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ご縁の道 巡拝サイクリング340

　ご縁の道 巡拝サイクリング３４０実施概要 

【実施概要】 
　名　称　出雲國神仏霊場巡り ご縁の道 巡拝サイクリング340 
　テーマ　サイクリングによって１年間で「出雲國神仏霊場」２０社寺に巡拝する。 
　主催者　出雲の国『社寺縁座の会』 
　主　管　NPO法人サイクリストビュー 

【大会内容】  
　大会形式　ブルベ（仏：Brevet）方式 
　　　　　　タイムや順位は拘らず、制限期間内での完走を認定するロングライドのサイクリング 
　 
　開催期間　2017年４月１日（祝）より１年間、以降継続して毎年開催。 

　実走まで　資料確認：郵便払込票もしくは事務局来店時の直接払込にて入金確認後、開催要項及び　　 
　　　　　　　　　　　「巡拝絵馬・デジタル護縁珠」等を参加者に郵送又は手渡します。 
　　　　　　　　　　　出発までに、必ずデジタル護縁珠の登録を行ってください。 
　　　　　　　　　　　開催要項を熟読して、出発日を決め、運営事務局にお電話（メール）下さい。 

　　　　　運営事務局： NPO法人サイクリストビュー 
　　　　　　　　　　（＝ Cycling＆Running Station 松江 松江市上乃木4-32-1 大野ビル203号） 
　　　　　　　　　　　電話：0852-21-3920　mail: infoncv@plusvalue.co.jp 
　　　　　　　　　　 
　　　　　　受付時間：09：30～18：30（事務局対応時間、土日は電話のみ対応）　 

　　　　　　出発　　：出雲大社もしくは希望する社寺からスタート。参加者は必ず出発日・場所を運 
　　　　　　　　　　　営事務局に事前連絡（電話・メール）してください。 

　　　　　　チェック：スタート後はルートラボやグーグルマイマップにて巡拝地点を確認、走行。 
　　　　　　　　　　　専用サイトのチェックポイントページにてチェック地点を確認し、到着した社 
　　　　　　　　　　　寺では、事前に登録したデジタル護縁珠にて参拝認証を行います。 
　　　　　　　　　　　NPO法人サイクリストビューは参加者の走行管理はしません。 
　　　　　　　　　　　 
　　　　　　ゴール　：デジタル護縁珠を２０社寺すべて集め、完走したら、専用サイトにある満願サ 
　　　　　　　　　　　イトに登録し、自分の名前（ニックネーム可）、写真、ひとことメッセージを 
　　　　　　　　　　　満願サイトにアップしてください。そして、後日で構いませんので、運営事務 
　　　　　　　　　　　局に完走を連絡（電話・メール）してください。 
　　　　　　　　　　　満願サイト及びデジタル護縁珠の履歴にて、２０社寺完全巡拝を事務局が確認 
　　　　　　　　　　　後「巡拝完走証」及び記念品を郵送します。　　 
　　　　　　　　　 
   ゴール後　 
　　　　　　商品到着：巡拝完走証、記念品の到着確認で、巡拝完了となります。 
　　　　　　　　　　　満願サイトは任意の登録時に自分で決めたパスワードを入力することで。あと 
　　　　　　　　　　　からコメントの編集や削除が可能となります。 
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ご縁の道 巡拝サイクリング340サイクリングコース概要図

巡拝20社寺 

札場受付時間　　 
午前８時３０分～午後５時迄 

霊場参加社寺の中には、チェッ
クポイント以外の場所への入山
に際し、入山料が必要な社寺が
あります。 

第一番　    出雲大社 
第二番　    鰐淵寺 
第三番　    一畑寺 
第四番　    佐太神社 
第五番　    月照寺 
第六番　    賣布神社 
第七番　    華蔵寺 
第八番　    美保神社 
第九番　    大神山神社 
第十番　    大山寺 
第十一番　清水寺 
第十二番　雲樹寺 
第十三番　平濱八幡宮　　　　　　　 
　　　　　  武内神社 
第十四番   八重垣神社 
第十五番　熊野大社 
第十六番　須我神社 
第十七番　峰寺 
第十八番　須佐神社 
第十九番　長浜神社 
第二十番　日御碕神社

http://yahoo.jp/fIxj0T
GERMIN、POLAR等のサイクル
コンピューターにルートデータ
をTCX、GPX等で取り込んでナ
ビゲーション機能にて走行くだ
さい。

ナビ機能がない場合には、スマー
トフォンで左のQRコードを読み
込んで、グーグルマップにてコー
ス及び現在位置をご確認下さい。
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ご縁の道 巡拝サイクリング340到達社寺でのデジタル認証ついて

　デジタル護縁珠による到着社寺「チェックイン認証」について 

【デジタル護縁珠＆巡拝絵馬】 
　サイクリングの通過チェックは通常の御朱印帳ではなく、「スマートフォン・携帯電話」を利用し 
　て、リアル＆バーチャル巡拝チェックを行います。また、同封の「紙絵馬」もご利用いただけます。 

　デジタル護縁珠　 
　　　　　　紙の巡拝帳ではなく、「スマートフォン・携帯電話」 
　　　　　　を巡拝帳として使う巡拝です。 
　　　　　　参加者はプレミアム版でサイクリングを行いチェック 
　　　　　　の代わりに巡拝登録を行います。  

　　　　　　●インターネットを利用できるスマートフォン・携帯電話が必要です 
　　　　　　　①神仏霊場のアドレス(http://shinbutsu.jp/)、あるいはＱＲコード 
　　　　　　　（下記）から神仏霊場のモバイルサイト（デジタル護縁珠）にアク 
　　　　　　　　セスしてサイトを保存して下さい。 

　　　　　　　②まず巡拝登録が必要です。  
　　　　　　　　初期画面の「巡拝登録」を選択して「巡拝絵馬の説明書の裏」に書いてある「シリア 
　　　　　　　　ル番号」を入力し、登録して下さい。 これでデジタル護縁珠がプレミアム版に替り 
　　　　　　　　ます。プレミアム版になると護縁珠がモノクロからグラフィック版になり更に各社寺 
　　　　　　　　からのスペシャルメッセージも表示されます。 
　　　　　　　　なおこのシリアル番号は１回のみ有効で、複数の機器で使用する事は出来ません。 
　　　　　　　　機器を変更された場合は、変更後の機種で再度シリアル番号を入力することで引き継  
                        がれます。引き継ぎ後は古い端末ではご利用頂けません。巡拝登録は巡拝の途中、あ 
                        るいは巡拝後でも可能です。　 

　　　　　　　③各社寺では「参拝認証（チェックイン）」をして下さい。これで護縁珠の中に「教え 
　　　　　　　　の文字」が浮かび上がり、「スペシャルメッセージ」が表示されます 
　　　　　　 
　　　　　参拝認証には３つの方法があります。 

　　　　　　●まず一番簡単なのは、「ＱＲコード」を使う方法です。「バーコードリーダー」で「各 
　　　　　　　社寺にあるＱＲコード」を読み込んでモバイルサイトにアクセスし、「参拝認証」を選 
　　　　　　　択して下さい。 これが通過チェックになります。 

　　　　　　●次に「ＧＰＳ」を利用する方法です。神仏霊場モバイルサイトにアクセス「参拝認証」 
　　　　　　　から「現在位置を確認」を選択して位置情報を取得して下さい。 これが通過チェック 
　　　　　　　になります。 

　　　　　　●上記の方法はインターネットを利用するため電波の届かない所では利用できません。 
　　　　　　　その場合、各社寺に問い合わせて「各社寺のコード番号」を聞き、インターネットに接 
　　　　　　　続できる場所でモバイルサイトにアクセスし、「参拝認証（チェックイン）」を選択し 
　　　　　　　てコード番号を入力して下さい。 
　　　　　　　※大神山神社は本社でＱＲコードによるチェックインを行います。  
　　　　　　　※鰐淵寺では、チェックポイントでネットに繋がりません。登録方法は運営事務局にて 
　　　　　　　　事前にご確認ください。 
　　　　　　　④総ての巡拝が終わりますと、「満願の証」が現れます。 
　　　　　　　　満願時には満願専用サイトにて、完走登録を必ず行ってください。



デジタル認証ポイントについて
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デジタル認証ポイントについて
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デジタル認証ポイントについて
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デジタル認証ポイントについて
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デジタル認証ポイントについて
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デジタル認証ポイントについて
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デジタル認証ポイントについて
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ＱＲコード（20社寺）掲示場所一覧サイトは以下のQRコードで 
走行前にスマートフォンにて登録しておいて下さい。



満願専用サイトへの登録について ご縁の道 巡拝サイクリング340

　完走時における「満願専用サイトへの登録」について 

【満願専用サイトへの登録】 

　参拝認証には３つ段階を経て登録します。 

　①「巡拝サイクリング３４０」完全完走者は、デジタル 
　　　護縁珠を20社寺すべて集めたときに表示される満願 
　　　サイト専用フォームへ、自分の名前（ニックネーム可） 
　　　 写真、ひとことメッセージを満願サイトにアップして 
         最終登録を行います。 

　②各フォームに入力してください。キーワードは 

　　「開催要項に記載する英数字」 

　　です。キーワードを入れないと、サイクリング３４０ 
　　の完走（自転車満願）ではなく、一般の満願として登 
　　録されます。 

　③「巡拝絵馬の説明書の裏」に書いてある「シリアル番号」 
       を使って、あとから編集や削除が可能となります。 
       シリアル番号は大切に保管して下さい。 

【満願専用サイトへ登録後の画面表示イメージ】 

　④完走者の登録データはリスト化され、誰でも閲覧が可能になります。ご自身の履歴は、今後参加される 
　　方の基調な資料にもなりますので、素晴らしい写真、コメントを掲載ください。
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実施要項
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　ご縁の道巡拝サイクリング３４０実施要項 

1 参加資格  
　　健康な方。ただし１６歳未満の未成年者および障害者は、成年の伴走を義務付けます。 
　　また、すべての未成年者は保護者の同意を必要とします。 

※健康診断について 
　・また、６０歳以上の参加者は健康診断の受診を推奨し、医師の判断による確かな健康状態の把握を心が 
      けてることを促します。 

　　※上記に関わらず、健康状態には各自で十分な管理をお願いします。 

2 機材および携行品  
　　1)十分に整備された、安全装置を有する自転車に、ヘルメットとグローブを着用する。 
　      特に、車検はありません。 
　　　参加前にプロショップで整備を済ませてご参加ください。 
　　2)コースの一部でトンネルを通過するので反射材、ライトを装着すること【必ず必要です！】。 
　　3)パンク等のトラブルに対する修理は、参加者個人によるセルフリペアが原則です。対処できる工具、 
         携帯ポンプ、予備チューブ等を携行すること。予備車輪などの機材サポートは行いません。 
　　4)長距離走行ですので、各自で補給食ご準備ください。しかし、走行当日の高気温や体調にあわせ 
　　　て、各自で充分に飲料や補給食を用意し、コース上でも自販機等を利用して任意に補給ができるよ 
　　　う、必要と思われる程度の金銭を携行することをお勧めします。 
　　5) 携帯電話を非常用に必ず携行してください。 
　　6) 雨の多い地域ですので、雨具は必ずご用意下さい。 

3 誓約事項  
　　◎下記の誓約事項に基づき、全参加者に誓約書への署名をし、事前に事務局まで持参・ファクス・メー 
　　　ル添付にて提出してもらいます。 
　 
         １)　大会は交通ルールを遵守したサイクリングイベントであることを理解し安全に配慮いたします。 
　      ２)　大会主催者側の定めた規則を守り、スタッフの指示に従います。 
　　   ３)　大会中に事故（落車を含む）が発生した場合、本人及び同伴者の責任において処理し、大会 
                主催者に一切の責任を問いません。 
　　　４)　大会中に撮影された写真、映像についてメディアに露出することを許可いたします。 
　　　５)　参加者の所有品についての盗難、破損等におよぶ管理責任は、参加者本人が負うものとします。 
　　 　　　大会参加料の振込みをもって、上記を誓約したものとします。 

４ 大会規則  
　　1)　大会方式 
　　　　大会はマップリーディングを併用したデジタル護縁珠によるチェックポイント方式で行う。 
　　　　競争ではなく交通規制は行わない。 
　　2) 走行ルール 
　　　　交通法規を遵守すること。（交通規制をしないので信号、交差点は必ず止まる。指定ルートを　　 
　　　   外れてはならず、到着した社寺にてデジタル護縁珠による「参加認証」を受ける。これがない場
　　　　合、ゴールしても完走と扱わないことする。
　　　　一般車両の交通阻害となるため、応援者等による自家用車での一切の伴走を禁止します。応援 
　　　　の方は、迂回ルートにて次の社寺まで先回りください。
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　　　　特に交通量が少ない道もあり気が緩みがちですが、交通規制を行っていないので、見通しの悪 
　　　　いコーナーなど突然の対向車を常に意識して、常にブレーキング優先を心がける。 
　　3)　アクシデント 
　　　　落車などにより軽傷を負われた場合は、自身で携行する救急道具での応急処置や、病院等の救護所 
　　　　での応急処置を受けてください。その後は参加者本人の責任で適切な処理を受けてください。 
　　　　落車を発見した場合、その大小にかかわらず声を掛け合い、無事を確認するなど相互扶助の精神で 
　　　　対応してください。 
　　　　落車で頭部を打った場合、無理をして再スタートせず、仲間や家族を呼ぶ。 
　　4)　機材トラブル 
　　　予備車輪等のサポートは行わない。 
         パンク修理（チューブ交換）の技能は習得しておくこと。 
         著しい車体の破損が起きた場合はリタイヤとして扱うので、大会前に整備を怠らないこと。 

　　5)　リタイヤについて 
　　　　１年間という制限期間内に完全巡拝できなかった場合、身体、機材の問題で走行不能となった場合 
            リタイヤとします。リタイヤした参加者は、以降事務局の指示に従ってください。 
　　6)　詳細 
　　　　最新の詳細は、大会ホームページのFacebookpageを参照してください。　 

　 

【事故防止に関する対策】 

　事項防止対策は次のとおりです。 
   ◎この走行規則に基づき、事前に参加者に安全で楽しいサイクリングができるよう、大会概要同様に注意 
　　事項等の通知を行います。 
      コース関係 
     ・推奨するコース上で、事前に注意喚起するの必要性がある箇所は、出発前の確認のお電話の際に注意を 
　　  促して、危険を排除できる場所であることを意識してもらい、参加者に安全運転を徹底する。 
     ・コースの危険箇所をより正確にピックアップし、巡拝走行全体の共有情報とする。 
◎巡拝走行の連絡があった際には次の点を、お電話にてお伝えし、安全指導を行います。 

     ・ 過去の事故発生を伝え、安全に対する啓蒙活動を強化する。 
     ・サイクリストの自己責任をさらに徹底理解して貰うこと。 
     ・ 体調等のセルフチェックを指導する。 
     ・ コースレイアウト・交通安全・体調管理に関するネットワークを構築すること。 
     ・ 栄養、補給の仕方、サプリメントなど、体調を維持する情報の提供。 
◎参加者は事故による怪我等に対応するため、各自で自転車保険に加入していただきます。 
（保険加入料は参加料に含まれません。）

実施要項

巡拝340公式 facebookpage
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　完走時における「満願完走記念品の送付」について 

【満願専用サイト登録後】 

　運営事務局まで電話またはメールをお願いします。事務局より完走証及び記念品を送付します 

　①「巡拝サイクリング３４０」完走証 
　　 

　 

　 

　② 巡拝サイクリング340完走記念品（シートポスト等への固定式交通安全御守） 

　　


