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2008 年 KOLA 岸和田市民大会 
２００７年４月１３日 in 岸和田中央公園 

ＫＯＬＡの総会の午前中に行って恒例になった岸

和田大会。以前は和歌山県橋本市で開催していました

が、岸和田中央公園に舞台を移して今年で 4回目とな
ります。 

天候も良くて、

まだ桜も咲い

ていて気分良

くスタートで

きそうです。 
今回は、２０分ごとのマススタートです。スター

ト直後、走り出す親子連れや、じっくり地図を見な

がら、確認しているグループもありました。 
今回は、ＡクラスはウインドウＯを採用。狭い公園ですが、ちょっとは楽しんで頂け

たかな？。 

成績表 

クラス   順位  氏名    所要時間 
一般男子上級  1  奥村 理也   0時間 14分 18秒 
一般男子上級  参考  平山 友啓   0時間 15分 59秒 
一般男子上級  2  池田 辰雄   0時間 17分 31秒 
一般男子上級  3  尾仲 敏也   0時間 23分 02秒 
一般男子上級  4  高橋 祐耶   0時間 34分 31秒 
一般男子上級  5  香嶋 宏信   1時間 02分 39秒 
一般男子初級  1  石倉 義昭   0時間 38分 03秒 
一般女子初級  1  石倉 章子   0時間 30分 36秒 
中学生男子  1  高橋 祐耶   0時間 32分 41秒 
家族組  1  前川 真由美 他２名  0時間 19分 19秒 
家族組   2  前川 公平 他１名  0時間 24分 02秒 
家族組   3  今井 信也 他２名  0時間 38分 03秒 
  ※http://www.o-news.net/archives/2008/04/kola.php ← 奥村さんの感想。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今回は、地図を初級用と上級用を分けて用意。 
初級用は、コントロールを少なくした普通の地図。 
上級用は、コントロールを多くしてウインドウＯ。 
 
 



大阪ＯＬＣ 春の練習会 
２００８年４月２７日 箕面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



３月３０日に行われた、全日本大会。

トップランナーが集う夢のＭ２１Ｅク

ラス。そのコースを今回は走ることが

できる練習会。当然、それなりの知力

＆体力が要求されるので、ショートカ

ットをしたＡやＡＳコースも用意され、

練習会としてはもってこいの内容とな

っていました。しかも、終わってから

は、松澤氏からの勉強会としての「松

塾」も開催。中身の濃いものとなりま

した。 
僕は、中学生と一緒にＡＳコースを、

地図を確認しながら歩きました。じっ

くりと地形を確認して地図読みをし

ながらだったので、ゆっくりと楽しむ

こともできました。 
 地図は、今回移動した部分を示して

います。結構間違えずにいけた反面、

もっとベストルートを取れば良かっ

たと反省。 
 
 



２００８年度ＫＯＬＡ総会 
＜岸和田オリエンテーリング協会 ２００７年（平成１９年）度 活動報告＞ 
［出席者］横田、寺田保、寺田強、前田、永瀬、平山 以上６名 
【１】行事等 
 2007年４月 ８日（日） 年次総会  岸和田中央公園 
    岸和田市民大会  岸和田中央公園 
 ５月１３日（日） 大阪府民大会  服部緑地 
    ８月１２日（日） 近畿ＯＬＣ連絡会 京都大学 
    ７月２８日（土） ＫＯＬＡたそがれＯＬ大会 大泉緑地 
    ９月１７日（月） クラブカップ７人リレー 駒ヶ根 
   １０月 ７日（日） 全日本リレー  石川県加賀市 
   １１月 ４日（日） 大阪府民大会  万博公園 
   １１月２５日（日） ウエスタンカップ 滋賀 
 2008年１月 ３日（木） ＫＯＬＡ新春ＯＬ大会 浜寺公園 
    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 京都府旅館会館 
    ３月２９日（土） パークＯ関西大阪 服部緑地 
    ３月３０日（日） 全日本大会  箕面 
    ４月１３日（日） 年次総会  ＫＯＬＡハウス 
    岸和田市民ＯＬ大会 岸和田中央公園 
【２】会議等 
  ・総会          …2007年４月８日（日） 
  ・運営＆編集会議     …毎月最終水曜日に開催 
  ・府ＯＬ協会       …横田 
  ・近畿ＯＬ連絡会     …平山（１月２０日） 
  ・ＫＯＬＡ－ＭＬの活用による意見交換 
【３】広報活動 
  ・会報『ＫＯＬＡ』の発行 年間１２回 （発行部数５０部＋α） 
    2007年４月 14日 Ｎｏ．282 ～ 2008年３月９日 Ｎｏ．293 
  ・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 



【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   前田春正（部外折衝） 
  会  計   寺田 保（会計総括責任者） 
  事 務 局   寺田 強（体協関係責任者）  
  幹  事   平山友啓（広報） 
  競技監督   永瀬真一 
  会計監査   白川努（会計監査役） 
                                              以上任期 ２００９年４月 
 ２．府ＯＬ協会理事（１名） … 任期は１年ごとになりました。 
   横田 実（ＫＯＬＡ会長）               ２００８年４月 
    ※ 「委員」ではなく「理事」として会長がその任に着く。ただし、代理

として他の会員が参加することはかまわない。 
 
【５】会計報告 
 ※ 別紙 ※ 
   購入購入品 … 発電機，スタッフ用ビブス 
 



岸和田オリエンテーリング協会 2008 年（平成 20 年）度 活動方針・活動計画 
【１】活動方針  
 楽しさを仲間とともに！ 
 今年度は、岸和田オリエンテーリング協会が設立されて３３年目です。趣味で集

まっている会でのモットーは、“自分のできることを分担していく”というのが、

大切です。ＫＯＬＡも僕が会長になってからは、常にこの精神を大切に考えてきま

した。せっかく同じ会に所属しているのですから、一人では味わえない楽しさを見

つけて、みんなで楽しんでいきましょう。 
 昨年度は、最大行事だった大阪府での全日本大会が終わりました。ＫＯＬＡとし

ては、会員の拡大、各ＫＯＬＡ行事への取り組み方、各大会への会員の参加状況な

ど課題がいくつかありますが、前向きに一つ一つ、取り組んでいきたいものです。 
 
【２】活動計画 
 １．会議等 
  年次総会 ２００８年度総会 平成２０年４月１３日（日）  
       ２００９年度総会 平成２１年４月１２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……・大阪府ＯＬ協会及び府民大会実行委員会への参加。 
       ・近畿ＯＬ連絡会への参加。 
       ・その他、必要と認められる会議。 
 
【２】行事等 
 2008年４月１３日（日） 年次総会  岸和田中央公園 
    岸和田市民大会  岸和田中央公園 
    ７月 ５日（日）予定 近畿ＯＬＣ連絡会 大阪府予定 
    ７月２６日（土） ＫＯＬＡたそがれＯＬ大会 とんぼ池 
    ８月２４日（日） クラブカップ７人リレー 加賀海岸 



   １０月？？日（日）未定 神於山祭り  岸和田神於山 
   １１月 ３日（月・祝） 大阪府民大会  ？ 
   １２月 ７日（日） 全日本リレー  三重県 
 2009年１月 ３日（土） ＫＯＬＡ新春ＯＬ大会 大仙公園 
    １月 ４日（日）未定 大宮校区子供会ＯＬ指導＆主管 中央公園 
    １月１８日（日）未定 近畿ＯＬＣ連絡会 未定 
    ２月２２日（日） ウエスタンカップ 大阪（錦織公園） 
    ４月１２日（日） 年次総会  ＫＯＬＡハウス 
    岸和田市民ＯＬ大会 岸和田中央公園 

  ※合宿については、今後の検討課題とする。 
 
【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   前田春正（部外折衝） 
  会  計   寺田 保（会計総括責任者） 
  事 務 局   寺田 強（体協関係責任者）  
  幹  事   平山友啓（広報） 
  競技監督   永瀬真一 
  会計監査   白川努（会計監査役） 
                                              以上任期 ２００９年４月 
 ２．府ＯＬ協会理事（１名） … 任期は１年です。 
   横田 実                     ２００９年４月 
 
【４】機関誌ＫＯＬＡについて 
 ◎編集内容 
   ・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 
   ・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。 
 
【５】その他 
 ［ウエスタンカップ，クラブカップの参加について］ 
  ・ウエスタン，クラブカップの参加については、参加費の半額をクラブから補

助する。ただし、参加費の担当者を、参加するものの中から１名選び、会計に報告

することとする。 
  ・２回以上走る者については、２回目の参加費は、クラブ負担とする。 
  ・他クラブ員から、助っ人で参加をしてもらう場合、参加費用は、半々とする。 
  ・参加当日、都合により欠席する場合も、参加費用の半額は支払わなければな

らない。 
［競技者登録について］ 
競技者登録は、クラブ員はまとめて登録するので、総会までに登録の意志を伝え、

登録費をクラブ費とともに納入しなければならない。 
［会計について］ 
繰越金の状況により年会費の減額＆参加大会の補助について、考えていく。 
［府民大会の運営について］ 
全体での役員の規模や、各クラブの分担人数などの連絡があり次第、ＫＯＬＡとし

ての対応を考えていく。 
 
 ・会員の募集を精力的にやっていく（無料情報誌などの活用も含む） 
 ・入会金は、０円とする・ 
 ・ＯＣＡＤの購入は、急がず検討事項とする。 
 ・クラブ員への会報の送付は、確実に行う。購読会員へは購読の意思確認。 
 ・スキー野外活動部元部員への情報提供 
 



大阪府オリエンテーリング協会の裏事情 
ｂｙよこたみのる 

下の記事を見つけて「あのことか」と気づいたのは、大阪府下で何人いたのでしょう

か。おそらく、府協会の理事として関わっていた数名だけが気づいた記事だったことで

しょう。 
 大阪府オリエンテーリング委員会から大阪府オリエンテーリング協会となった平成１

７年４月。当然、物品を預かってもらっていたユースから協会へ引き継がなければなら

ず、また会計も当然引き継ぐべきものでした。 
 しかし、委員会での最終管理をしていたＯ氏からは、なかなか引き継ぎができずにい

た。平成１８年の後半には、とうとう「通帳を紛失した。引き出した現金も誤って捨て

たのではないか」とい言ってくる始末。その上、差し押さえがどうのこうのとか、色々

ないい訳が…。 
 この間、いろいろとすったもんだがあったのですが、詳細は省きます。結局は、ユー

スサービスの方と連絡をとって、平成１９年１０月３１日に、引き継がなければならな

かった全額が、ようやく協会に引き継がれる事になりました。折しも、大阪府での全日

本大会を３月に控えて、資金繰りをどうしようか最終判断をしていた矢先のことでした。 
 なんとか、全日本大会も終了し、協会会計もちょっと一息。せっかくの資金、みんな

で大切に使っていきましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２００８年４月１２日 朝日新聞より） 



ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか 場所

5/11 関西学連第1回定例戦[要項] [滋賀.野洲]

5/11 第4回佐鳴湖市民大会[要項][締近] [静岡.浜松]

5/17-18 [JOA]第4回全日本トレイルO選手権[要項] [東京.立川、青梅]

    5/17 １日目/[JOA]全日本トレイルO選手権 [東京.立川]

    5/18 ２日目/[JOA]全日本トレイルO選手権 [東京.青梅]

5/17 [JOA:S][NSR]東京スプリントO大会in昭和記念公園[要項] [東京.立川]

5/18 第17回石川県スポレク祭大会[要項][締近] [石川.金沢]

5/18 第37回太田市民OL大会[要項] [群馬.太田]

5/18 岡崎市OL教室＆練習会[締近] [愛知.岡崎]

5/24 読図講習研修会[要項] [埼玉.飯能]

5/24-25 第10回スコラ高原大会([JOA:BS]あり)[要項][締近] [広島.]

    5/24 １日目/[JOA:S][NSR]スプリント大会 [広島.庄原市東城町]

    5/25 ２日目/[JOA:B]ロング大会 [広島.神石高原町]

5/25 第7回東京OLクラブベテランズ大会[申込][要項] [東京.青梅]

5/25 ひがしね堂の前公園大会[要項] [山形.東根]

5/25 OLを楽しみませんか[要項] [埼玉.滑川]

5/25 第12回佐賀さわやかスポレク大会[要項] [佐賀.武雄]

5/25 恐竜公園大会2008[要項] [長野.長野]

5/25 OL教室&ミニOL大会[要項] [京都.京都]

6/1 第30回東大OLK大会[申込][要項] [静岡.裾野]

6/8 [JOA:S]パークOツアーin関西・和歌山大会[要項] [和歌山.和歌山]

6/8 08 KASEI-OL大会[要項] [埼玉.加須]

6/14 北九州OL教室 [福岡.北九州]

6/14-15 Jukola[要項] [フィランド.Tampere]

6/14-15 [JOA:BS]駒ヶ根高原大会[要項] [長野.駒ヶ根]

6/15 農大三高春のOL大会 [埼玉.]

6/15 OLを楽しみませんか[要項] [埼玉.滑川]

6/22 第59回福井市民体育大会[要項] [福井.福井]

6/22 関西学連インカレロング選考会[要項] [奈良.奈良＆桜井]

Ａｉｍｉｎｇ
４月１２日に朝日新聞に載っていた小さな記事。でも、これは大阪府オリエンテーリング協
会にとっては、２年以上にわたる重大な会計上の問題でした。無事解決したからこそ全日本
大会もきちんと運営できたところがあります。

※この大会情報は「森を走ろう！」サイトを利用して作っています。


