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第５回　KOLA橋本オリエンテーリング大会　

第５回を迎える『ＫＯＬＡ橋本大会』。今回は、天候も最高で桜も綺麗で、抜群の日和だったので

すが、残念ながら参加者が３６名と低迷してしまいました。でも「小学校時代からもう４回目だ

よ」という中学生もいて、楽しみにしてくれている人もいるということでちょっぴりほっとしまし

た。今度来年は、今までの使い古しの地図ではなく、再調査をして新地図で開催予定（出来るか

な？）ですので、お楽しみに。

桜や山つつじが綺麗に咲いていました。

風が吹くと、桜吹雪に。

ＫＯＬＡ総会も、橋本大会が終わった後に、

桜の下で行いました。

最初のゴール。

しかし、茅原さんもペナ。

中学生と同じ、沢のコントロールを間違えて

しまいました。

いよいよ、スタート。

小学生組のスタートです。

途中で戻ってきてしまいましたが、

なんとか最後まで行くことが出来ました。

初めてのオリエンテーリング。

白川くんから説明を受ける中学生達。

しかし、コース設定が難しすぎ、

結局ペナになってしまいました。

また、中学生女子のみ表彰状が足らずに

渡せませんでした。後日郵送します。

すいません。大反省！



 

橋本大会　成績表です。

ペナルティーだと順位には入れないのが

普通なんですが。橋本大会では、小学生

などに表彰状を渡すために、順位をつけ

ています。

［今回の反省］

・表彰状の数の確認

・口頭承諾だけではなく、公園　内での開催許

可証の書類を発　行して貰う。

・小中学生用は、もっと簡単に　して最高でも

９０分程度のコ　ースを設定する。



個人別ﾗｯﾌﾟ

KOLA橋本大会
（０１．０4．０８　橋本市菖蒲谷）

御勢 武藤 　 　 　 　 　 　 御勢 武藤 　 　 　 　 　 　

0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0 ﾗｯﾌﾟ ﾗｯﾌﾟ ﾗｯﾌﾟ ﾗｯﾌﾟ ﾗｯﾌﾟ ﾗｯﾌﾟ ﾗｯﾌﾟ ﾗｯﾌﾟ

1 0:02:55 0:02:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1 0:02:55 0:02:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

2 0:05:48 0:05:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2 0:02:53 0:02:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

3 0:10:37 0:09:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 3 0:04:49 0:03:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

4 0:15:59 0:12:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 4 0:05:22 0:03:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

5 0:28:39 0:20:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5 0:12:40 0:08:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

6 0:34:43 0:26:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 6 0:06:04 0:05:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

7 0:40:15 0:32:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 7 0:05:32 0:06:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

8 0:44:16 0:35:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 8 0:04:01 0:02:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

9 0:52:56 0:42:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 9 0:08:40 0:06:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

10 0:55:48 0:45:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 10 0:02:52 0:03:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

G 0:56:53 0:46:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 G 0:01:05 0:00:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
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ついに取ったスポーツ振興くじｔｏｔｏ

KOLA垣例の杉村公園OLも盛況?のうちに無事終了。

桜吹雪の下で弁当を広げてのKOLA総会も終わり、帰途につく。

紀見トンネルを抜けた辺りで携帯が鳴った。

「お父さんtoto当たったよ、私が1個外れの2等で、お母さんが2個外れの3

等」と娘の弾んだ声。

今節は4月7日にJ1が8試合、J2が3試合、8日にJ2が2試合と変則日程で、7日分のJ1は

札幌・磐田・柏・名古屋・浦和・清水・我らがガンバ大阪そして市原とほぼ順当勝

ち、J2も大宮・湘南・大分とこれまた定石通りという勝ち方。

全13試合の内11試合が終わった時点で娘・家内共1試合外れという結果。

翌日は仙台VS京都・川崎VS山形の2試合、仙台VS京都は家内が京都、娘は仙台とそれ

ぞれ違った予想、川崎VS山形は両方共川崎の勝ちと予想。

この時点で引き分けが無く勝負の決着がつけばどちらかに2等か3等が当たる事にな

る。

結果、仙台・川崎とこれもどちらかというと順当な結果で決着がついた。

で、娘からの電話が入ったのである。

そうなると配当金額が楽しみになる、ラジオの放送で言わないものかと、聞き耳を立

てるも一向にその気配がない、結局ラジオでは聞けず終い。

運転を始めるとすぐに眠くなる癖のある私ですがおかげで帰り着くまで眠くならずに

すみました。

結果は

1等16,892口　　 ¥45,313.一

2等213,405口　　¥1,306.一

3等1,106,625口　¥370.一

何だこれは、何という当選口数の多さ、何という配当金の低さなのだと、しばし呆

然。しかし考えてみればだからこそ取れたのだと納得の両名。

娘は知り合いの人に「儲かったから今度ご飯でも食べに行きましょう」と言ったらし

いのだがこの金額では到底無理。

その人に電話をして大笑いのうちに1件落着。

因に私は穴を狙いすぎて?大外れでした。

えす・えぬ



ＫＯＬＡ実動班活動記録ｉｎ２０００年度

　　　　　　　（００／４／１～０１／３／３１）　　　　　　　　　前田

　200０年４月単身の名古屋より大阪に戻り、東京方面の地の利が少し悪くなった

が、全国レベルの大会は参加する事で、国内３８回の大会参加公認大会等の作手、

クラブカップ、東日本、全日本リレー、多摩３０周年インカレ、全日本大会に参

加、又、ＡＰＯＣオーストラリアに１０日間６レースに参加、合計で４０回以上の

参加となった、東大、早大が不参加だった。

次に残念な大会になった全日本Ｍ５０Ａの報告をします、

今年の全日本は仙台　遠い！　交通手段は？

その時大阪ＯＬＣの岡本さんのお世話で格安切符が手に入り、１泊２日三万円で飛

行機参加、今回のＭ５０Ａのメンバーは４２名参加、エントリー表から見ると蒼々

たるメンバー、古澤、尾上、海老沢、伊藤、若梅、上田、河、酒井、堀江、小野、

高野、福田、谷さん等名前を挙げるだけで１０位以内に入るのは難しそう！！

仙台スタジアム隣接の森林公園スタート、スタート前のデフの変更が会場張出、ス

タート地点でも又、訂正、何か変だ？これが前兆だったのだ。

① へは道をたどり尾根から下りＯＫ、②へは沢に降り、川筋を道に出て再度川沢

からアタックしてＯＫ、③は道に出て道たどり、尾根のピークよりアタック、コン

トロールが有った、今回は順調だ、でも何人かたむろしている、コントロールＮＯ

２３２、え！！２３４の筈？？間違えたか？ほかの人も首を傾げている。念の為隣

りの尾根を調査、再度戻る、尾上さんも来た、でも２３４は無い！！もう混乱、も

う皆パニック、大阪ＯＬの森さん下の沢の人口特徴物から再アタックするとこのコ

ントロールになるコントロールＮＯの付け間違い！マップ印刷間違いしかない！！

これで切れました、一応チェックして④へもう戦意喪失、⑤の途中でもう１回③へ

のアタック確認、もう間違い無い！残念だが不成立だろう② から⑤へでもせっかく

来たのだからと⑤以降は一応タイムもしっかり

とった、⑥ＯＫ、⑦ＯＫ、⑧へはアタックポイントと登りが大変、⑨⑩は本来走る

だろうが歩いた、⑪、⑫は道なり、⑬のラスコンとってゴールへ返す返すも残念な

大会となった。



４月

４／１　大阪ＯＬ、浜寺大会参加

４／２２　京都カップ１戦参加

　　　　　コンピューターの調子が悪く成績表未着

５月　予定

５／３、４、５　Ｏビレッジ参加

５／１３　　　　滋賀パークＯ参加

５／１９，２０、講習会

５／２７　　　　京都カップ２戦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

２００１年度の目標

こ の １ 年 間 、 ク ラ ブ 員 の み な さ ん は 、 ど ん な 目 標 を 立 て て い ま す

か。各自目標がございましたら、発表しましょう。

［前田］

２００１年度の目標

１、 参加方針　遠方遠征は１０月までは自重

そのあと全国レベルの大会は参加

２、 ディレクター２級講習会参加

［永瀬］

　(1)クラブカップリレーで、来年度のゼッケン番号を今年よりも小

さくする。

　(2)年間を通して、Ｍ２１ＡＳを楽しく完走する。

　(3)会報各号に必ず、記事あるいはコメントを投稿する。

［横田］

・オリエンテーリング大会への５回程度の参加（最近、ほとんど行

っていないから）

・全国一斉大会、１００名の参加（特に近所の小・中学生）

**********************************************************

［連絡］白川くんの住所変更です。

４月より滋賀県に下宿することになりましたのでお知らせします。

住所　滋賀県大津市大萱１－５－２　瀬田ハイツ１０１

電話　０７７－５４４－４００３



第３回　全国一斉オリエンテーリング大会

＜大阪大会＞

“歩く”“走る”“歩く”体の全機能をつかい、大自然にいどむスポーツ「オリエンテーリング」

大会にあなたも参加してみませんか？。もちろん初めての方でも大丈夫。楽しく参加できるように

会場でインストラクターが説明も行います。又、今回は、大阪府の北部、中部、南部と３ヶ所で開

催します。皆さんの近くでエントリーして下さい。もちろん、ご家族連れでのご参加もお待ちして

おります。

【日時】　平成13年6月3日(日)9:30～10:30受付(雨天決行)

フリーポイントOLポイントOLポイントOL競技方法

南海本線春木駅下車

南東へ徒歩１０分

兵主神社前交番よりテー

プ誘導

JR・地下鉄森ノ宮駅下車

徒歩２分青色テープ誘導

有り

北大阪急行・緑地公園駅

下車

徒歩5分テープ誘導有り

場所

中央公園内森ノ宮駅すぐ噴水前公園内

レストハウス前広場

受付

岸和田市中央公園

(岸和田市)

大阪城公園

(大阪市中央区)

服部緑地公園
（豊中市）

会場

南部地区中部地区北部地区

【申込み方法】　氏名、クラス、連絡先を各申込み先までFax、ハガキのいずれかで

　　　　　　　　お申し込みください。5月18日(金)の締切りです。

【参加料】

・個人事前申し込み1人500円(小中学生200円)当日申込１００円増

・グループ(2～5人)事前申し込み1人300円(中学生以下1人200円)当申し込み５０円増

・未就学児は無料です。

　　　　※参加費は、地図代、傷害保険料、ドリンク代等に充当します。

　　　　　参加費は、郵便振込みにて納めていただきます。

【クラス】

　　①個人男性　　　　　中学生以上の男の方

　　②個人女性　　　　　中学生以上の女の方

　　③一般グループ　　　（④⑤以外のグループ）

　　④少年少女グループ　小学生～中学生の男女

　　⑤家族グループ　　　小学３年生以下を含む家族２～５人



　　　　　※　　グルーブでのお申し込みは2～5名で構成して下さい。　　※

【主催】　　社団法人日本オリエンテーリング協会

【共催】　　大阪府オリエンテーリング委員会、健康・体力つくり運動大阪推進会議

【後援】　　文部科学省、総務省、厚生労働省、環境省、大阪府、

　　　　　　大阪府教育委員会、豊中市、豊中市教育委員会、岸和田市、

　　　　　　岸和田市教育委員会、(財)大阪府青少年活動財団、(財)21世紀協会、

　　　　　　(財)大阪オリンピック招致委員会

【申し込み方法と申し込み締め切り】

　　１．郵便局備え付けの振込用紙通信欄に

　　　　　・参加者の住所

　　　　　・氏名

　　　　　・年令(平成14年3月31日までに到達する年齢）

　　　　　・参加希望クラスの番号

　　　　　・連絡先電話番号

　　　　をご記入の上、お振込みして下さい。

　　　　団体申し込み可。(当日受付も可、ただし５０～１００円高くなります。)

　　２．参加費は、郵便振込みにて事前に納めていただきます。

　　３．締め切り事前申込みは、5月18日(金)までのお振込みとさせていただき

　　　　ます。

【特典】

　　　参加された方全員に、ドリンクがあります。

　　　また、各クラス１位、２位、３位に賞状を贈呈し、表彰します。

【参加上の注意など】

　１．服装、履物及び携行品

　　　　　運動に適した服装、靴、コンパス、着替え、筆記具、タオル、ゴミ袋、

　　　　　時計、天候によっては雨具、また、その他必要と思われるもの。

　２．留意事項

　　　①　いかなる事情においても納められた参加料は、お返しできません。

　　　②　体調の悪いときは、決して無理をして参加しないこと。

　　　③　参加者が自分自身あるいは他へ与えた事故、損傷、損壊などについては、

　　　　　主催者は、一切の責任を負いません。

　　　④　会場は、禁煙です。

　　　⑤　自分で出したゴミは、各自お持ち帰り下さい。

　　　⑥　コンパス（方位磁石）をお持ちでない方は、当日お貸しいたします。

　　　　　お申込みの際にご記入下さい。

　　　⑦　この大会は『オリエンテーリング１００キロコンペ』の対象です。



２００１年度ＫＯＬＡ総会

［参加者］横田、寺田強、寺田保、中井、佐藤、永瀬、白川、平山、前田

［委任状］村橋、大西、新保、吉村

［未確認］猪上、岸本

＜岸和田オリエンテーリング協会　２０００年（平成１２年）度 活動報告＞

【１】行事等

　2000年４月　２日（日）　　年次総会　　　　　　　　　　　橋本市杉村公園

　　　　　　　　　　　　　　第４回橋本ＯＬ大会　　　　　　橋本市杉村公園

　　　　　　　　　　　　　　　　（３８組　６４名の参加者）

　　　　６月１１日（日）　　全国一斉ＯＬ大会　　　　　　　大阪城公園

　　　　７月１６日（日）　　近畿ＯＬＣ連絡会

　　　　７月２９日～３０日　豊中＋KOLA夏合宿　　　　　　　峰山高原（中止)

　　　　８月　５日（土）　　ＫＯＬＡナイトＯＬ大会　　　　浜寺公園

　　　　８月２７日（日）　　クラブカップ７人リレー　　　　岐阜・椛の湖

　　　　11月　３日（水）　　大阪府民ＯＬ大会　　　　　　　浜寺公園

　　　　12月　３日（日）　　ウエスタンカップ　　　　　　　蒜山高原

　2001年１月　３日（水）　　ＫＯＬＡ新春ＯＬ大会　　　　　とんぼ池公園

　　　　１月　７日（日）　　大宮校区子供会ＯＬ指導＆主管　中央公園

　　　　１月２１日（日）　　近畿ＯＬＣ連絡会　　　　　　　森ノ宮

　　　　３月２５日（日）　　全日本大会　　　　　　　　　　宮城県　　　

　　　　４月　８日（日）　　年次総会　　　　　　　　　　　橋本市杉村公園

　　　　　　　　　　　　　　第５回橋本ＯＬ大会　　　　　　橋本市杉村公園　

　　　　※　岸和田ＯＬ連盟としての大会を設定しなかった。　※

【２】会議等

　　・総会　　　　　　　　　　…2000年４月２日（日）

　　・運営会議　　　　　　　　…毎月最終木曜日に開催

    ・会報『ＫＯＬＡ』編集会議…毎月最終木曜日に開催（運営会議と兼ねる）

　　・府ＯＬ委員会　　　　　　…寺田強氏出席

　　・近畿ＯＬ連絡会　　　　　…寺田保、寺田強　

　　・ＫＯＬＡ－ＭＬの活用による意見交換

　＜反省＞　岸和田市ＯＬ連盟としての活動をどのように協議していくかが課題

　　　　　　である。　→　体協との関連があるので、強氏が調査しておく。

【３】広報活動



　　・会報『ＫＯＬＡ』の発行　年間１２回

　　　　2000年４月７日　Ｎｏ．198　～　2001年３月２日　Ｎｏ．209

　　・各ＯＬ地域クラブなどと、会報及び情報の交換

　　・Ｅ－ｍａｉｌを通じた要項の配布

　　・ＫＯＬＡ－ＨＰの開設（現在3800を越えるアクセスがあり）

　＜反省＞・もっとＯＬの底辺拡大を意識した広報を考えく。

　　　　　・府民大会や全国一斉大会を府ＯＬ委員会を通じて、広報を広げていく。

【４】役員配置

　１．岸和田オリエンテーリング協会役員

　　会　　長　　　横田　実（総括責任者）

　　副 会 長　　　村橋和彦（部外折衝）

　　会　　計　　　寺田　保（会計総括責任者）

　　事 務 局　　　寺田　強（岸和田市ＯＬ連盟・体協関係責任者）　

　　幹　　事　　　前田春正、平山友啓、永瀬真一（広報）

　　会計監査　　　白川努（会計監査役）

                                              以上任期　２００２年４月

　２．府ＯＬ委員会委員（１名）

　　　寺田　強　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００１年４月

【５】会計報告

　※　別紙　※

　・収入減で厳しい財政状態である。

　　　→　・各大会で収益を上げる。

　　　　　・会費未納者の会員へ連絡をとり、会費を徴収する。もし納入の意志

　　　　　　がなければ、退会を勧告する。

　　　　　・借入金の１０万円を、2001年度予算にて５万円を返金し、2002年度での

　　　　　　解消をめざす。

＜岸和田オリエンテーリング協会　2001年（平成13年）度 活動方針・活動計画＞

【１】活動方針　

　岸和田オリエンテーリング協会が設立されて２６年目ですね。新しい会員が増えない

のが悩みの種。こぢんまりと和気藹々としているのは良いのですが、大会運営では、ち

ょっと苦しい面もあります。地域クラブとして、もっと多くの根ざした活動が必要かな

とも思います。

　今年の方針を「楽しむ」だけではなく、一般に「広める」ことにおいてはどうかなと



考えています。具体的には、

　１．自分が楽しもう

　　　　会員として大切なことは、まず自分が楽しめることだと思います。オリエンテ

ーリングの補助的なもの、例えば走った後の団欒でもかまいませんので、自分が何を楽

しみで、この会員になっているのかを、再確認して欲しいと思います。

　２．みんなで楽しもう

　　　　会員になっているという事は、その団体に所属し他人に対して責任を持つとい

うことです。会の運営に最低限の協力を全会員に求めたいと思います。そして、ひとり

ひとりの楽しみをみんなに分け与えて下さい。

　３．自分自身の目標をもとう

　　　　せっかく、オリエンテーリングの地域クラブに入っているのですから、何か目

標を一つ作ってみましょう。競技に関してでも、運営に関してでもかまいませんので、

何かを達成するためにこのクラブを利用しましょう。

の３つを掲げて、他の人にも楽しさを知ってもらえればと思います。

【２】活動計画

　１．会議等

　　年次総会　２００１年度総会　平成１３年４月８日（日）　

　　　　　　　２００２年度総会　平成１４年４月７日（日）　

　　運営会議　定例…毎月最終木曜日に開催し、会に必要な事項を協議する。

　　　　　　　　　　出席者は幹事以上の役員と、協議事項に関連する者。

　　　　　　　　　　また、一般会員の参加も差し支えない。

　　　　　　　臨時…緊急に必要あるときは、会長または副会長が関係ある者を

　　　　　　　　　　招集する。

　　編集会議　毎月…毎月最終木曜日午後８時より、運営会議を兼ねて開催する。

　　その他……・岸和田市ＯＬ連盟及び岸和田市体育協会関連の会議、行事など

　　　　　　　　への参加。

              ・大阪府ＯＬ委員会及び府民大会実行委員会への参加。

　　　　　　　・近畿ＯＬＣ連絡会への参加。

　　　　　　　・その他、必要と認められる会議。

【２】行事等

　2001年４月　８日（日）　　年次総会　　　　　　　　　　　橋本市杉村公園

　　　　　　　　　　　　　　第５回橋本ＯＬ大会　　　　　　橋本市杉村公園

　　　　６月　３日（日）　　全国一斉ＯＬ大会　　　　　　　岸和田中央公園 他

　　　　７月１５日（日）？　近畿ＯＬＣ連絡会　　　　　　　滋賀県委員会担当

　　　　７月２１日～２２日　豊中＋KOLA夏合宿　　　　　　　峰山　予定



　　　　８月　４日（土）　　ＫＯＬＡナイトＯＬ大会　　　　大泉緑地

　　　　９月　９日（日）　　クラブカップ７人リレー　　　　駒ヶ根市

　　　　11月　３日（水）　　大阪府民ＯＬ大会　　　　　　　ふるはうす主管

　　　　12月２３日（日）　　ウエスタンカップ　　　　　　　三木市・OLＰ兵庫

　2002年１月　３日（木）　　ＫＯＬＡ新春ＯＬ大会　　　　　とんぼ池

　　　　１月　６日（日）？　大宮校区子供会ＯＬ指導＆主管　中央公園

　　　　１月２０日（日）？　近畿ＯＬＣ連絡会　　　　　　　？

　　　　３月２４日（日）　　全日本大会　　　　　　　　　　京都市　　　

　　　　４月　７日（日）　　年次総会　　　　　　　　　　　橋本市杉村公園

　　　　　　　　　　　　　　第６回橋本ＯＬ大会　　　　　　橋本市杉村公園　

　　　　　　※　・６月の全国一斉大会を岸和田ＯＬ連盟としての大会に設定

　　　　　　　　・新春大会を、とんぼ池を拡大し、開催する。→村橋

　　　　　　　　・橋本大会を、再調査にて新地図で開催する。→白川

【３】役員配置

　１．岸和田オリエンテーリング協会役員

　　会　　長　　　横田　実（総括責任者）

　　副 会 長　　　村橋和彦（部外折衝）

　　会　　計　　　寺田　保（会計総括責任者）

　　事 務 局　　　寺田　強（岸和田市ＯＬ連盟・体協関係責任者）　

　　幹　　事　　　前田春正、平山友啓、永瀬真一（広報）

　　会計監査　　　白川努（会計監査役）

                                              以上任期　２００２年４月

　２．府ＯＬ委員会委員（１名）

　　　寺田　強　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００１年４月

　　　　※　参加は、横田、前田も交代で行う。

　　　　

【４】その他

　・ディレクター制度の導入に関して　→　保氏が更新済み。前田が予定。

　・登録制度に関して　→　現在の登録者は、永瀬・前田・村橋

　・各大会参加者に関してアンケートを実施する。

　　　→　アンケート記入者には、次回の同大会の割引券（１００円引き？）を

　　　　　渡し、大会へのリピーターを増やす努力をする。

　・大会情報を、特にリピートしそうな初心者宛に葉書などで広報する。

　・とんぼ池公園の地図の拡充　→　村橋氏を中心に。

　・菖蒲谷の地図を、範囲を狭めて作り直す→来年度の大会まで。白川氏中心に。



　・クラブカップの参加予定を早めに確認し、メンバーを確定する。

　・府パーマネントの管理について考えていく。

　　　→　神於山に関しては、現在休止中。岸和田市の道路管理課に府委員会から

　　　　　５年に１度の借地申請を出さないといけないのだが、滞っている。

　　　　　その他、府内の休止状態のパーマネントコースについて、管理体制を

　　　　　どうするか、考えていく　…　天野山、観心寺　など

　　　　　ＫＯＬＡで管理するのなら、定期的な保守が不可欠だが…。

＜２００１年度　機関誌『ＫＯＬＡ編集の方針＞

［２０００年度の反省］

　　【方針としてあげて実行できたもの】

　　　・表紙の「原則Ｏ－マップ」

　　　・近隣ＯＬ大会情報を、一覧表として掲載

　　　・Ａｉｍｉｎｇ（編集後記）の掲載。

　　　・各クラブ員の各種記事

　　　・大会報告の掲載

    【方針としてあげたが、実行が不確かだったもの】

　　　・会員への依頼記事の掲載

　　　　　会社や学校での話題などを交えた記事を依頼してはどうか？。

［２００１年度　活動方針］

　機関誌『ＫＯＬＡ』は、地域クラブの機関誌ということで、もっとクラブ員の交流を

はかれる記事を中心にすべきだと考える。去年度は、色々な形態の記事が載せられたの

ではないかと思う。毎回何人かOL大会報告が載ることは素晴らしいことである。できれ

ば、もっとクラブ員の親睦を深めるような記事がもっとあってもよいだろう。

　以上のことを踏まえ、また前年度までの内容を踏襲して今年度の『ＫＯＬＡ』の内容

を以下のように考える。

　・表紙の「原則Ｏ－ｍａｐ」

　・巻末の「ＯＬ情報」の充実

　・各大会参加者（部員及びそれ以外）の感想の文章の掲示

　・各クラブ員のいろんな記事の掲載［毎月、部員に依頼する］

　・編集会議の毎月１回（最終木曜日午後８：００～。運営会議と兼ねる）開催

　・発行日の固定（毎週第１金曜日）

　・ｗｅｂ上でのｐｄｆファイルによる公開

　　　→　ファイルサイズを押さえるために、メールでのファイル提出が望ましい。



**********************************************************

４月運営会議報告
［参加者］

寺田保、横田、強

［議題］

【１】橋本大会の報告

　・反省　…　表彰状の数が足らない。

　　　　　　　許可を得た（届け出た？）文書があれば、携帯しておく。

　　　　　　　小学生・中学生の距離をもっと短くする（長くても１時間）。

　　　　　　　感想文を出してくれた人には、次回の割引券をつける。

【２】ＫＯＬＡ総会報告

　・別メールにて済み

【３】ナイト－Ｏの場所

　・８月４日（土）

　・大泉公園（ＫＯＬＡ特製ナイトマップ）

【４】全国一斉ＯＬ大会

　・６月３日（日）　大阪府下３カ所

　　　ＫＯＬＡは、中央公園で開催。

　　　受付は、交番横の東屋。→　公園事務所に連絡

　・府委員会より、要項配布 →　まだ！

　・準備は、前日の２日でＯＫ。

　・マスターマップ方式。事前に地図にうつさせてからスタートをさせる。

　・地図はグループ人数分渡す。

【５】合宿

　・準備は、まだ？



５月の予定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　３１日（木）　編集＆運営会議　２０：００　ＫＯＬＡハウス

Ａｉｍｉｎｇ

大阪ではＵＳＪがオープンし、森政権が退陣し、ちょっとは明るい話題が出てきまし

たかね。過去を懐かしむのはいいのですが、やっぱり未来を切り開いていかないと。

ゴールデンウィークに家族と見に行った映画『クレヨンしんちゃん』では、２０世紀

の想い出に浸る大人達が出てきて、思わず涙が流れてしまいました。あなたの想い出

は、なんでしょうか。


