
DYSON HOT&COOL 1本
【賞品提供：びーもサイクル協議会】

MORIYAMA COLLECTION
サコッシュ 3本
【賞品提供：守山商工会議所】

スポーツタオル ２本
【賞品提供：有限会社デジタルストライプ】

もーりーグッズ詰め合わせ 3本
【賞品提供：守山市駅前総合案内所】

※写真などはすべてイメージです ※商品の仕様は予告なく変更することがあります

いろは花店 お買い物券
1,000円3枚綴り 3本
【賞品提供：有限会社いろは花店】

近江牛コロッケ 5個1パック
10本【賞品提供：お肉のおかだ】
※写真は4個ですが、実際は5個です

アクサワイン 2本
【賞品提供：アクサ生命保険株式会社】

和奏 高級和風名刺入れ 2本
【賞品提供：株式会社 清原】

遠藤醤油商品詰め合わせ
2本
【賞品提供：遠藤醤油株式会社】

ビオラ6ポット 10本
【賞品提供：河西いちご園】

はんてん 1本
【賞品提供：マルサ呉服店】

ふなずしパイ
10枚入り 3本
【賞品提供：洋菓子のモンレーブ】

ほたるの湯特別優待券
10本
【賞品提供：ほたるの湯】

「楽トレ」特別優待券
4,000円分 10本
【賞品提供：ほねつぎ守山接骨院】

T-fal 湯沸かしケトル 1本
【賞品提供：シャディサラダ館守山中央店】

リュックサック 2本
キャリーバック 1本
【賞品提供：株式会社モリヤマスポーツ】

サランラップ（完走賞）完走者全員
【賞品提供：旭化成株式会社 】

フルーツ大福ほか 5個詰合せ
３本
【賞品提供：鶴屋吉正 ギャラリー美秀】

バームクーヘン 1本
ふくみ天平 1本
【賞品提供：たねや守山玻璃絵館】

アルミ削り出しステム
突出:40mm、突出:60mm 各2本
【賞品提供：有限会社 KIMORI】

募集締切

受付方法

問合せ先

WEB､FAX：2017年11月12日（日） 窓口：2017年11月24日（金）
※募集期間中でも定員になり次第締切ります

<<インターネット>> http://www.b-mo.jp/ <<ＦＡＸ>> 077-582-0539
<<事務局窓口受付>> 受付時間 9時00分～17時00分(土・日・祝除く)

B_Mo Cycle（びーもサイクル）協議会事務局（守山市役所 地域振興・交通政策課内）
☎ 077-582-1165（土・日・祝を除く9:00～17:00）E-mail chiikishinko@city.moriyama.lg.jp

■主催・主管 びわ湖守山・自転車新文化推進協議会

■後援 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

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
（荒天中止の場合も一旦納入された参加料は、返金いたしません）

特別ゲスト

宮本和宏守山市長

DOSUN AF500＆キャットアイ
TL-AU620-R 充電式ライト前後セット
2本 【賞品提供：びーもサイクル協議会】

※写真などはすべてイメージです ※商品の仕様は予告なく変更することがあります

corratec DOLOMITE ロードバイク（参加者全員対象）
フレームサイズ、カラー選択可能 【賞品提供：びーもサイクル協議会】

POLAR A360
ハートレイトウォッチ 2本
【賞品提供：びーもサイクル協議会】

NINTENDO SWITCH 本体 1本
【賞品提供：びーもサイクル協議会】

Fujifilm チェキ 1本
【賞品提供：びーもサイクル協議会】

ベッセルイン滋賀守山駅前
宿泊券 1本
【賞品提供：ベッセルイン滋賀守山駅前】

デザートプレート 10本
※ランチを注文の方のみご利用いただけます
【賞品提供：Café je Jardin】

12銘柄の高級スペシャルティー
コーヒードリップパック詰め合わせ）1本
【賞品提供：cafe&roasting 米安珈琲】

chika caféお食事券1,000円分
10本【賞品提供：SHIDAX チカ守山】

昨年、当選しました！

初めてのロードバイク、

楽しく乗っています❤

琵琶湖マリオットホテル
ペア宿泊券 1本
【賞品提供：琵琶湖マリオットホテル】

Rise Ville 都賀山
お食事券3,000円分 2本
【賞品提供：Rise Ville 都賀山】

昼食そば御膳 ペアお食事券 2本
【賞品提供：料亭 魚和】

セトレマリーナ琵琶湖ペアお食事券 1本
【賞品提供：セトレマリーナ琵琶湖】

宝山園 お食事券5,000円分 2本
【賞品提供：宝山園】



モリイチ・スタンプラリーとは？

◯自宅もしくは任意の場所からスタートし、各学区のチェックポイントでスタンプを押してもらってゴール
地点の「守山市民運動公園休養広場」を目指す、サイクリングイベントです。
（決して、スピードを争うものではありません。交通ルールを順守して下さい。）

◯ゴール地点を除く３箇所以上のチェックポイントを通過された方を完走認定いたします。
各チェックポイントは、OPEN時間にあわせてお越しください。ゴール地点CLOSEは14:30です。
15:00からゴール地点で大抽選会を実施します。

◯各学区のチェックポイントは以下のとおりです。

学区 チェックポイント（OPEN時間） 住所

守 山
勝部自治会火まつり交流館（9:00～14:10） 勝部2-12-18
Ojioggi（オジオッジ）（10:00～14:10） 古高町239-3 ブランブルーノ1F

吉 身
下之郷史跡公園（9:00～14:10） 下之郷1-12-8

丸善製菓舗（9:00～14:20） 吉身3-1-35

小 津
薬師堂（9:00～14:00） 三宅町

金森御坊（9:00～14:10） 金森町753

玉 津
玉津小津漁業協同組合事務所（9:00～14:00） 赤野井町2147-1

赤野井西別院（9:00～14:00） 赤野井町326

河 西
ぎゃらりぃ善右衛門（10:00～14:10） 笠原町702

コミュニティひろばもみの木（10:00～14:00） 今市町73-3

速 野
ファーマーズ・マーケットおうみんち（9:00～14:00） 洲本町2785

琵琶湖サイクリストの聖地碑（9:00～13:40） 今浜町

中 洲
井入農園（9:00～13:50） 立田町4185-4

Farmハレノヒ（10:00～13:40） 小浜町

ゴール 守山市民運動公園休養広場（11:00～14:30） 三宅町100

エントリー方法

１．インターネット（ http://www.b-mo.jp/ ）
B_Mo Cycle協議会ホームページからお申込下さい。

２．ＦＡＸ（ＦＡＸ：077-582- 0539）
右の参加申込書に必要事項を記入して事務局までＦＡＸ
して下さい。

３．窓口受付
右の参加申込書に必要事項を記入の上、参加料を添えて
事務局（守山市役所 地域振興・交通政策課内）にお申
込下さい。
（受付時間：土、日、祝日を除く9:00～17:00）

※参加料は以下のとおりです。
（一旦納入された参加料は、いかなる理由があっても返金いたしません）

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
インターネット、ＦＡＸで申込された方は、申込後３営業日以内に以下のいずれかの方法で参加料をお支払い下さい。

（１）口座振込の場合（振込手数料はご負担願います）
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

（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。
※参加受付できた方には、大会の一週間前を目途に地図、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。

◯使用できる自転車について
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）の自転車は使用不可です。

◯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。

◯ヘルメットの着用について
小学生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、ヘルメット着用を推奨します。

びわ湖守山・自転車新文化推進協議会 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

電 話：077-582-1165

（受付時間：土、日、祝日を除く、9:00～17:00）

ＦＡＸ：077-582- 0539

E-mail：chiikishinko@city.moriyama.lg.jp

チェックポイントはどこ？

滋賀県からのお知らせ：2016年10月1日より自転車の損害賠償保険の加入が義務化されました。

大会ルール モリイチ・スタンプラリー事務局

記入日：平成　　　年　　　月　　　日

 5.【必須】郵便番号

　　〒

◆大会の一週間前を目安に地図（裏面にスタンプラリー台紙）を郵送します。

モリイチ・スタンプラリー　参加申込書

 2.B_Mo（個人)会員の方

　会員番号

 7.大会当日の年齢

 1.【必須】参加カテゴリーの選択

　（いずれかに◯印をつけて下さい）

 (1) B_Mo会員（参加料：1,000円）

 (2) 一般（参加料：2,000円）

 (3) 高校生（参加料：1,000円）

 (4) 中学生以下（参加料：500円）

 3.B_Mo（法人、協賛）会員の方

 会員番号

 会社名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　誓約書

　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。

　　　　（参加者本人）　□同意します　　　　　（保護者）　□同意します
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※同意される場合は、□内に✔を入れて下さい

　　　　　　　　　　　　　　　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。

　　　　（参加者本人）　□同意します　　　　　（保護者）　□同意します
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※同意される場合は、□内に✔を入れて下さい

 4.【必須】
　　　　　 ふりがな

 　　　　　氏　　名

 6.【必須】住所

　　　　　都・道
　　　　　府・県　　　　　　　　市

 9.【必須】（緊急時）電話番号

 10.メールアドレス（有る方のみ）

　　申込先　モリイチ・スタンプラリー事務局（守山市役所　地域振興・交通政策課内）

ＴＥＬ　077-582-1165　　　FAX　077-582-0539

※事務局記入欄　（参加料）　　　納入済　・　未納入

 8.電話番号

（
切
り
取

り
）

モリイチ・スタンプラリー

チェックポイント配置図

ゴール

守山学区

小津学区

吉身学区

河西学区

玉津学区

速野学区

中洲学区

井入農園Farmハレノヒ

ぎゃらりぃ
善右衛門

コミュニティひろば
もみの木

ﾌｧｰﾏｰｽﾞ･ﾏｰｹｯﾄ
おうみんち

琵琶湖サイクリスト
の聖地碑

下之郷史跡公園 丸善製菓舗
勝部自治会
火まつり交流館

Ojioggii

薬師堂 金森御坊

玉津小津漁業
協同組合事務所

赤野井西別院


