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～自転車で守山の魅力、再発見～ 

第 2 回モリイチ・スタンプラリー 開催要項 
 

開催趣旨 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ていただくことで、守山の魅力を感じてもら

うことを主目的に開催します。  

また、多くのチェックポイントを訪れていただくことにより、自転車利用者と店舗（カフェ・飲食店・自

転車店等）、施設との繋がりをつくり、事業者にも自転車に対しての理解を深めてもらい、市内の観光や

経済の活性化につなげます。  

さらに、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 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 2017 年 11 月 26 日（日）（雨天決行。当日の連絡先は、090-2018-4358 まで） 

9:00 または 10:00 チェックポイント OPEN、14:30 ゴール地点 CLOSE、 

15:00～ 大抽選会（ゴール地点） 

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ページ

（ 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。ゴールは守山市民運動公園休養広場（守山市三宅町 100）です。 

       チェックポイントは、以下のとおりです。【 】内は、各チェックポイント OPEN 時間。 

  〔守山学区〕 

◯勝部自治会火まつり交流館（守山市勝部 2-12-18）【9:00～14:10】 

◯Ojioggi（オジオッジ）（守山市古高町 239-3 ブランブルーノ 1F）【10:00～14:10】 

  〔吉身学区〕 

◯下之郷史跡公園（守山市下之郷 1-12-8）【9:00～14:10】 

◯丸善製菓舗（守山市吉身 3-1-35）【9:00～14:20】 

  〔小津学区〕 

◯薬師堂（守山市三宅町）【9:00～14:00】 

◯金森御坊（かねがもりごぼう）（守山市金森町 753）【9:00～14:10】 

〔玉津学区〕 

◯玉津小津漁業協同組合事務所（守山市赤野井町 2147-1）【9:00～14:00】 

◯赤野井西別院（守山市赤野井町 326） 【9:00～14:00】 

  〔河西学区〕 

◯ぎゃらりぃ善右衛門（守山市笠原町 702）【10:00～14:10】 

◯コミュニティひろばもみの木（守山市今市町 73-3）【10:00～14:00】 

  〔速野学区〕 

◯ファーマーズ・マーケットおうみんち（守山市洲本町 2785）【9:00～14:00】 

◯琵琶湖サイクリストの聖地碑（守山市今浜町 第２なぎさ公園内）【9:00～13:40】 

  〔中洲学区〕 

    ◯井入農園（守山市立田町 1578）【9::00～13:50】 

    ◯Farm ハレノヒ（守山市小浜町）【10:00～13:40】 

  〔ゴール〕 

◯守山市民運動公園休養広場（守山市三宅町 100）【11:00～14:30】 

 ※ゴールへの進入は、県道 42 号線（4 車線道路）側のみといたします。 

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プ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、各チェックポイントの OPEN 時間にあわせて自転車で回って下さい。 

7．大会ルール 本大会は、スピードを競うものでは有りません。交通法規を遵守の上、各自のスピードで安全にチェック

ポイントを回っていただきます。（ゴール地点を除く、最低 3 箇所のチェックポ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、ピストバイク（固定ギア）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：本大会は、小学生以下の参加者のヘルメット着用を必須とします。 

 

http://www.b-mo.jp/
https://www.facebook.com/BMoCycle/
http://www.moriyama-s-p.com/access/
https://www.townkatsube.com/
https://www.facebook.com/Ojioggiオジオッジ-1036611883085641/
http://www.moriyamayamamori.jp/spot/408
http://www.choinavi.net/shop/0081/001/04002222.html
http://www.moriyamayamamori.jp/spot/831
http://www.moriyamayamamori.jp/spot/363
https://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E5%AE%88%E5%B1%B1%E5%B8%82%E8%B5%A4%E9%87%8E%E4%BA%95%E7%94%BA2147-1&lat=35.08042463&lon=135.95370179&ei=utf-8&sc=3&datum=wgs&gov=25207001000&ac=25207&az=1.2147.1&layer=pa&v=3
http://www.city.moriyama.lg.jp/shokokanko/jinnjabukkaku_13.html
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%81%8E%E3%82%83%E3%82%89%E3%82%8A%E3%81%83%E5%96%84%E5%8F%B3%E8%A1%9B%E9%96%80/@35.0925943,135.9923795,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2a156307b36eb9b2!8m2!3d35.0925943!4d135.9923795
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92524-0011+%E6%BB%8B%E8%B3%80%E7%9C%8C%E5%AE%88%E5%B1%B1%E5%B8%82%E4%BB%8A%E5%B8%82%E7%94%BA%EF%BC%97%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%93+%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%B0%E3%82%82%E3%81%BF%E3%81%AE%E6%9C%A8/@35.0797463,135.987949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6001714e24be5f99:0x3af558cd06213255!8m2!3d35.0797554!4d135.9901472
http://ja-ohmifuji.or.jp/food/farmstand.php
http://www.takenakadouki.com/cms/w_all/cate_area/kinki/shiga/post_3503.html
https://map.yahoo.co.jp/maps?p=%E6%BB%8B%E8%B3%80%E7%9C%8C%E5%AE%88%E5%B1%B1%E5%B8%82%E7%AB%8B%E7%94%B0%E7%94%BA%EF%BC%94%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%95%EF%BC%8D%EF%BC%94&lat=35.09749007&lon=135.97588791&ei=utf-8&v=2&sc=3&datum=wgs&gov=25207026000
http://www.farm-harenohi.com/
http://www.moriyama-s-p.com/access/
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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 300 名（募集期間内であっても、定員に達し次第締切ます。） 

9．参 加 料 B_Mo 会員：1,000 円、一般：2,000 円、高校生：1,000 円、中学生以下：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しません。 

（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、スタンプ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込下さい。 

（１）専用エントリーフォームによる申込 

専用エントリーフォームから必要事項を入力して下さい。 

（２）ＦＡＸによる申込 

①参加申込書をＦＡＸいたしますので事務局までご請求下さい。 

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 

②参加申込書到着後、必要事項を記入して事務局までＦＡＸして下さい。（ＦＡＸ：077-582- 0539） 

（３）窓口で直接申込 

   事務局（守山市役所 地域振興・交通政策課内）で参加申込書に必要事項を記入し、参加料を添えてお申込下さい。 

   （受付時間：土、日、祝日を除く、9 時 00 分～17 時 00 分） 

  なお、上記（１）、（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

方法でお支払い下さい。 

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 南井良彦 

     ※振込手数料はご負担下さい。 

   ②事務局窓口でのお支払い 

    事務局（守山市役所 地域振興・交通政策課内）までお越しいただき、参加料をお支払い下さい。 

    （受付時間：土、日、祝日を除く、9 時 00 分～17 時 00 分） 

11．申込締切  

（１）専用エントリーフォーム、ＦＡＸによる申込：2017 年 11 月 12 日（日）事務局到着分まで 

（２）窓口で直接申し込み：2017 年 11 月 24 日（金） 

12．表 彰 完走者全員に完走賞を授与します。参加賞はありません。 

13．そ の 他 ゴール地点にて 15 時 00 分より、大抽選会を開催します。 

なお、抽選会の賞品はチェックポイント通過数が多いほど選択肢が広がります。 

14．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・交通政策課内（担当：杉本） 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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（ポスター、プログラムなど）

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。 

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。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF23jAQ6E4NtXBf7UM0WwECItEZ6aTg_IT2vK2_e08xc9DfA/viewform
mailto:chiikishinko@city.moriyama.lg.jp

