連載
自転車社会の環境改善を目指して No.28

被災地を忘れないこと、
応援し続けることの価値
「 ツール・ド・三陸」
文

特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会会員
ツール・ド・三陸共催者
一般社団法人グッド・チャリズム宣言プロジェクト代表理事

韓 祐志

事務局：〒 141-0021 東京都品川区上大崎 3-3-1 自転車総合ビル 4 階

TEL 080-3918-2932 URL http://www.cyclists.jp/

岩手県の陸前高田市では、1988

くぜんたかた 」が開催された。この

苦労することになるが、ここでは普段

年から 20 年もの間、公道を使用した

時、実はまだ「第一回」と名付けるこ

一緒に活動しているグッチャリの仲

「南三陸サイクルロード 」という自転

とができなかった。もちろん何度で

間たちに大いに助けられた。大会前

車ロードレースがあったそうだ。大

も続けて、復興とともに歩んでいく
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感じています。そして、私の日常生
活の好ましい面はどれも何らかの形
で自転車に乗ることに関係していま
（左）第二回 ツール・ド・三陸（ 2013 ）
（右）第三回 ツール・ド・三陸（ 2014 ）
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イベントとしてのクオリティを高め

いた、スポーツを通じて環境エコ社

も決めてくれていて、もう一人のグ
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る。ここに彼の素晴らしいメッセー

いかがでしょう。

る、と声がかかった。そこでコース

ジを引用したい。

を大船渡まで延伸した上で、彼の参

加を迎えた。その他にも多くの素晴
らしいゲストが参集してきて、大会
に大きな推進力を与えた。2 回目は

700 名を超える参加者が集まった。
もうひとつのトピックスはインタラ

「 ここのゴールは、次の年も走る

『 サイクリングというスポーツは、
私にとって人生最大の天恵であると

こと」、3回目の大会キャッチコピー
に思いは込められている。

「自転車検定」を始めました

インターネットで、いつでも受験できる「自転車検定」
サイトを設けました。
無料のお試し検定も行っています。自転車活用推進研究会のホームページ
からどうぞ。
〈 http://www.cyclists.jp/ 〉

一般社団法人グッド・チャリズム宣言プロジェクト ホームページ http://good-charism.com
大会ホームページ http://www.tour-de-sanriku.com/
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