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第 21 回 大宮子供会 凧揚げ＆オリエンテーリング大会
2011 年１月 9 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、フリーポイントオリエンテーリングです。

まずは、たこ揚げ大会。
今回、ＫＯＬＡからは
寺田強，横田の２人が参加。
オリエンテーリングの練習として
スキー野外活動部から
西中，小倉，辻野，門村も参加。

今回は、スキー野外活動部としても
凧を用意。(市販のものですが)
オリエンテーリングまでの時間を
凧揚げをして楽しみました。

岸和田市長も激励に訪れました。

凧揚げとオリエンテーリングの
入賞者に配布される
メダルです。

いよいよ、オリエンテーリングの開始です。
まず５人一組になってのチーム分け。
各町ごとにわかれて、総勢 12 チーム！
［スタート前の説明］
・ゼッケンをつける
・地図の裏に「町，名前，学年」を書く。
・ポイントを見つけてクレヨンチェック。
・現在地の確認
・全部になったら、ゴールに向かう。

さて、スタートです。
ダッシュで出発するちびっ子たち。
時間は、２０分間です。
うちの部員も同時スタート。

「あった！」
牛乳パックた色塗りしたコントロールに、
クレヨンがぶら下げてあります。

ゴールしてきます。
今回は、「すべて」まわるのに、
去年と同じく「ビンゴ」と勘違いして
戻ってくるチームが５チームほどありました。
最終ポイントから全員でダッシュ！

時間内に、すべて回れたチームは
５チームだけでした。
オリエンテーリングの後に、
ぜんざいを頂きました。

さぁ、表彰です。
まずは、凧揚げ大会のトロフィー授与。
市長杯のトロフィーです。
オリエンテーリングの表彰も。
５チームに賞品が配られました。

最後は、みんなに参加賞が配られました。
美味しいお菓子の詰め合わせ。良かったですね。
４人に撤収をしてもらいましたが…
このあと、ＫＯＬＡ＆ＩＳＯＣで食事をして帰りました。

パークＯ IN 関西 第５戦
河西公園オリエンテーリング大会
２０１１年１月１６日（日）

寒波到来の中、
５人でパークＯ関西にやってきました。
和歌山の河西公園でのニューマップ。
雪がちらつき、風が強くて寒かったです。

当日申し込みの申込書を記入。
寒さで手が、かじかんでしまいます。

まずは、初心者説明用コースを
用意してくれていたので、
Ｅカードとコントロールの見つけ方を
練習です。

スタート時刻が遅いので
軽く昼食。
日が差してくるとちょっとは暖かいですが、
ご飯が固まるほど寒く、
箸が折れてしまいました。

風よけに、ブルーシートを張りました。

１１：３０
いよいよ個人クラスのスタートです。

グループクラスがフィニッシュに
戻ってきました。

グループクラスの表彰式では
雪が激しく舞っていました。

横田先生とほぼ同時に中森君がフィニッシュ。
西中さんも戻ってきました。

フィニッシュ付近を通過した
辻野さんにアドバイス。

成績表を確認する参加者たち
座古さんと小倉さんも戻ってきました。

個人クラスのＡクラス以外の表彰です。
中森君がＢクラスの１位，
座古さんが３位でした。
Ｎクラスでは西中さんが３位に入りました。

１３：３０からＡクラスの決勝レース。
その後、同じコースを練習のため
５人で回りました。

Ａクラスの表彰と
年間表彰が行われました。

2011 年 1 月度近畿 OL 連絡会

日時：2011 年 1 月 22 日(土)

13:30-17:00

場所：大津市旧公会堂
出席者：敬称略、順不同
金谷（朱雀ＯＫ）、山里（みやこＯＬＣ）、楠見（和歌山県ＯＬ協会）、山下（関西学生Ｏ
Ｌ連盟）、阪本（大阪府ＯＬ協会）、横田（岸和田ＯＬ協会）、三上（福井県ＯＬ協会）、吉
岡（ＯＬＣ吉備路）、愛場・河合（ＯＬＣレオ）、小野（JOA 東海ブロック会議）、青柳（Ｏ
ＬＣふるはうす）、幸原（大阪大学ＯＬＣ）、吉田（京都府ＯＬ協会）、野澤（大阪ＯＬＣ）、
小野田（京都ＯＬＣ）、伴（京都大学ＯＬＣ）、城森（ＯＬＰ兵庫）、辻村（コンターズ）、
平島（JOA 近畿ブロック理事）、大島・木俣（滋賀県ＯＬ協会）
記録：大島、平島
議題：（議論の内容については、意見をほぼそのまま記録）
1. 自己紹介、名簿確認
（添付資料１

近畿 OL 連絡会名簿

2011 年 1 月 22 日現在）

・実在しない団体は除くべき
2. 行事予定調整
（添付資料２

2010 年度冬季近畿 OL 連絡会資料

今後の行事予定）

3. JOA 理事報告
○ JOA 理事会報告、JOA 主催（ロング全日本、全日本リレー）、公認大会・競技者登録
○ 競技者登録についての意見など
・ 競技者登録に迷っている人に対する勧誘方法（登録料は高い）
・ 登録料は JOA 運営費の一部

→JOA の運営を担っている意識

・ 一般オリエンティアからは投資（登録料）の効果が見えにくい
・ 登録者には JOA が事故等について JOA も何らかの責任を問われる可能性がある。
・ 競技者としての自覚と競技者登録はイコールではない
○ 公認大会について
・ 公認にしない理由の多くは、「コントローラの質」および「公認料」についてだが「コ
ントローラの質」はコントローラ講習会などで高める。「公認料」については公認料を
JOA に支払うのではなく、JOA が支援する（公認料を JOA が出すなどの金銭的な支援、
運営・地図などの技術的な支援を含める）ことを検討中。
4. その他
○ パーク-O

ツアー in 関西について

・ 実施要領の変更点

＜パーク O 事務局＞

１）9.2 表彰（選手権者）の方法

→得点ポイントが同点でさらに①②③で決着つかな

い場合は、同点表彰とする。
＊ポイント設定がおかしい、参加者が少ないことが原因、表彰者が多いと翌シーズンの
招待で負担が大きい。
２） 公認大会時は公認大会実施基準に合わせる。
→競技者登録と事前申し込みが必要。未登録者、当日参加者はオープン参加とな
りポイント付与は無い。
・ 要項にて、公認大会かどうかと公認の場合は競技者登録・事前申し込みない場合はオー
プン参加となることを明記する。
・ 関西圏外の選手権者が多い。
（2010 年は 7 クラスのうち 1 クラスのみ）関西のかた運営
に回ることも多いがもっと頑張って。
・ 横断幕等のグッズ作成（昨夏より）した
・ ロゴの使用（地図等への使用）。
「パーク O ツアーin 関西」のロゴ、JOA のロゴ（JOA に
打診）
・ 同じ名称を使ってほしい

「パーク O ツアー

in

関西

・ 他地域でのパーク O ツアーが公認大会でない理由の調査

第※戦

※※大会」

→上納金の問題、コントロー

ラ受け入れ・費用の問題。他のブロックへの働きかけをブロック理事が行う。
・ （他地域大会）スタート時刻の事前指定がないことが公認大会にできない理由
○ 学生オリエンティア勧誘活動の取り組み（今年度）＜朱雀 OK＞
・ 消滅寸前だった大学でクラブ員増加、特に大阪大学、奈良女大学、立命館大学の活動が
活発化
・ 各地域クラブの体験会が大学の負担軽減につながった
・ 入部のきっかけ、練習会の回数が多かった
・ 大阪大学

コーチの就任＋複合的な要因、鶴見緑地でのバーベキュー付練習会は効果的

だった（バーベキューの効果大？）、大阪 OLC の活動は非常に役立った
・ 大阪 OLC「体験できる機会を多くする」を主旨
・ 各クラブでの機会提供が毎週のように開催された
・ 京都橘大学

見えるところ、限られた時間での勧誘しかできない、勧誘した 1 名はすで

に連絡取れない状態、大学内のクラブ員も事情により退部
・ 朱雀 OK

→消滅の可能性大

奈良で体験会開催、女性担当者を運営に入れた

・ 大阪電通大

PC 上でテレインを再現するシミュレータを夏合宿で公開、効果は？？？

女性で山に入るのをためらう子には効果あった？次回連絡会でデモ期待
・ 学生のスケジュールを早めに欲しい
・ コラボ ML 上でスケジュール公開、体験会実施の告示

・ 「勧誘」活動と「定着」活動、夏休み前までのスタートダッシュが効果的。

○ 太陽が丘常設コースについて

＜京都府協会＞

・ 大学練習会等で活用ください
・ 実施の一部費用に JOA 普及活動助成金を使用
・ 個別注文のコース入り地図の提供方法、
○ 学生の大会参加の「基準」は？

＜東海ブロック＞

・ 大会＋付加価値（ラーメンなど）、いろいろな地図を見たい。
・ クラブ内に担当者、まとめて申し込みしている（京大他）
・ 参加料、交通費が大きな負担、参加費 2000 円以上は厳しい、OL の参加費はマラソンに
比べると安い。
○ 関西の過去地図の現状

＜福井県協会＞

・ DB 化の取り組み（京都）
・ テレインの再開発したい
・ JOA で情報収集していた経緯あり。（JOA 確認）
・ 地図がおかしいから使わなくなった、クマが出る、地元との関係は。
→次回連絡会で各団体が情報持ち寄る。
・ 京都府作成のフォーマットを使用

○ 次回開催は学連

7 月上中旬に予定

2010年度冬季近畿ＯＬ連絡会資料 行事予定
年月日 曜日
大会・行事名
2011年1月
1月23日 日 水戸市OLの集い（茨城）
1月23日 日 ジュニアチャンピオン大会
1月23日 日 岡崎O教室（愛知）
1月23日 日 新春大会（福岡）
1月23-27日
アジア冬季大会（カザフ）
1月30日 日 桜川市大会（茨城）
1月30日 日 昇竜杯（愛知）
1月30日 日 福島県大会
1月30日 日 有度山ロゲイニング（静岡）
1月30日 日 福田公園大会（岡山）
2011年2月
2月5-6日
2月5-6日
2月5日
2月6日
2月6日
2月6日
2月6日
2月12日
2月13日
2月13日

土
日
日
日
日
土
日
日

インストラクタ講習会（愛知）
OLディレクター検定1級
インカレロング再競技（日光）
山リハリレー（日光）
雪上ペアO（長野）
沖縄ロゲイニング名護
スキーOルスツ（北海道）
京大・京女練習会（京都）
厳寒の箕面ロゲイニング（大阪）

八田記念大会兼京都市民総体大会
2月19日-21日 土-月 関西学連合宿
2月20日 日 全日本リレー（千葉）
2月20日 日 北欧の杜スキーO（秋田）
2月20日 日 菅平スノーゲイン（長野）
2月26日 土 横浜シティロゲイン

2月26-27日 土・日 直前合宿

2月27日
2月27日
2月27日

日
日
日

八郷OLの集い（茨城）
昼生大会（三重県）
地図と遊ぼう指導者講習会

2011/1/22調整結果
団体

場所
茨城県
東京都日の出町 多摩ＯＬＣ

岡崎市
北九州市
茨城県
愛知県
福島県富岡町
静岡県
岡山県

愛知県
JOA
栃木県日光市 日本学生オリエンテーリング連盟
栃木県日光市 ＹＭＯＥ
長野県
沖縄県
北海道
京都市
箕面市
大阪府ＯL協会
京都市
みやこＯＬＣ
関西学連
千葉県山武市 ＪＯＡ・千葉県ＯＬ協会

千葉(さんぶの森など)

青山高原

奈良女子大学

亀山市
三重県OL協会
愛知県今治市 JOA

2011年3月
岐阜県白川村
3月.5-6日 土日 白川郷スノーゲイン2011
沖縄県
3月.5-6日 土日 沖縄ロゲイニング石垣島
3月.5-6日 土日 和歌山トレイルラン
新潟県
3月6日 日 小千谷スキーO（新潟）
愛知県
3月6日 日 名椙技術局公認レース（愛知）
岡山県
3月6日 日 岡山県民大会
愛知県知多市
ＪＯＡ
3月6日 日 地図と遊ぼう指導者講習会
岐阜県中津川市
3月11-13日 金木日インカレミドルリレー（岐阜）併設中津川2日間大会
3月12-13日 土日 滋賀県高体連登山部リーダー研修
滋賀県竜王町 滋賀県高体連登山部（滋賀県OL協会協力）
3月20日 日 第３７回全日本オリエンテーリング大会
静岡県富士市 ＪＯＡ主管 実行委員会 （関東甲信越ブロック内協会）
3月25-27日
第24回全日本高等学校・中学校オリエンテーリング選手静岡県富士市 主催： 実行委員会 主管： 関東高校生・中学生OL連盟OS会
3月27日 日 鞍部同好会大会（兵庫）
2011年4月
4月3日 日 茶の里いるま大会
4月10日
4月16日
4月17日

日
土
日

第４回假谷杯正木山トレイルラン
KOLA岸和田市民大会 （学生体験会）
全日本トレイルO（東京）

総社市正木山周辺

OLC吉備路
KOLA

年月日 曜日
大会・行事名
4月17日 日 岡崎市大会（愛知）
4月29日 金祝 春の練習会（学生体験会）

場所
団体
愛知県岡崎市 岡崎OL協会
服部緑地 大阪ＯＬＣ

2011年5月
中津川市
5月3日 火祝 根の上高原つつじまつりオリエンテーリング大会
岐阜市
5月5日 木祝 岐阜県スポーツフェア
5月8日 （日） 関西学連定例戦
静岡県富士市
5月14-15日 土・日 ＷＯＣ日本代表選考会（静岡）
5月15日 (日) 初心者・ﾌｧﾐﾘｰ向け オリエンテーリングの集い
奈良県
5月21日 （土） 生駒オリエンテーリング大会（パーク-O in 関西?）（学生体験
5月22日 （日） 黒添池オリエンテーリング大会?
東京都
5月29日 日 ベテランズ大会（東京）

根の上高原観光保勝会
岐阜県OL協会

奈良市野外活動協会
林氏、ふるはうす
有志運営？

2011年6月
6月5日
6月12日
6月5日ｏｒ12日

6月19日
6月上中旬
6月中下旬

日
日
日
日
日
日

東大OLK大会（埼玉）
菅平ロゲイニング（長野）
松江春の大会
関西学連ロングセレ
愛知県民大会
東海学生選手権

2011年7月
7月上旬
7月3or10日

近畿OL連絡会
パーク-O in 関西 和歌山
7月16-17日 土・日 蓼科・山川キャンプ
7月18日 月 蓼科・北八ヶ岳ロゲイニング
7月30日 土 たそがれオリエンテーリング大会
2011年8月
8月20,21日 土・日 夏合宿

埼玉県
長野県
松江市古江古曽志

愛知
？

愛知県OL協会
東海学連

関西学連
海南市

KOLA
三河高原（予定） 大阪ＯＬＣ

2011年9月
9月3-4日 土・日 第２５回ナイト＆ディ大会

岡山県内某所 OLC吉備路

9月17-18日 土・日 東北大学大会
9月24-25日 土・日 菅平24（長野）

9月25日 日 岐阜県民スポーツ大会
９月下旬ｏｒ１０月 インストラクタ養成講習会
９月下旬ｏｒ１０月上旬松江市レクスポフェスタ

高山市

岐阜県OL協会

松江市

2011年10月

10月15日 土
10月16日 日
10月15日 土
10月16日 日
10月23日
10月30日 日
10月22日ｏｒ23日
10月30日ｏｒ11月6

岩県前日大会（岩手）
岩県大会（岩手）
三重パークＯ
みえスポーツフェスティバル２０１１
愛知スポレク
岡崎市民大会
スポレクさんべ祭大会
松江秋の大会

岩手県
岩手県
三重県
三重県
愛知県
岡崎市
大田市

三重県OL協会
三重県OL協会
愛知県教育委員会
岡崎市体育協会

松江市

2011年11月
11月5-6日? ?

全日本リレー?
第53回中日東海ブロック大会
パーク-O in 関西 滋賀

岐阜県
滋賀県

中日新聞社

ＯＬカレンダー
年月日
2/11-12

大会名ほか
2011スキーO北海道選手権大会

場所
北海道.虻田郡留寿都村

2/12

横浜OL練習会

神奈川.横浜

2/12

京大・京女OLC新人運営練大会

京都.京都

2/13

厳寒の箕面ロゲイン[JOAロゲイン]

大阪.箕面

2/13

京都市民総体OL大会兼第8回八田記念OL大会

京都.京都

2/15

早大OC春の練習会１日目

埼玉.

2/16

早大OC春の練習会２日目＜要項＞

東京.

2/19

第1回山川特別＜要項＞

千葉.山武

2/19 -20

北欧の杜ウィンターゲーム

秋田.北秋田

2/20

[JOA]第19回全日本リレーOL大会＜プログラム＆選手一覧＞ 千葉.山武

2/20

スノーゲイン菅平高原大会2011

長野.菅平高原

2/26

第3回横浜シティロゲイン

神奈川.横浜

2/27

[JOA:A]昼生大会、第1回亀山クロスカントリー

三重.亀山

2/27

「地図と遊ぼう」普及指導者育成講習会

愛媛.今治

2/27

全日本のための強化講習会

福岡.北九州

3/5

レク祭りin桃太郎アリーナ(オリエンテーリング体験あり) 岡山.岡山

3/5-6

沖縄ロゲイニング2010石垣島大会

沖縄.石垣島

3/5-6

白川郷スノーゲイン2011

岐阜.大野郡白川村

3/6(予定)

「地図と遊ぼう」普及指導者育成講習会

愛知.知多

3/6

平成22年度岡山県民大会

岡山.加茂郡吉備中央町

3/6

小千谷スキーO大会

新潟.小千谷

3/10-13

インカレミドル＆リレー

岐阜.中津川

3/20

[JOA]第37回全日本大会

静岡.富士

4/3

第8回茶の里入間大会

埼玉.比企郡嵐山町

4/16

岸和田市民大会

岸和田中央公園

4/17

[JOA]第6回全日本トレイルO選手権

東京.

4/17

第67回岡崎市大会

愛知.岡崎

4/24(予定)

第30回笠岡市大会

岡山.笠岡

5/29

第10回東京OLクラブベテランズ大会

東京.青梅

※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。

Aiming
例年の大宮子供会凧揚げ＆オリエンテーリングで、いつもビンゴＯをしているのだが、今年
はフリーＯですべて回ってくるようにと説明。ところが、１５組中，５組がビンゴだと思ってフィ
ニッシュに。ビンゴなんて一言も言っていないのに、州政とは恐ろしい。「いつも通り」という思
いこみは、何事にも禁物ですね。

