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読者の皆様、毎々の購読有難うございます。
【近況報告とツーリングのご案内＆連絡】
雤、雤、雤・・・ですね！
7 月 11 日（日）の「福知山 安全・安心・快適ツーリング講習会」は中止致し
ました。
前日、web の天気予報と天気図を睨んでいると、ヨットマン大矢さんから電話
あり。
大矢さん：
「明日の福知山ですが、間違いなく雤です。今回はパスします。
」
佐原：
「天気予報に依ると、午前中はなんとか持ちそうなぁ・・・。
」
大矢さん：「気圧図によると、下がっていた前線の位置が、上がって行くので、
明日は間違いなく午前中から雤です。 ヨットマンとしての経験です。
」
佐原：
「とりあえず様子見ますわ・・・・・・」
福知山のマルコ渡邊氏に電話し、
佐原：「明日の天気やけど・・・。大矢さんは雤と言ってるけど・・・。中止す
るかなぁ・・・。中止するわ・・・。
」
11 日当日の午前 10 時過ぎ、マルコ渡邊氏から、
マルコ：「えらい雤ですよ！ 中止、正解です！ それにしても大矢さん、凄
い！！！ 来週待っています。」
決定！ さすが、ヨットマン！！！
NPO KEEP LEFT の気象予報官に、大矢さんを任命します。
会員さん対象の講習会の予定です。
当然、NPO KEEP LEFT の気象予報官 大矢さんの予測に従い、雤の予報の場
合には中止しますが
◆ 7 月 17 日（土）及び 7 月 18 日（日）朝 8 時〜 「福知山 安全・安心・
快適ツーリング講習会」
コ ー ス ：福知山 「大江河東公園」から府道 55 号（平坦路）をメインに、神崎浜への約 25Km
まで、休憩後、折り返して大江河東公園へ戻る往復 50Km を予定
日

時：7 月 11 日（日）雤天中止（前日に判断）
スタート予定 午前 8：00 終了予定 午前 11：30 現地解散

集合場所：府道 55 号線沿い「大江河東公園」駐車場
＊ご注意 「大江河東公園」前の 55 号線は、現在道路拡幅工事中にて信号機による
片側通行となっています。
参加対象：NPO KEEP LEFT 会員 及び一般の方（但し、自転車総合保険に加入の方）
詳

細：巡行 20〜25Km グループ の講習、及び激走チームの 2 グループ

走行距離は、各自のレベルに合わせて折り返し場所を判断します
現地在住の会員の方は、福知山市内から R-55 を神崎浜に向かって走って頂ければ、
途中で出会う筈です。
昼食は、
「鬼ヶそば」もしくは「山ふところ」を予定（当日決定）その後「ダ・カテ
ラ」さんでコーヒー＆スイーツの予定

■ 連絡
クライマー清水さんへ
7 月 9〜11 日の「とびしま・しまなみ海道の輪行ツアー」如何でしたか？
レポート、待っています。
■ 連絡
ヨットマン大矢さんへ
「特定非営利活動法人 NPO KEEP LEFT の気象予報官に任命致します」理事長
佐原純一郎

■ 連絡
新入会員の濱田さんへ
7 月 10 日（土）朝 7 時〜 大阪鶴見緑地公園にての「初めてのロードバイク
講習会」 お疲れさまでした。
後、1〜2 回講習すれば、福知山デビュー出来ますよ！
今週、雤さえ降っていなければ、朝チャリの折り講習致します。
7 月 17 日（土）及び 7 月 18 日（日）の「福知山 安全・安心・快適ツーリン
グ講習会」参加も可能だと思います。
ご都合よろしければ、是非。
「安心・安全・快適な自転車利用」心掛けて下さい。
■ 連絡
高田さんへ
7 月 18 日どうですか？ 参加出来るのであれば、1 名ピックアップお願いした
いのですが・・・。
■ 連絡
走り屋ノブさんへ
7 月 17 日から 19 日のご予定は？
■ 連絡
きよ枝ちゃんへ
7 月 11 日、残念でした。7 月 18 日どうですか？
現在、クルマの手配中です。

■ 連絡
綾部のピスト乗り 栗さんへ
7 月 11 日は如何でしたか？ 雤の中、事故なかったですか？
「PINARELLO クロモリフレーム」の件は、個別のメールにて連絡入れます。
■ 連絡
当 NPO KEEP LEFT の監事役をお願いしている塩尻先生（公認会計士）へ
いつもお世話になっております。
福知山でのモトグッチ ビンテージバイク（モーターサイクル）のお披露目期待
しております。
佐原
「安全、安心、快適な自転車利用」

特定非営利活動法人 NPO KEEP LEFT
理事長 佐原 純一郎
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読者の皆様、毎々の購読有難うございます。
【緊急連絡】
諸般の事情にて、予定していました 7 月 17 日（土）の「福知山 安全・安心・
快適ツーリング講習会」は、中止致します。
7 月 18 日（日）に関しては、明日連絡致しますが、予定通り実施する予定です。
◆ 7 月 18 日（日）朝 8 時〜 「福知山 安全・安心・快適ツーリング講習会」
コ ー ス ：福知山 「大江河東公園」から府道 55 号（平坦路）をメインに、
神崎浜への約 25Km まで、休憩後、折り返して大江河東公園へ戻る往復 50Km を予定
日

時：7 月 11 日（日）雤天中止（前日に判断）

＊ＫＥＥＰ ＬＥＦＴ 気象予報 ０７１５ ２３：００発表 （予報官：大矢）
０７１６には今週日本を北上した、活発な梅雤前線も北海道へ去り
０７１７には、太平洋高気圧が日本列島を制圧の模様、梅雤明け宣言の可能性
あり。
完璧な蒸し暑い夏の到来予感。
０７１８には、完璧な夏型の気圧配置となり、晴れ間違いなし。

スタート予定 午前 8：00 終了予定 午前 11：30 現地解散
集合場所：府道 55 号線沿い「大江河東公園」駐車場
＊ご注意 「大江河東公園」前の 55 号線は、現在道路拡幅工事中にて信号機による片側通
行となっています。
参加対象：NPO KEEP LEFT 会員 及び一般の方（但し、自転車総合保険に加入の方）
詳

細：巡行 20〜25Km グループ の講習、及び激走チームの 2 グループ
走行距離は、各自のレベルに合わせて折り返し場所を判断します
現地在住の会員の方は、福知山市内から R-55 を神崎浜に向かって走って頂ければ、
途中で出会う筈です。
昼食は、
「鬼ヶそば」もしくは「山ふところ」を予定（当日決定）その後「ダ・カテ
ラ」さんでコーヒー＆スイーツの予定

佐原
「安全、安心、快適な自転車利用」

特定非営利活動法人 NPO KEEP LEFT
理事長 佐原 純一郎
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読者の皆様、毎々の購読有難うございます。
【福知山ツーリング】
明日、7 月 18 日（日）予定通り「福知山 安全・安心・快適ツーリング講習会」
を実施致します。
◆ 7 月 18 日（日）朝 8 時〜 「福知山 安全・安心・快適ツーリング講習会」
コ ー ス ：福知山 「大江河東公園」から府道 55 号（平坦路）をメインに、
神崎浜への約 25Km まで、休憩後、折り返して大江河東公園へ戻る往復 50Km を予定
日

時：7 月 18 日（日）雤天中止（前日に判断）

＊ＫＥＥＰ ＬＥＦＴ 気象予報 ０７１５ ２３：００発表 （予報官：大矢）
０７１６には今週日本を北上した、活発な梅雤前線も北海道へ去り
０７１７には、太平洋高気圧が日本列島を制圧の模様、梅雤明け宣言の可能性
あり。
完璧な蒸し暑い夏の到来予感。
０７１８には、完璧な夏型の気圧配置となり、晴れ間違いなし。

スタート予定 午前 8：00 終了予定 午前 11：30 現地解散
集合場所：府道 55 号線沿い「大江河東公園」駐車場
＊午前 7 時半頃には、現地集合お願いいたします。
＊ご注意 「大江河東公園」前の 55 号線は、現在道路拡幅工事中にて信号機による片側通
行となっています。
参加対象：NPO KEEP LEFT 会員 及び一般の方（但し、自転車総合保険に加入の方）
詳

細：巡行 20〜25Km グループ の講習、及び激走チームの 2 グループ
走行距離は、各自のレベルに合わせて折り返し場所を判断します
現地在住の会員の方は、福知山市内から R-55 を神崎浜に向かって走って頂ければ、
途中で出会う筈です。
昼食は、
「鬼ヶそば」もしくは「山ふところ」を予定（当日決定）その後「ダ・カテ
ラ」さんでコーヒー＆スイーツの予定

佐原
「安全、安心、快適な自転車利用」

特定非営利活動法人 NPO KEEP LEFT
理事長 佐原 純一郎

