
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２２２号2002年４月１２日発行

［KOLA-HP］http://member.nifty.ne.jp/Yminoru/kola/　　　[E-mail]　mail＠kola.culb.ne.jp



第２８回 全日本オリエンテーリング大会 

兼 京都府オリエンテーリング大会 
 

２００２年３月２４日 「山紫水明  東山」 

 

南禅寺のすぐ横にある 
東山 学園を会場にして 、 
全日本大 会が始まりました。 
 
初めて使用 する人のために 
ＳＩカードの 説明もされていました 。

体育館の舞台に設置された 
特設 ステージ。 
 
当日は、午後から雨が降ってきたので 
参加者 には好評 だったかな？。

出発前の 
ＫＯＬＡの面々。今回は、 
 
Ｍ２１Ａ  平山友啓 
Ｍ２１ＡＳ 永瀬真一 
Ｍ２１ＡＳ 白川努 
Ｍ３５Ａ  横田実 
Ｍ５０Ａ  寺田保 
Ｍ５０Ａ  村橋和彦 
Ｍ５５Ａ  前田春正  
 
が参加しました。

会場に設置 されたブース。 
やっぱり、こう言うところで買って、 
地元 の人に貢献しなくちゃね。 
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とりあえず、横田氏 の１番までのコース。もっといい取り方は…。 

 

表彰式の前には、 
ＪＯＡ会長の小野 清子氏より 
２００５年ワールドカップに向けての 
激励のお言葉 も…。

さて、肝心のレースですが、Ｍ２１Ｅでは、鹿島田氏を押さえ、またも村越氏が栄冠に輝きました。
強いですね。４１歳の彼を越える若手 が台頭してこないと、ワールドカップも…。 
 
ＫＯＬＡの面々は、まずまずの成績 だったのかな？。 
 
Ｍ３５Ａ 横田 … ２６位  （１３：３０現在） 

 
他の会員のラップも知らせてね。

1(35) 2(42) 3(50) 4(52) 5(53) 6(72) 7(78) 8(101) 9(111) 10(113) 11(123) 12(130) Ｆ

8:49 9:01 9:43 3:52 7:02 10:23 8:44 3:09 9:56 3:05 5:53 1:45 0:11

8:49 17:50 27:33 31:25 38:27 48:50 57:34 1:00:43 1:10:39 1:13:44 1:19:37 1:21:22 1:21:33
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第６回　橋本オリエンテーリング大会　報告
2002年4月7日(日)　 橋本市杉村公園

事前に申し込みをして下さった家族組の大半が、雨模様のためか欠席。

参加者は２９人と、過去最低となってしまいました。(-_-;)。

でも、参加してくださって女の子や家族の人たちは、楽しんでくれたようで、

それだけでも大満足。もっと多くの人に、この楽しみを知ってもらいたいですね。

家族そろってのゴールです。

散々迷ったのは、何番だったかな？

参加者が少ないので、

グループ全員に地図を渡して、

よーいどん！

昨日からの雨が上がり、

準備も完了！。

参加者もぼちぼち集まり始めました。



表彰式です。

グループには、

全員に表彰状が手渡されました。

ゴールをした後で、

地図と成績表を前に

コース談義に花が咲きます。



成績表

＆

デフ



２００２年度ＫＯＬＡ総会
［出席］横田、寺田保、中井、平山、前田

［委任状］永瀬、寺田強、村橋、白川、大西

［退会］佐藤　［不明］新保、吉村、猪上、岸本

＜岸和田オリエンテーリング協会　２００１年（平成１３年）度 活動報告＞

【１】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　　（３６名）橋本市杉村公園

　　　　６月　３日（日）　　全国一斉ＯＬ大会　　　　（７名）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　　　　　　　　峰山高原

　　　　８月　４日（土）　　ＫＯＬＡナイトＯＬ大会（１４名）大泉緑地

　　　　９月　９日（日）　　クラブカップ７人リレー（参加）　駒ヶ根市

　　　　11月　３日（水）　　大阪府民ＯＬ大会　　　（運営）　万博記念公園

　　　　12月２３日（日）　　ウエスタンカップ　　（２チーム）三木市・OLＰ兵庫

　2002年１月　３日（木）　　ＫＯＬＡ新春ＯＬ大会　（８０名）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１４日（月）　　近畿ＯＬＣ連絡会　　　　　　　　尼崎市

　　　　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　

【２】会議等

　　・総会　　　　　　　　　　…2001年４月８日（日）

　　・運営会議　　　　　　　　…毎月最終木曜日に開催（途中から水に変更）

    ・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

　　☆岸和田ＯＬ連盟としての活動は、休止。

【３】広報活動

　　・会報『ＫＯＬＡ』の発行　年間１２回　（発行部数５０部＋α）

　　　　2001年４月６日　Ｎｏ．210　～　2002年３月８日　Ｎｏ．221

　　・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の活用

　［課題］・ＯＬの底辺拡大を意識した広報

　　　　　・府民大会や全国一斉大会での府ＯＬ委員会を通じた広報

【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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００３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。

　　　　　・借入金は２００１年度で解消した。



＜岸和田オリエンテーリング協会　2002年（平成14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２７年目。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　２００２年度総会　平成１４年４月７日（日）

　　　　　　　２００３年度総会　平成１５年４月６日（日）　

　　運営会議　定例…毎月最終水曜日に開催し、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…毎月最終水曜日午後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

　2002年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１６日（日）　　全国一斉ＯＬ大会？　　　　　　岸和田中央公園 他

　　　　７月１４日（日）？　近畿ＯＬＣ連絡会　　　　　　　？

　　　　７月　　日～　　日　豊中＋KOLA夏合宿　　　　　　　？

　　　　８月　３日（土）　　ＫＯＬＡナイトＯＬ大会　　　　長居公園

　　　　８月２５日（日）　　クラブカップ７人リレー　　　　

　　　　11月　　日（　）　　大阪府民ＯＬ大会　　　　　　　

　　　　12月　８日（日）　　ウエスタンカップ　　　　　　　くろんど池

　2003年１月　３日（水）　　ＫＯＬＡ新春ＯＬ大会　　　　　錦織公園

　　　　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　　　　　　　？

　　　　３月２４日（日）　　全日本大会　　　　　　　　　　新潟県　　　

　　　　４月　６日（日）　　年次総会　　　　　　　　　　　橋本市杉村公園

　　　　　　　　　　　　　　第７回橋本ＯＬ大会　　　　　　橋本市杉村公園　

　　　　☆府として全国一斉大会をどうするのか、連絡・広報が必要。

【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　２００３年４月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（今年度に限り１年任期とする）

　　ウエスタンカップ担当　永瀬

　２．府ＯＬ委員会委員（１名）

　　　寺田　強　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００３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、前田が更新済み。



　・登録制度に関して　→　現在の登録者は、永瀬・前田・村橋・平山

　・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。

　・大会運営関連についての提案

　　・要項について

　　　　・競技形式を明記するようにする。

　　　　　　特に、新春で

　　　　　　・ナイショ！

　　　　　　・福袋

　　　　　　だったりよくしますが、

　　　　　　わかっている参加者しか参加してもらえなくなる恐れが。

　　　　・スタート時間は当日指定すること、プログラム送付のないこと

　　　　　ホームページで補足事項（バスの時間etc）を提供することの明記

　　・運営時のマニュアルについて

　　　　・マニュアルとはいかなくても、レジメレベルのものを作る。

　　　　　　・・・・今年の新春大会でいえば、コントロールカードが、

　　　　　　　　　　クラスによって違うことが伝わっていなかった

　　　　・当日、最初（参加者が集まる前に）に全員でミーティングをする。

　　　　　　・・・・当日の参加の運営者もいます。

　　　　　　　　　　重要なポイントを確認したいものです

　・ナイトＯＬ大会要項作成時には、ウエスタンカップの告知のため

　　「2002/12/8　第１９回ウエスタンカップリレーオリエンテーリング大会」

　　の文言をいれる。

　・とんぼ池公園の地図の拡充　→　村橋氏を中心に。

　・杉村公園の地図を、充実させる。

　・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。

　・ウエスタンカップ，クラブカップの参加費は、半額をＫＯＬＡ補助とする。

　・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…。

　・広報として、泉州版の広報誌「パド」への投稿や各新聞社への行事紹介。

　　市の広報を使用する。ウエスタンカップの掲示物の作成　など



＜２００２年度　機関誌『ＫＯＬＡ編集の方針＞

［２００１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？。

［２００２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（最終水曜日午後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。


