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いつも１月に岸和田大宮地区子供

会連合の催しが開催されています。場

所は、岸和田中央公園。今年は１月１

２日（日）に行われました。 

ＫＯＬＡとしては、子供会の手伝いと

して、いつもオリエンテーションを行っ

ています。小学生５人組で、公園内３０

分程度でまわる簡単なものを企画して、

普通の公園内Ｏではなく、絵合わせな

どで、子どもたちの興味を持たせるよう

に工夫しています 

今回は、２０個のコントロールの中に、

９つだけ絵の書いた札とクレヨンをぶら

下げて、残りは、はずれ。うまくいけば

９つだけ見つければ帰ってこれるのだ

けど…。 

結局、「２０分したら戻ってきて」とい

っていたのだが、一番最後の班は、４０

分もかかっていました。やっぱり、やっ

たかぎりは、全部見つけて帰ってきた

いんですね。 

  

中央公園は小さな公園内ですが、子

どもたちが走り回るには充分ですし、

何にもまして安全です。また、コントロ

ールをみつける事自体が楽しいと感じ

てくれているので、この子たちが気軽

に参加できる大会が、もっと身近に必

要ですね。 

第１３回 大宮子供会 凧揚げ＆オリエンテーリング大会 

岸和田オリエンテーリング協会 横田実 
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寺田 強餅
岸和田ＯＬＡの新春大会にご参加いただきありがとうございました。年末

からモチをついて、正月そうそう、小豆を炊いて、オデンまで毎年用意いた

。 。 。します お味はいかがでした 餅・一年で一番食べるのはこの時期でしょう

なにげなく食べていますが、餅について調べたことありますか。

まず、米には「うるち米 「もち米」がある。日本にはこの２種類しかない」

が、世界にはこの中間型の米もある。 「もち米」はアミロペクチンが１００

％あり 「うるち米」はこのうち約２０％がアミロースである。アミロースの、

含有量が下がると粘りが出て、日本人の好みに合う。ちなみに日本人が美味

しいと定評のあるコシヒカリはアミロースの含有が16％前後で普通米（約20

％）より低く、粘りがあるのもその理由である。

節供または節日（せちび）は特定の年中行事をさずが、節供の食べ物を意

味する語でもある。鏡餅 正月の餅といえば鏡餅であるが、三方に半紙、裏

）、 ） 、 、白(ｳﾗｼﾞﾛ 譲葉(ﾕｽﾞﾘﾊ 昆布を敷き 腰高の丸い大小のひと重ね餅を置いて

上に橙（ﾀﾞｲﾀﾞｲ 、串柿、干しするめなどをのせ、四手（ｼﾃﾞ）を垂らして床）

飾りとして年神に供える。

また、必ず全国的に正月に餅を食べるのではない。餅なし正月。餅を正月

の供物や儀礼食として用いない習俗がある。正月に餅を搗いたり食べたりす

ることを禁忌する伝承は、広く全国的にみられる。その伝承を村全体で守っ

ている場合や、特定の一族、一家に限っている場合とがある。

餅米で作ったお酒にお隣中国の紹興酒（ｼｮｳｺｳｼｭ）がある。歌にある蘇州

に近いところにある紹興市が有名な産地。ｱﾙｺｰﾙ度が15-18％で独特の臭いが

ある。当然中華料理との相性はバツグンである。

、それにしても当ＫＯＬＡの新春大会にはつきものになったぜんざいですが

「 ” ” 。 、毎年 めんどうだから もうやめよう といいながらも続いています ぜひ

来年も再来年も新春大会にご参加をお願いいたします。







横田家に、４人目登場！

１月３０日，午前４時２８分３２８８ｇの男子が、無事産まれました。

名前ですが、「琉輝」と名付けました。

横田家の４人の子どもたちの名前は、すべて自然をテーマに付けています。

　　　崇志は「崇高なる高い山のイメージ」、

　　　遼は「はるかな地を流れる川をイメージ」、

　　　隼人は「空を悠然と飛ぶハヤブサからの空のイメージ」

　　　琉輝は、沖縄の古名「琉球」からとり、青くすんだ海を連想させ、「輝」は、

文字通りの輝き！。大海原の輝きを彷彿とさせる名前を持ち、大

きな人間になってと言う願いを込めて！。





OL行事予定
予定日 大会・行事名 場所 主催又は主管
２００３年

1月26日 第58回岡崎市ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ大会 岡崎市中央総合公園 岡崎OL協会
2月16日 H14年度和歌山県民OL兼ﾊﾟー ｸOﾂｱｰin関西ﾄﾗｲｱﾙ3戦 海南市わんぱく公園　1:5000 和歌山県OL協会
2月16日 早大OC大会 埼玉県飯能市 早大OC
3月2日 京都カップ第３戦 華頂山将軍塚 主管：朱雀OK

3月7～9日 第２５回インカレ 愛知県下山村 日本学連
3月8.9日 インカレ併設大会

3月21日 親と子のｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ教室 双ヶ丘 京都府OL協会
3月23日 第２９回全日本大会 新潟県中蒲原郡 JOA
3月29日 高取ﾊﾟｰﾏﾈﾝﾄｺｰｽｵｰﾌﾟﾝ大会 高取町 奈良県OL協会
4月6日 KOLA橋本OL大会 橋本市 岸和田OL協会
4月6日 愛知県民ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ大会 小牧市 愛知県OL協会
4月6日 金沢大学大会

4月20日 春の初心者教室（ﾊﾟー ｸO） 鶴見緑地　New　Map 大阪OLC
4月20日 サン・スーシOL大会 神奈川県秦野 サン・スーシ
4月20日 第１７回新潟大OL大会 新潟県三島郡 新潟大学
4月29日 春の練習会 未定 大阪OLC
5月18日 全国一斉大会 橿原市 奈良県OL協会
5月24日 スポレク滋賀県大会(ﾊﾟー ｸO） 近江八幡運動公園 滋賀県OL協会

５月下旬 市阪戦 天野 大阪市大・大阪大学
6月1日 '03京都ｶｯﾌﾟ第１戦　兼　全国一斉OL大会山紫水明東山 京都府OL協会実行委員会

6月29日 インカレショートセレクション 2003年ｲﾝｶﾚﾓﾃ゙ ﾙｲﾍﾞﾝﾄﾏｯﾌﾟ使用関西学連
7月20･21日 インストラクター養成講習会 京都市内

8月2日 KOLAナイトOL大会 未定 岸和田OL協会
8月3日 第２３回コンターズ練習会 未定 コンターズ

8月15ｰ17日 ①ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸ゙ 3日間大会兼中日東海ﾌﾞﾛｯｸ大会愛知県下山村 WOC準備委員会
8月16日 ②第１１回ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ７人リレー 愛知県作手村 ROMサービス

9月6･7日 第１８回ナイト＆デイOL大会 岡山市周辺 OLC吉備路
9月28日 大阪市立大学OLC３０周年記念大会（ﾊﾟｰｸO 舞洲（大阪市此花区） 大阪市大OLC・杉風会

９月７日頃 パークO大会 和歌山市四季の里公園 和歌山県OL協会
9月23日 秋の練習会、ｼｮｰﾄO 未定 大阪OLC
9月21日 秋の初心者教室 浜寺公園 大阪OLC
10月5日 関西学連定例戦 箕面（予定） 市大･神大･橘女子･立命館

10月12日 第２９回東日本大会 山梨県 JOA
10月19日 第１３回京大大会 天王山 京都女子大学、京大
10月26日 第５９回岡崎市ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ大会 岡崎市東公園 岡崎ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ協会
11月2日 愛知県ｽﾎﾟﾚｸｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ大会 東加茂郡旭町 愛知県ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ協会
11月9日 ならスポーツフェスティバル２１ 奈良市 奈良県OL協会

11月16日 第３回関西学連定例戦兼新人戦 黒添池 大阪大学･奈良女子大学
11月23日 全日本リレー大会 茨城県 JOA
11月30日 '03京都ｶｯﾌﾟ第２戦 山紫水明東山 京都府OL協会実行委員会
12月7日 第２０回ウエスタンカップリレー大会 大和高原　都介野 関西学連

１２月上旬 第３４回真備町OL大会 岡山県真備町 OLC吉備路
１２月中 インカレセレクション 関西学連
２００４年

1月3日 KOLA新春OL大会 未定 岸和田OL協会
１月又は2月 リレー練習会 未定 大阪OLC

3月28日 全日本OL大会 山口・秋吉台 JOA
12月21日 関西パークO奈良 奈良県OL協会

1月25日･26日Oキャド講習会 OLP兵庫　尾上
2月11日 京大ぞんび～ず大会「ｲﾝｶﾚ対策ﾘﾚｰ練習会 山紫水明東山 京大ぞんび～ず
3月21日 杉橘戦 ﾊﾟｰｸO 京都橘女子大学
3月16日 千里大会 箕面 豊中OLC
5月11日 菅平ﾛｹﾞｲﾝﾁｬﾚﾝｼﾞ

5月18か25日定例戦 京大
7月6又13日 近畿OL連絡会 未定 関西学連
6月14･15日 トレイルO講習会 JOA、OLP兵庫

6月8日 全国一斉OL大会 未定 大阪府OL委員会
6月8日頃 学連合宿、学生のみ 関西学連
7月18・21日 大阪OLC夏合宿 富士（予定） 大阪OLC

8月17日 ③スプリントO 愛知県 WOC準備委員会


