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台北での開催
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転車利用でさらに生活の質が向上さ

上していくことを願っている。

れるような、持続可能な都市で開催
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シェアサイクル YouBike
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ヴェロ・シティが台北に決まった

GIANT（ ジャイアント）と提携し展

欧州サイクリスト連盟幹部たちと意見交換

2020 年は東京オリンピック開催

最後に欧州サイクリスト連盟（ECF ）
の名刺
にある言葉を紹介したい。

「More people cycling more often 」

「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〈 http://www.cyclists.jp/ 〉からどうぞ。
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パーキングプレス

2016 4月号

045

