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2012 年 KOLA 岸和田市民大会 
２０１２年４月２１日 in 岸和田中央公園 

２日前までは雨予報でしたが、なんとか当日は天気もよく、汗ばむ気候となりました。 

午前中までに準備した荷物を会場に運びます。 

 

清水・福田・高田の３人も、 

幕設置やテント立てに協力してくれました。 

阪大の新人が 

先輩から説明を受けています。 



久しぶりに、 

KOLA にも新会員が入会しました。 

 

前田さんから、村上さんに 

説明です。 

今回は、２５名の参加でした。 



フィニッシュ後には、 

セルフサービスで 

飲み物サービスです。 

表彰式の様子です。 

 

ありがとうございました。 

大会後は、ＫＯＬＡハウスにて総会。 

 

…といいながら、バーベキューで 

楽しみました。 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
ＫＯＬＡの総会のついでに
開催している岸和田市民大
会。学生の新歓行事と組み合
わせてもらうため２１日に
実施しましたが、KOLA にもう
れしいできごとが…。 
 

■ コースはＬ・Ｍ・Ｓ ■ 
 

コース設定は、単純にＬ・Ｍ・Ｓの
３パターン。狭い公園なので、Ｌコー
スでも３㎞弱の設定。中央公園は、今
年はまた川沿いの工事に入っている。 
Ｌコースを組むのに、レッグをなる

べく重ならないようにするのには、一
苦労したとは、コースプランナーの永
瀬氏の談。 
しかし、写真撮影ポイントとして、

スタート近くに押し返しのコントロー
ルを設置したのは良かったのだが、特
徴物の向こう側にしてしまっていて、
スタートからは、パンチングが影にな
ってしまっていました。 
 

■ 新入会委員登場 ■ 
 

今回の大会は、なんと最初の段階で
は、横田と永瀬の２人での準備開始か
(--;)と冷や冷やしていたのだが、前田
さんも仕事を繰り上げて何とか参加。
準備には、ISOC の生徒たちも手伝って
くれて、なんとか形にはなったものの、
KOLA 最低の３人での大会運営をしてし
まいました。参加者の方にも協力をい
ただき感謝しています。 
また、それ以上に嬉しいニュースと

して、KOLA に新しい会員登録がありま
した。「オリエンテーリングは初めて」
という村上さんが今大会から参加して
くれました。ぼちぼち他の大会にも参
加していきますので、みなさん宜しく
お願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           （横田実） 

新入会員も楽しみました(^○^) 大会報告 ＫＯＬＡ 
横田実 

              2012 年 4 月 21 日 岸和田市民大会 （岸和田中央公園） 

1 福井　直樹 0:13:06 阪大ＯＬＣ 1 関野　賢 0:15:15 ＹＴＣ
2 高椋　章太 0:14:31 阪大ＯＬＣ 参土屋　武 0:16:06
3 平井　辰樹 0:16:53 阪大ＯＬＣ 2 福田　翔 0:17:20 ISOC
4 山本　博司 0:17:01 3 大場　隆 0:18:03
5 小西　宏 0:17:27 4 山本　陽 0:20:27
6 大林　俊彦 0:19:26 大阪OLC 5 高田　将 0:27:09 ISOC
7 及川　幹 0:20:20 阪大ＯＬＣ 6 清水　一 0:27:10 ISOC
参 土屋　武 0:21:23 7 坂本　美 0:35:04 京都OLC
8 楠瀬　智己 0:22:27 阪大ＯＬＣ 8 村上　澄 0:45:48 KOLA
9 石川　智之 0:22:53 阪大ＯＬＣ
10 坂本　繁 0:27:54
11 坂本　佳也 0:39:44 京都OLC 1 土屋　武 0:09:30 愛知OLC
12 桐山　義和 0:47:05 2 玉田　晃 0:12:19 阪大ＯＬ
長尾　康久 DISQ 3 中島　桜 0:24:24 大阪OLC

4 中島　信 0:24:30 大阪OLC

Ｌ - 2.9km Ｍ - 2.3km

Ｓ - 1.4km
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２０１２年度ＫＯＬＡ総会 
＜参加者＞ 

横田、寺田強、寺田保、永瀬、前田、村上 

＜岸和田オリエンテーリング協会 ２０１１年（平成２３年）度 活動報告＞ 

【１】行事等 

 2011 年４月１６日（土） 年次総会  ＫＯＬＡハウス 

       岸和田市民大会  岸和田中央公園 

    ７月 ２日（土） 近畿ＯＬ連絡会  大阪電気通信大学 

    ７月３０日（土） ＫＯＬＡたそがれ大会 とんぼ池公園 

   １０月 ２日（日） クラブカップ７人リレー 日光 

   １１月 ５日（土） 全日本リレー  長野県 

   １２月 ４日（日） ウエスタンカップ 兵庫県 三木 

 2012 年１月 ３日（火） ＫＯＬＡ新春ＯＬ大会 舞洲 

    １月 ８日（日） 大宮校区子供会ＯＬ指導＆主管 中央公園 

    １月２２日（日） 近畿ＯＬ連絡会  大阪・信太中学 

    ４月２１日（土） 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            …2011 年４月１６日（土） 

  ・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（７，１月） …横田 

  ・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１１回 （発行部数５０部＋α） 

    2011 年 4 月 8 日 Ｎｏ．330 ～ 2012 年 3 月 6 日 Ｎｏ．340 

           ※2011 年 7 月号は、欠号となっています。 

  ・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 
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【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   白川努 

  競技監督   永瀬真一 

  会計監査   平山友啓（会計監査役） 

                                              以上任期 ２０１３年４月 

 ２．府ＯＬ協会理事（１名） 【任期は１年】 

   横田 実（ＫＯＬＡ会長）              ２０１２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 ※ 
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岸和田オリエンテーリング協会 2012 年（平成 24 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３７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。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。 

 ナビゲーションゲームとしては新たにロゲイニングも出てきて、オリエンテーリ

ング界の状況は、刻々と変わっています。オリエンテーリングをどのように楽しん

でいくかが、一人一人に問われているのではないでしょうか。ＫＯＬＡとしては、

その楽しみを全員で共有するために、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。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 ２０１２年度総会 平成２４年４月２１日（土）  

       ２０１３年度総会 平成２５年４月２０日（土） 

  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協会理事会や総会への参加。 

       ・近畿ＯＬ連絡会への参加。 

       ・その他、必要と認められる会議。 
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【２】行事等 

 2012 年４月２１日（土） 年次総会  ＫＯＬＡハウス 

    岸和田市民大会  岸和田中央公園 

    ５月 ５日（土）    クラブカップ７人リレー 広島 

    ７月  日（日）？ 近畿ＯＬＣ連絡会 未定（学連主催） 

    ７月２８日（土） ＫＯＬＡたそがれ大会 大泉緑地 

   １２月１６日（日） ウエスタンカップリレー 大阪 

 2013 年１月 ３日（木） ＫＯＬＡ新春ＯＬ大会 大仙公園 

    １月 ６日（日）？ 大宮校区子供会ＯＬ指導＆主管 岸和田中央公園 

    １月  日（日）？ 近畿ＯＬＣ連絡会 未定 

    ４月２０日（土） 年次総会  ＫＯＬＡハウス 

    岸和田市民ＯＬ大会 岸和田中央公園 

 

【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   白川努 

  競技監督   永瀬真一 

  会計監査   平山友啓（会計監査役） 

                                              以上任期 ２０１３年４月 

 

 ２．府ＯＬ協会理事（１名） … 任期は１年です。 

   横田 実                     ２０１３年４月 
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【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 

 

【５】その他 

 ［ウエスタンカップ，７人リレーの参加について］ 

  ・ウエスタン，７人リレーの参加については、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。 

  2012 年度競技者登録者…横田，寺田保、前田、永瀬、平山、村橋 

       （横田、保、前田、永瀬は、横田が登録費を 4/21 に預かる） 
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［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。 

・地図の作製や大会の運営費などを明確にして請求していくこととする。 

 交通費などは１０００円を基準にして＋駐車場代などを支出する。 

・2009 年度より「準会員制度」の導入。 

   会費未納者を即退会とすると会が成り立たなくなります。 

   そこで会員に留まってもらうための新たに「準会員制度」を導入します。 

   以下に対比して載せておきます。 

           会員        準会員 

    １）ともにＫＯＬＡ会員として、大会などに会員として参加できる。 

    ２）  年会費４０００円  無料 

    ３）  大会参加の補助あり  なし 

    ４）  会報の送付希望の場合あり なし（web からのみ） 

    ※・今までの退会者も、準会員となることができるが、 

      新たな入会者は、入会時は準会員としての取り扱いは行わない。 

 

［その他］ 

 ・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） 

 ・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 

 ・村上澄代さんが、新入会。 

 ・OCAD10 の購入。 

 



ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか 場所

5/20 第21回石川県民スポレク祭ふれあい大会 石川.金沢

5/20 第41回太田市民大会 群馬.太田

5/20 2012秋吉台ロゲイニング(前日講習会あり) 山口.美祢

5/20 [JOA:S]上尾大会inくまがや 埼玉.熊谷

5/26 第1回京都里山トレイルラン大会 京都.京都

5/26 第1回川崎ロゲイニング 神奈川.川崎

5/27 第11回東京OLクラブベテランズ大会 東京.青梅

5/27 Nagoya Park-O Tour 2012 第1戦 愛知.名古屋

5/27 フラワーウォーク2012 愛知.名古屋

5/27 札幌お散歩フォトロゲイン＜要項＞ 北海道.札幌

5/27 第16回佐賀県さわやかスポレク大会＜要項＞ 佐賀.有田町

5/27 [JOA:S]パークＯツアー関西in和歌山大会 和歌山.橋本

5/27 第19回県民スポレク祭大会 静岡.静岡

6/2 [NG]富士山麓ロゲイニング2012 静岡.

2/3 フラワーウォーク2012 愛知.小牧

6/2 第3回世田谷シティロゲイン 東京.世田谷

6/3 第34回東大OLK大会 群馬.吾妻郡

6/3 フラワーウォーク2012 愛知.豊橋

6/3 オリエンテーリング教室＆京都市民大会 京都.京都

6/10 フォトロゲイニング山口in美祢(MINE)＜要項＞ 山口.山口

6/10 丹波自然運動公園PC開設記念大会兼京都府民大会 京都.船井郡

6/10 多摩OL狭山公園・初心者講習会 埼玉.東村山

6/10 第11回あだたら高原大会＜要項＞ 福島.二本松

6/16 ぐるぐるナビin森林公園(基礎編 III ) 埼玉.

6/17 平成24年度福井市民体育大会 福井.福井

6/17 12 KASEI-OL大会 埼玉.加須

6/17 飯能ロゲイニング 埼玉.飯能

6/23 第9回OSJロゲイニングin鎌倉 神奈川.鎌倉

6/24 [NG]フォト・ロゲイニングin大阪いずみ 大阪.和泉

Aiming
４月のＫＯＬＡ岸和田大会は、いつもにもまして少人数での運営になってしまいました。しか
し、新たに村上さんが新入会員として参加。これからも宜しくお願いします。５月に入ると全日
本大会と７人リレーがありましたが、その報告は、また次号に回します。
次は、７月のたそがれＯです。みなさんの参加をお待ちしております。

※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。


