.moriyama.lg.jp

