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第17回 大宮子供会 凧揚げ＆オリエンテーリング大会
２００７年１月７日（日）岸和田市

中央公園

毎年お手伝いしている地区の
子供会の活動の様子です。今
回は、クレヨンを使ってのビ
ンゴ−Ｏです。
今年は、あいにく、強風で、
途中からみぞれが降ってくる
厳しい天候でした。
第一部は凧揚げ。風が強く吹
いたり、やんだりで、皆さん
苦戦していました。
第二部のオリエンテーリン
グ。５人一組にチーム分けし
ます。オリエンテーリングの
説明中。今回はビンゴＯＬで
す。４×４の16コントロール
あり、１列そろえばゴールで
きます。
左の写真は、最初のコントロ
ールを取った後の作戦タイム
の様子です。
みんな楽しく、走ってきました。
みぞれが、強くなってきたので、表
彰式は、テントの中で行いました。

2007 年 1 月近畿ＯＬ連絡会

議事録
司会・記録：和歌山県オリエンテーリング協会

楠見耕介

＃以下議事録では敬称略です。
日

時

場

所 和歌山ビッグ愛

議

題

2007（平成 19）年１月６日（土）13:30〜16:30
5階

504 号室

１．各協会・クラブなど団体自己紹介
出席団体：（順不同）滋賀県 OL 協会 立命館大学 OL 同好会 京都府 OL 協会 京都 OLC 朱雀 OK みやこ
OLC 京都大学 OLC 大阪府 OL 協会 岸和田 OL 協会 OLC レオ 大阪 OLC コンターズ 吹田 OLC 豊中 OLC OLC
ふるはうす 大阪大学ＯＬＣ 兵庫県 OL 協会 OLP 兵庫 奈良女子大学 OLC 和歌山県 OL 協会 関西学連幹事
会 JOA 近畿ブロック会議 OLC 吉備路 JOA 東海ブロック会議

２．大会などの行事調整
別紙行事予定表参照。確定していないものも掲載しています。備考欄に注意してください。
３．ＪＯＡ報告

JOA 理事

尾上俊雄

○平成 18･19 年度競技関連事項の概要について説明
（別紙資料、JOA ホームページ http://www.orienteering.or.jp/参照）
◆公認大会実施基準
平成 18 年度から新しい形で公認大会を開催しているが、規程の改定は行わず、運用で対
応している。そのため、諸規程集（2005 年版白い表紙のもの）と、平成 18 年度から開催
している公認大会の実施基準等は、異なっている。詳細については、JOA ホームページま
たは各府県協会事務局に問い合わせてほしい。
19 年度については、基本的には 18 年度と同じ基準。あたらしく公認申請の期限を設けて
いる。
◆主催・公認大会の予定
資料の表に追加の可能性があるものとして、S カテゴリのパーク O ツアーin 関西、S/B
カテゴリとして、クラブカップ 7 人リレーの関連イベントの 9 月 15 の駒ヶ根スプリントの
大会がある。また、12 月 9 日の埼玉県協会大会は「東日本大会」となる可能性も。
広島の向原カタクリの里大会は、現在 JOA ホームページに掲載されているが、京葉大会
と重なったことで、来年（2008 年）に延期とし、19 年度の公認申請は 12 月に取り下げら
れている。
◆平成 19 年度競技者登録
・有効期限：平成 20 年の 6 月末日まで。⇒年度はじめの大会の申し込み時の混乱を避ける
ため。（平成 18 年度、平成 20 年度以降も同様の扱い）
・登録受付期間：2 月 1 日から、19 年度の受付を開始。毎月 20 日〆、翌月 1 日の大会から
有効

・JOA ニュースの送付：現在年 2 回だが、さらに増やす予定。
・4 月 1 日生まれの競技者は、前年度の扱い。「年齢計算ニ関スル法律」による。同様に
早生まれの場合の採番時に注意。例：1987 年 1 月 6 日生まれの男性は、186-??-???とな
る。
◆エリートクラス出場資格
取得後 3 ヶ月からの大会で行使できるとともに、有効期限が定められた。JOA ホーム
ページの図参照。これにより、3 月の静岡スプリングカップでエリート資格を得たら、6
月の全日本大会のエリートクラスに出場が可能。
◆年齢別ランキング
18 年度の中間集計を JOA ホームページに掲載している。
◆2/3･4 大阪で OCAD 作図講習会
OCAD 作図が広まっているが、規程に沿っていない場合が多いので、作図をする人は、
ぜひ受講してほしい。
◆3/17 富士市でコントローラ研修会
コントローラは、大会競技責任者と相談しながら、より公正で上質な大会を開催する
ようにしている。コントローラをする人、資格を目指す人だけでなく、大会競技責任者
にも役立つ講習会なので、大会運営にかかわる多くの人の受講をお勧めします。
◆大会広報用ポスター
写真を組み合わせたもので、白地の部分に大会名など追加すれば大会の広報に利用で
きるものを制作した。1 枚 40 円で頒布。
○質問と要望
◆

昨年 3 月の全日本大会でも死亡事故が起こったり、先日の香港での APOC では、リレ
ーの大会で、日本人選手を含む数名の選手が深さ 5m のたて穴に転落して骨折するとい
う事故が起こったと聞いている。香港では、競技者に笛の携帯を義務付けているので、
落ちた競技者は笛を吹いて救助を求めたそうだが、JOA として、笛の携帯を義務づける
考えはないか？（コンターズ
＃

辻村）

パーマネントコースを回る際には、笛の携行をすすめていることもあるように、日
本でも検討する必要があると思う。しかし、すぐに義務化というのは難しいのでは。
（尾上）

＃

イギリスでは義務、オーストラリアやニュージーランドも同様、スイスでも義務。
北欧諸国は義務でない。（大阪府協会

＃

阪本ほか）

大会準備の際にいのしし用のわなにかかった事がある。登山の際は、笛を携行し、
取り出しやすいようにしているが、オリエンテーリングの場合、地図調査などで単独
で山に入る場合もある。その場合事故がおこると、大会のとき以上に発見するのが難

しいので、笛の携帯を勧めたい。（和歌山県協会

斉藤）

４．各団体からの提案事項
○ OLC レオ

愛場
◆大会のセキュリティー（安全管理）について
大会の救護所に用意してほしいものなどまとめた O-マガジンの記事をご一読お願い
します。

◆ インストラクター講習会の共同開催について
18 年度のインストラクター講習会を、大阪府・兵庫県で共同開催するが、ほかの地区
ではどうか。また受講生を増やすためにはどうすればいいか。
＃

今年度、県協会として開催する余裕がないので大阪府協会にお願いした。関連団体
にお願いして、ホームページに掲載してもらうことができた。（兵庫県協会

＃

東海地区では、愛知・岐阜・三重で共同開催している。（東海ブロック

芝）
小野）

＃ （受講者として学生が期待されているが、）学生には受講料が高い。（関西学連

小

野原）
＃

学割をもっと安くできないか。京都では以前、八田さんの働きかけもあって、多く
の学生が受講していた。（みやこ OLC

坂本）

◆ パークＯなどの大会開催要項の初心者向け文面（大阪府協会と共通提案）
パーク O は、初心者に参加しやすいように開催される面もあるが、大会要項は、初心
者が読んでもさっぱりわけがわからないものが多い。パーク関西兵庫のコントローラを
しているので、初心者向け文章をいれるようにお願いしたところ、併設の「生涯スポー
ツ大会オリエンテーリング」の裏面に掲載できた。このような例を広げるために、共通
で初心者向け文面を作成できないか。
＃

JOA の普及用ビラを利用して、裏面を制作した。（兵庫県協会

＃

JOA 普及教育委員会で作成中。MS ワードなどのファイルの形で作るので完成し
たらそれを利用してください。（滋賀県協会/JOA 普及教育委員会

○ 大阪府協会

芝）

平島）

阪本

◆ (告知）平成 20 年 3 月の全日本大会に向け、テレイン「箕面」をクローズする。学

生さんの利用が多いので、関西学連のほうからも周知お願いします。

◆ (質問と提案）愛知世界選手権への財政援助を、他の府県協会はどうしているか？

各大会に参加費を 100 円程度上乗せして愛知への援助としてはどうか？
＃収支報告を紙の形でもらえないと検討できない。また、いつまで決着したいのかめど
を示す必要がある。借金を減らす方法はいろいろあるはずでは。（みやこ OLC

坂本）

＃ディレクター・インストラクターの数に応じて各都道府県協会に交付される組織育成
費Ⅱの半額をめどに 愛知世界選手権への財政援助をお願いしてきたが、18 年度の払

い込みが、10 あまりしかなく、11 月下旬に再度のお願いをした。大会収支につい
ては JOA 総会で報告したが、広く援助をお願いするには、大会後の援助の状況を踏
まえた最新の財政状況を示す必要がある。JOA のかかわりも来年から離れる予定なの
で、今後の見通しを示す必要は感じている。今後、JOA は 2009 年のスキーO 世界選
手権の資金集めに取りかかる予定。（東海ブロック
◆ ＯＬＣ東海

小野）

大野聡生さんより依頼（司会者より説明します）

①

インターハイ予選について（近畿地区オリエンテーリングクラブ各位）

②

2006 年度インターハイ東海関西地区予選

③

中高生オリエンティアについて(抜粋 7 ページ)
①は、例年 3 月末に開催しているインターハイの参加を近畿地区の高校生オリエン
ティアに呼びかけてもらえないかという依頼。②は 2006 年度の予選の進行状況につ
いての資料。③は中・校生オリエンティアをめぐる状況についての分析。他の競技と
の比較、賞とやる気との関係、地域総合型クラブとの連携など多角的でくわしい分析
です。（和歌山県協会

＃

楠見）

中学生・高校生の大会参加者にどう説明するのがよいか。直接手渡せるような資料
があるとやりやすい。
また、地域クラブにジュニア部門を設けるとあるが、そのための具体的なアイディ
アはあるか？（みやこ OLC

＃

坂本）

地域総合型クラブに、オリエンテーリングを普及しては、という意図のようだ。和
歌山では、紀南地方の地域総合型クラブから依頼を受け、オリエンテーリング行事を
主管して行っている。（和歌山県協会

＃

楠見）

吹田市では以前、学校の林間学校でオリエンテーリングが多く取り入れられてきた。
また、レクリエーションリーダーの研修でもオリエンテーリングが進められ、（オリ
エンテーリングの）指導員講習を受ける人が多かった。最近は、「オリエンテーリン
グはしんどい」という印象があったり、ペタンクなど他のニュースポーツが取り入れ
られたりして、オリエンテーリングがほとんどなくなっている。また、行政の担当が

レクリエーションからスポーツの担当に替わってから、難しくなったようだ。（吹田
OLC

川向）

５．その他
○パーク O ツアーin 関西 2007 実施要項について
用語の変更と訂正、ツアー負担金についての説明の補足。2006 年度と同じように JOA 公
認 S カテゴリを検討中の大会が多い。（滋賀県協会

平島）

○近畿 OL 連絡会名簿について
前回同様、全員配布は、メールアドレスと郵送連絡先の住所の入ったものにする。電話等
必要な人は、とりあえず次の連絡会までは、和歌山県協会事務局まで連絡。（和歌山県協会
楠見）
６．次回の近畿 OL 連絡会について

慣例により、関西学連が担当。日程は、7 月 8 日（日）を中心に検討。（関西
学連幹事長

小野原、次期幹事会入りの

京都大

大浦）

ＯＬカレンダー
年月日
2/17

大会名ほか

場所
パークOツアーin関西第4戦・香久山大会(1/28から変更)[要項][締近] [奈良.橿原]

2/18

全日本のための強化講習会[要項][締近]

[福岡.北九州]

2/18

第4回OLC東海大会[要項]

[愛知.新城]

2/18

横浜OL2月練習会[要項]

[神奈川.横浜]

2/23-3/3

スキーO世界選手権(Ski-O WOC2007)[要項]

[ロシア.Krasnogorsk]

2/24

[NSR]駒沢公園パークO大会[要項][締近]

[東京.渋谷]

2/25

第11回クラブ対抗リレー大会(締切延長)[要項][締近]

[埼玉.熊谷]

2/25

第2回岐阜県OL協会大会[要項][締近]

[岐阜.関]

2/25

和歌山県OL大会[要項][締近]

[和歌山.白浜町]

3/4

[JOA:S]パークOツアーin関西第5戦・京都大会[要項][締近] [京都.京都]

3/4

あけもどろ大会[要項]

[沖縄.那覇]

3/4

第29回千葉県協会大会[要項][締近]

[千葉.鴨川]

3/4

[JOA]読図とコンパスの使い方講習会[要項]

[静岡.静岡]

1/0

[NR]日本学生OL選手権(ミドル＆リレー)[要項]

[栃木.矢板]

1/0

矢板高原2日間大会[申込][要項][締近]

[栃木.矢板]

3/11

第16回OL高崎大会[要項]

[群馬.高崎]

3/17

[JOA]第3回コントローラ研修会[要項]

[静岡.富士]

3/18

[JOA:A][NR]富士Spring Cup[申込][要項][締近]

[静岡.富士宮]

3/25

[JOA:S]パークOツアーin関西第6戦・三木山公園大会[要項] [兵庫.三木]

3/31-4/1

[JOA]京葉OLクラブ創立30周年記念大会[申込][要項]

[千葉.山武]

3/31

[JOA:S]京葉OLクラブ創立30周年記念大会

0

4/1

[JOA:A]京葉OLクラブ創立30周年記念大会

0

3/31-4/1

トレイルO強化合宿[要項]

[千葉.]

4/8

第5回茶の里いるま大会[申込][要項]

[埼玉.比企郡嵐山町・ときがわ町]

4/22

春季福井市民大会

[福井.福井]

4/22

第26回笠岡市OL大会[要項]

[岡山.笠岡]

4/22

平尾台OL大会

[福岡.平尾台]

4/28-29

10MILA 2007

[スウェーデン.Eskilstuna]

4/29

大阪OLC3ステージイベント[要項]

[大阪.大阪]

3/5

富士ゴールデン4days併設ワークショップ[要項]

[静岡.富士宮]

3/6

富士ゴールデン4days大会[要項]

[静岡.富士宮]

5/5

韓国蔚山広域市長杯全国大会

[韓国.]

5/13

[JOA:A]多摩OL創立35周年記念大会[申込][要項]

[埼玉.飯能]

5/19-20

長崎ちゃんぽんフェスタ[要項]

[長崎.大村]

5/19

トレイルOの集いin大村

0

5/19

[JOA:S]スプリント大会

0

