岸和田オリエンテーリング協会
［事務局］〒５９６−００４４
岸和田市西之内町４６−１２
寺田 強（℡0724-43-4904）
第２１８号2001年12月7日発行

［KOLA-HP］http://member.nifty.ne.jp/Yminoru/kola/

[E-mail] mail＠kola.culb.ne.jp

自治会役員奮闘？記その参
永瀬

2001/7/1（日）AM 夕涼み会準備
昨年度の実績をベースに、本年度の出し物を決めました。
2001/7/20（祝）AM＆ＰＭ 夕涼み会準備（チケット作り）
委員の一人が、チケットを作成＆印刷してくれたので、出し物ごとに切る→大
人用、子供用に、チケットを束ねて、綴じる（ホッチキスの輪ゴムで）作業でし
た。
また、翌日の買い出しの購入品とその数量の検討をしました。
2001/7/21（土）AM＆ＰＭ 夕涼み会準備（買い出し他）
まず、卸売り団地にて買い物。
久保商店にて、的当てゲーム用の景品、スーパーボールすくい用のスー
パーボール＆すくい、ヨーヨー釣り用のヨーヨー＆釣り針、ビンゴカード、ミ
ニくじなどを購入。今回は、子供向けの出し物用のものを購入しましたが、
大人用のパーティグッズもおいています。
※久保商店のホームページ：http://www5a.biglobe.ne.jp/˜kubo
- s/
次に、店の名前を失念しましたが、包装洋品のお店で、フランクフルトを
載せるスチロールの皿、お菓子を詰める袋他を購入。
（KOLA 買っている地図を入れるチャック付きのビニール袋もあります）
続いて、油甚にて、発泡酒、ジュースを購入する。洗剤他をサービスでもらい、
これは、抽選会の商品に転用されることになる。
午後からは、ヨーヨー釣りの準備。釣り針にこよりを結ぶ地味な作業。５人で、
１時間近くかかる。
2001/7/28（土）夜 理事＆班長会、防犯パトロール
議題は、夕涼み会、自治会館建て替えの件他。
理事会の後、さらに、市民協の防犯パトロールへ参加。（疲れました）
2001/8/4（土）夕涼み会
午前中から準備＆夕方から本番でした。
もっとも、私は、エネルギー管理士（http://www.eccj.or.jp/mgr1/index.html）
の受験（今更、初受験）のため、帰宅したのは、夕涼み会、終了後でした。
※この日は、ＫＯＬＡナイトＯＬの日でもありました。
http://member.nifty.ne.jp/Yminoru/kola/2001/night/index.htm

2001/8/25（土）夜 理事会
議題は、夕涼み会反省、市民協体育大会、大掃除の件他
2001/9/22（土）夜 理事＆班長会
議題は、市民協体育大会、大掃除、自治会館建て替えの件
2001/9/23（土）理事会＋人集め
まずは、遅々として進まない自治会館建て替えの件
個人的には、建て替えは、いいけれど、規模の小さい自治会の身の
丈にあった必要最小限な自治会館（それでも今よりは大きい）を望んで
います。ところが、建設推進委員会の案は、現有の敷地で可能なもっと
も大きなもの。（自治会員みんなが受け入れ可能な費用負担かは怪しい。
また、現状の自治会館の使用頻度からも、必要性が納得できない）
理事会の中では、最年少なので、おとなしめにしているのですが、会
員に納得してもらうための説明の必要性と個人的な意見を述べておく。

次は、市民協体育大会の参加者集めの件。町別対抗の競技には、参加の
義務があるのですが、人数が少なく、年齢構成にも偏りのある我が自治会で
は、参加者集めに四苦八苦。もちろん希望者だけでは、無理。申し込んでいな
い世帯を、戸別訪問することに。
2001/10/13（土）大掃除準備＆体育大会最終確認
５月と同様、理事による、事前準備。道具の準備の他に、当日は手が回らな
い、自治会会館の周囲の生け垣（用水路沿い）の刈り込み作業を実施。全開
を教訓に、怪我をしないよう注意しました。
2001/10/14（日）大掃除
今回も５月同様、トラックでのゴミの収集がメインでした。
その四につづく？
自転車通勤その後
・週に１〜２回のペースで、何とか続いている。
（雨天、本社等での会議、宴会の巡り合わせで、０回の週も）
・１０月下旬〜１１月上旬にかけて、風邪でダウンし、２０日ほど中断。
（復帰当初は、もともと所要時間５０分が、１時間かかりショック）
・通勤ルートも改良をかさね、臨海線（片側３車線）沿いを走るのは、そこ
以外にルートのない高石大橋の部分のみに。これで、空気の悪い部分
は、なくなりました。（橋の部分は、風通しがよく拡散するせいか、空気
の悪さをあまり感じない・・・・自転車をこぐのはつらいですが）

西日本大会に参加して
寺田 強
11 月 23 日から３日間の遠征に出た。このところ仕事の関係で 10 月いっぱいは日曜日が休めなく久々のﾋﾞ
ｯｸﾞ大会に参加だ。
当初 24 日にｲﾝｶﾚの大会があるとは知らなかったので 25 日の西日本大会しかエントリーしていなかった。
それでも皆さんは 23 日から行くというので、しぶしぶ 23 日朝から出発する。例によって保氏と岸和田を出
発。松原で村橋氏をﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ、続いて前田氏と四宮寿美子氏を拾う。この日は連休の初日で高速道路は大渋
滞であった。しかも、阪神高速道路は工事のため通れないのである。朝、７時 30 分岸和田を出発したが 11
時でまだ京都である。桂のｻｰﾋﾞｽｴﾘｱは超満員であった。ﾄｲﾚは最悪で、男子ﾄｲﾚもおばさんに襲われていた。
圧倒的に並ばれると若いお姉さんも辛抱しきれず並んでいた。恋人の前ではしないだろうに、生理現象には
やはり勝てないのか。このごろ男女の境の壁が動かせるようになっているﾄｲﾚもある。四宮さんの名誉のため
に言っておくが彼女は女子ﾄｲﾚを使ったとの報告を受けた。
あまりに高速道路が込むので京都東から湖西道路に入り、琵琶湖の西側を走る。途中の白髭神社近くで昼
ご飯にする。軽くそばやうどんを摂る。途中、来年のトヨコラ合宿はこのあたりもいいかな、などおしゃべ
りに花が咲く。紅葉もきれいで、琵琶湖の景色もよく、敦賀まで走り、ここから高速道路に乗る。金沢の手
前の小松市が今回の泊まり場所だが、手前の加賀で高速道路を降りる。加賀市内をとりあえずグルグル廻り、
国道８号線を小松へ走る。小腹が空いてきたので地ﾋﾞｰﾙ館を見つけそこへ入る。今夜の宴会の序曲である。
前にもこの地ﾋﾞｰﾙ館へ来たことがある。（もちろんＯＬ大会の時）軽く一杯だけのつもりだったが村橋氏は注
文したﾋﾞｰﾙがまずいとこぼすこぼす。
今回の宿は御勢氏が確保してくれていた。昨今延びているアパホテルである。3800 円とｼﾝｸﾞﾙながら個室
で（ﾋﾞｰﾙ付き、ｻｳﾅ 風呂付き 朝飯付き）しかもきれいであった。あとから他の参加者にいろいろ聞いても、
安くてきれいでもっともよかったようだ。
晩飯をどこでするかと、近くで探したが、結局安いことを第一に居酒屋にした。混んでいるので２時間以
内にして下さいと最初に言われたのが利いたのか、皆さん飲むピッチが早く盛り上がりも早かった。明日は
走るのにこんなに飲んでもいいのだろうか、といいながら飲んだ。それでも８時半には終わり、お風呂へ行
く。そして快い気持ちで早めに眠る。でもいつもより早いので夜中に目が覚め、かえって体調を崩すのでは
ないかと思った。朝もゆっくりで朝飯（ﾊﾟﾝ ｻﾗﾀﾞ ｺｰﾋｰ）を食べ７時 45 分にﾎﾃﾙを出発。予定通り９時前に
会場到着。みんなを会場で降ろし、村橋氏と駐車場まで持っていく。海岸際に駐車場は設けられていた。こ
こから少し行った所が今日のｽﾀｰﾄ地点である。
今日のﾃﾗｲﾝは海岸線に面した松林であり微地形である。非常に細かい地形でむずかいしﾃﾗｲﾝであった。も
ともと走れないのに砂地だからなお一層走れない。見えそうで見えない、見通しがききそうでダメ。松の枝
がじゃまして直進ができない。
午後からは観光にと、まず、近くの紅葉で有名な那谷寺へ行く。駐車場は満員で入れそうもなかったがな
んとなく止められた。ﾗｯｷｰ。村橋氏はさっそく朱印帳を持って朱印所へ行く。境内は人人人ーであった。紅
葉はやや終わりかけだがまだ十分美しかった。このあと雪の博物館へ行った。湖を背景にﾓﾀﾞﾝな建物が建っ
ていた。中には雪の全てがわかるように展示され、また喫茶室もあり、ここから、白山が湖に写ってたいへ
ん美しく見えた。
今夜もまた宴会であった。しかも昨晩から四宮お姉さんに、明日は私の５５歳の誕生日だからお祝いしな
さいと、強制されしかもフランス料理店まで見つけていた。昨夜は食べて飲んだからあまり食べられないと、
今日は風呂に入ってﾋﾞｰﾙ（無料）を飲んでそれから宴会となった。まずシャンパンでお誕生日おめでとうの
乾杯をする。このあとﾜｲﾝやﾋﾞｰﾙでﾌﾗﾝｽ料理を堪能する。旨かった。このあとﾗｰﾒﾝでもと近くをうろうろし、
ｿﾊﾞ屋を見つけてまた一杯ｿﾊﾞを肴にやる。
25 日。７時 30 分出発し高速道路を走って西日本大会会場に。岸和田組はわりと早いｽﾀｰﾄなので、出発も早
くしたが、おもったより早く会場に着く。昨夜の天気予報では午後から雨といっていたがなかなか暖かくよ
い天気となった。今日の 50A は簡単そうであったが走れないためベッタの成績であった。が参加も楽しい。
襲いｽﾀｰﾄとなった四宮、昨夜合流した岩井、今日参加の佐藤氏らも次々と帰ってきた。会場には近隣のおば
さんらがｿﾊﾞやｵﾃﾞﾝなどを売っていた。
帰りも渋滞を予想したいたが思ったより混んでいなくて、みんなを送って岸和田８時過ぎに着いた。
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第１７回
ＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会
正月の気分転換に、ご家族でおいで下さい。またまた楽しい企画を準備中！。内容は来てのお楽
み？。
【 開催日 】２００２年１月３日（木）
【集合場所】大阪府岸和田市 とんぼ池公園
【 交通 】ＪＲ阪和線 下松駅よりバス とんぼ池公園停留所下車５分 240円
バスの時間帯は南海バス岸和田営業所 ℡0724‑22‑3632 まで！
［有料駐車場有り → 当日は無料のはずです］
【受付時間】９：３０〜１１：００
【競技形式】ナイショ！
【使用地図】ＫＯＬＡ作成 ニューマップ 『とんぼ池公園 ｐａｒｔ２』
※ 公園が拡張されたら、昨年度のを拡大ニューマップにする予定です ※
【 クラス 】MA（上級男子）、WA（上級女子）、MB（中級男子）、WB（中級女子）
N（初心者）、G（グループ）
※参加者によっては、クラスの変更をお願いする場合があります。
【 参加費 】一人1000円（当日1200円） （中学生以上同額、小学生以下無料）
Gは一人５００円（当日600円）（ 同 ）
事前申し込みは成績表無料送付します（KOLA会報内記載）。
当日申込者は、モノクロ地図になるかもしれません。
【申込方法】郵便局にある「郵便振替用紙」（青色の振込料振り込み人負担用紙
を使用して下さい）の通信欄に
（１）参加希望クラス
（２）氏名（ふりがな）
（３）住所
（４）電話番号
（３）年令
（４）所属クラブ［学校名］
を記入して、参加料を振り込んで下さい。これで申し込み完了です。
［振込先］加入者名：岸和田オリエンテーリング協会
口座番号：００９７０−７−１４１５８
【問合せ先】郵便番号 ５９６−００４４ 岸和田市西之内町２−２０
寺田 保
電話 0724‑38‑0260 ＦＡＸ 0724‑38‑4967
E‑mail mail@kola.club.ne.jp
http://member.nifty.ne.jp/Yminoru/kola/
【申込締切】２００１年１２月１９日（水）
新春大会
ナイト大会
過去のＫＯＬＡ杯優勝者は、表の通りです。
Ｍクラス
Ｗクラス
Ｍクラス
Ｗクラス
年
２００１年度優勝者と永年招待者は、事前申 1995川前 紀尚 中田 啓子 佐藤 信一 中村 夕里子
1996中田 茂夫
夏目 喜代子 小森 民雄 中田 啓子
し込みをすれば今回無料です。
1997上手 正雄
四宮 寿美子 四宮 一夫 有福 薫子
1998中村
1999 大西
2000沖浦
2001 小坂
永年招待者

知晴
夏目 喜代子
淳一 芝 聖子
徹二
四宮 寿美子
猛
田代 恵子
佐藤政明

御勢
小國
小野
小林

健二
英男
貴政
康浩

四宮
四宮
四宮
奥田

寿美子
寿美子
寿美子
裕子

第６回 ＫＯＬＡ橋本オリエンテーリング大会
春休みに、第６回ＫＯＬＡ橋本オリエンテーリング大会を開催します。これまでに延
べ３８０名を越える参加者があり、毎年楽しんでくれています。春休み中のことであ
り、今年も皆様に楽しんでもらおうと考えておりますので、ご
家族連れやお友達どうしでお気軽にご参加ください。
【開催日 】２００２年４月７日（日） 小雨決行
【主
催】岸和田オリエンテーリング協会（ＫＯＬＡ）
【後
援】橋本市教育委員会
【集合場所】杉村公園内 駐車場前遊児童広場
【交
通】南海高野線「御幸辻」駅 下車 徒歩約１０分
（「難波」駅より約６０分。駅前より誘導テープ［黄］あり）
【受け付け】午前９時３０分〜１０時３０分 （スタート時刻は１０時〜１１時）
【競技形式】ポイント・オリエンテーリング
【使用地図】ＫＯＬＡ作成「菖蒲谷」縮尺１：１００００
事前申込者は、コース印刷済み。
当日申し込みは、マスターマップ（もとの地図からのポイントの書き移
し）方式になることもあります。
【クラス 】
グループクラス
グループの構成
小学生男子組 小学生男子のみで構成される２〜５人のグループ
小学生女子組 小学生女子のみで構成される２〜５人のグループ
小学生混合組 小学生男女の混合で構成される２〜５人のグループ
中学生男子組 中学生男子のみで構成される２〜５人のグループ
中学生女子組 中学生女子のみで構成される２〜５人のグループ
中学生混合組 中学生男女の混合で構成される２〜５人のグループ
家族組
小学生以下の子供とその保護者で構成される２〜５人のグループ
一般組
上記の条件に当てはまらない２〜５人のグループ
個人クラス
参加資格
小学生男子 小学生の男子（３月に卒業したものをふくむ）
小学生女子 小学生の女子（３月に卒業したものをふくむ）
中学生男子 中学生の男子（３月に卒業したものをふくむ）
中学生女子 中学生の女子（３月に卒業したものをふくむ）
一般男子・初級 高校生以上の一般成人男子（初心者）
一般男子・上級 高校生以上の一般成人男子（経験者）
一般女子・初級 高校生以上の一般成人女子（初心者）
一般女子・上級 高校生以上の一般成人女子（経験者）

【参 加 料】１人３００円（ただし中学生以下１００円）
成績表送付希望者は、２００円別途申し受けます（機関紙ＫＯＬＡ内記載）。
「ＫＯＬＡ」年間購読希望者（４月〜３月分）は、２０００円です。
【申込方法】①〜②のいずれかの方法でお知らせ下さい。
① 郵便局にある「郵便振替用紙」（青色の振込料振り込み人負担用紙
を使用して下さい）の通信欄に
（１）参加希望クラス （２）参加者全員の氏名・年令
を記入して、参加料を振り込んで下さい。これで申し込み完了です。
［振込先］加入者名：岸和田オリエンテーリング協会
口座番号：００９７０−７−１４１５８
② 葉書かＥ−ｍａｉｌにて、問合せ先に（１）（２）の内容をお知らせ下
さい。参加費は当日お支払い下さい。
※大会当日に、事前に申し込みしなくても参加はできますが、準備の都合上、
できる限り申し込み下さるよう、お願いいたします。
【申込締切】２００２年３月２０日（水）
［当日申し込みも出来ます］
【問合せ先】〒583‑0033 藤井寺市小山９丁目１２−２２ 横田実方
ＫＯＬＡ橋本大会 係
電話 ０９０−４２９９−２９９７
Ｅ−ｍａｉｌ minoru.yokota@nifty.ne.jp
【そ の 他】・参加賞としてゴールにてジュースをお渡しします。
・各クラス３位まで、表彰します。
・表彰は、午後１時ごろの予定です。
・運動の出来る服装、靴でご参加ください。
・コンパスは各自ご用意下さい。（５０個までは貸し出しできます！）
・競技中の怪我、事故については充分にご注意下さい。参加者が自分自
身あるいは他へ与えた損害については、主催者は一切責任を持ちませ
ん。
【オリエンテーリングとは？】
コンパスと地図をたよりに、決められたポイントを、いかに
速く通過できるかを競うスポーツです。地図上の赤丸の中心
に、三角柱の形をしたコントロールと呼ばれるポイントがあ
ります。それに付いているパンチ（針が付いた穴をあけるも
の）でチェックｶｰﾄﾞに印を付けてきます。決められた順番
どおりに、パンチで印を付けてきてゴールして下さい。
スタート

ゴール

他のオリエンテーリング大会の情報も、インターネッ
ト ・ ホ ー ム ペ ー ジ で 公 開 し て い ま す 。 ア ド レ ス は
「http://member.nifty.ne.jp/Yminoru/kola/｣です。

OLカレンダー
大会名

主催

場所

締切

問い合わせ

12/2

京都ｶｯﾌﾟ第4戦

京都府委員

宝ヶ池

12/9

関西学連第3回定例戦

京大

葉隠甲賀

12/9

平成13年度西日本OL大会

JOA

広島県

12/16

第35回真備町大会

OLC吉備路

岡山県真備町

堀口0866-98-1894

12/22

ﾌﾟﾚ･ｳｴｽﾀﾝｶｯﾌﾟ

OLP兵庫

三木市

橋本078-991ｰ8280

12/23

ｳｴｽﾀﾝｶｯﾌﾟ

兵庫県協会

三木市

橋本078-991ｰ8280

1/3

KOLA新春大会

岸和田OLA

岸和田市

寺田0724‑43‑4904

1/6

静岡大大会

静岡大OLC

富士宮

11/30

1/27

第56回岡崎市OL大会

岡崎OL協

岡崎市

1/7

加藤0564-21-7453

2/3

神奈川県ﾊﾟｰｸOL大会

神奈川ｽﾎﾟ

相模原

2/17

第24回早大大会

早大OC

1/7

青島090-4099-8693

3/3

和歌山県民大会

和歌山県協会

和歌山市

インカレ

日本学連

栃木県

3/24

第28回全日本大会

JOA

京都府

JOA03-5476-5657

4/7

KOLA橋本大会

岸和田OLA

橋本市

寺田0724‑43‑4904

3/8,9

１２月の予定

１６日（日）１０：００ 新春準備
２３日（日）ウエスタンカップ

Ａｉｍｉｎｇ

いよいよ、師走ですね。２１世紀が始まって、すでに１年。もう、いろんなことが起こ
りすぎました。なんか２１世紀も波乱のスタートです。
オリエンテーリング界では、
２００５年の世界選手権に向けての準備も進んでいますが、
オリエンティア人口が少なくなってきて、公認大会の価値まで問われるような状態にな
ってきています。こっちも構造改革が必要なんでしょうね。

