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毎年実施している子ども会

行事でのオリエンテーリン

グ。今回も楽しんでくれるか

な？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

子供会とオリエンテーリング 

ＫＯＬＡの会員である寺田氏が役員

を務めていたので、関わりが始まった

大宮子供会でのオリエンテーリング大

会。子どもたちも楽しみにしていて、

始まる前にも「去年はこうだったよ」

とか前年の話しをしている子もいまし

た。これで楽しみを知った子が、次の

大会に参加してくれるのが一番なんで

すが、なかなか小学生が気軽に参加で

きる大会というのは近辺では少ないも

の。こういう場所で体験したことを生

かせるような大会を身近に作っていか

ないとだめでしょうね。 

 

まずは、凧揚げ大会 

オリエンテーリングの前には、冬の

間に作った手作り凧での凧揚げ大会。

デザインや良くあがった物とかに、

色々と賞が与えられていました。役員

の人が手分けして賞を決めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで走りまわろう 

５人一組でグループを作ってもらい、

競技を実施します。今年は２１チーム

対抗戦。コントロールを１６個用意を

し、制限時間２０分以内に戻ってきま

す。この大会は、クレヨンチェック。 

しかし、２０分以内に帰ってきたの

は２チームだけで、ほとんどが３０分

ほどかかっていました。やっぱりみん

な見つけてみたいと思うでしょうね。

結局４０分以上たって、全チームがゴ

ール。今年も楽しんでくれたかな。 

 

 

 

 

 

 

 

（横田 実） 

第 2４回 大宮子供会凧揚＆オリエンテーリング大会 大会報告 
ＫＯＬＡ 

横田実 

2014 年 1 月 12 日 大阪府岸和田市 中央公園 
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近畿ブロック会議 概要 

 １月２５日の近畿ＯＬ連絡会の前に、午前中に近畿ブロック会議が開催されました。

その概要を載せておきます。 

 

 参加者 … 和歌山 楠見，大阪 横田，滋賀 稲田，学連 宇井，兵庫 尾上 

       滋賀 小野田    芝，稲田，平島 

 

１．関西ワールドマスターズゲームズ２０２１について 

  ・関西広域連合として「関西ワールドマスターズゲームズ２０２１」の開催決定 

  ・文書による協会への意向調査は、滋賀県から滋賀県協会のみ確認。他府県は不明。 

  ・担当理事は、滋賀県協会の平島氏。実質的に尾上氏も。 

   （大阪府と大阪市は入らず） 

  ・ 開催時期 … ２０２１年５月１４日(金)－２３日(土)の１０日間 

  ・ＪＯＡは、平成２６年度の組織委員会に委員として入る 

  ・会場候補 … 2014 年１２月末までに大枠 

  ・今後の流れとして 

     2013 年度  準備委員会で基本事項を検討・決定 

         広告協賛募集開始 

    競技・種別等検討開始 

   2014 年度 専任事務局発足 

    関西版マスターズ大会の開催 

    ９月 組織委員会設立 

    １２月末 開催地契約、締結 

   2015 年度 競技会場検討開始 

    2017 年度 オークランド大会への出店・ＰＲ 

    地区別実行委員会設立 

    2019 年度 ヨーロッパマスターズへの出店・ＰＲ 

    2020 年度 東京オリンピック・パラリンピック開催 

    2021 年度 関西ワールドマスターズゲームズ２０２１開催 
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２．学連のＪＯＡ加盟 

 ・2014 年度の学連総会への議決で、JOA に加盟する予定 

 ・学連加盟と同時に、都道府県協会と同様、ＪＯＡの会員となる。 

 ・地区学連 → 日本学連とＪＯＡへの登録。ＪＯＡへの競技者登録費用 

            は発生しない。 

 ・協会登録に関しては、大学所在地ではなく出身地などでの登録を促していく。 

 ・ＪＯＡの委員会の中に、学生の参加もしてもらっていく。 

 

３．年末の対話集会 

 ・2013 年 12 月 13 日 全日本リレーの前日開会式の前に実施。 

 ・ＪＯＡへの皆さんからの意見を直接聞き、ＪＯＡの活動に生かす。 

  【意見】 

 ・競技者登録の推移から、社会人になるとやめてしまうこのがわかる。 

 ・地域クラブの活性化で、受け皿となるように。 

  リレー大会などを増やして、クラブ内の結びつきを増やしていけば。 

  リレーのシリーズ戦をＪＯＡ公認大会として、全参加した人を表彰 

        とかも考える。 

        費用の面も検討。 

 ・ＪＯＡの活動をもってしてほしい。 

 ・ＪＯＡの理事になるにはどうしたらいいのか。 

 ・委員については、協会から推薦があれば可能。 

 ・競技者登録によるメリットという感じではなく、ＪＯＡを支えているのが 

     自分たちだという意識を持つようにしてほしい。 

 

４．森を走ろうシンポジウム 

 ・2014 年 1 月 13 日 立正大学 

 ・トレイルランでのルール作りや組織作りが必要では。 

 

５．クイックＯの名称が商標登録 (2013 年 9 月 27 日) 

 ・競技と名称の考案者は、藤島氏。名称を使用しての開催は、藤島氏の承諾 

     が必要。 

 ・スーパースプリントＯやラビリンスＯとしての実施は可能。 
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６．ＪＯＡ公認大会の申請 

 ・６ヶ月前の申請が必要 … カテゴリ B, S は６ヶ月前に仮申請をして 

                  3 ヶ月前に正式申請可能。 

       ６ヶ月以内になった場合は、理由書の提出 

                  を求める。 

 

７．コントローラ研修会 

   ６月ごろに名古屋あたりで開催予定 

 インストラクター（２日） 競技者＆初心者説明レベル 

      →ディレクター１（１泊２日） 

      →ディレクター２（２泊３日×２回） 大会運営レベル 

 

８．パークＯツアーin 関西 

 ・まとめのプリント 

 ・2014 年度は、和歌山は 5/25 和歌山河西公園。大阪は 1/3 とんぼ池公園。 

     滋賀 3月 

 ・ホームページの運営を引き継ぎと継続。 

 ・他のイベントとつなげたり、パークＯ自体を連続して行って集客を考えて 

     いく。 

 ・実施要項の検討 … クラスわけ 

      参加費…1500 円で様子をみる。割引は独自で。 

      年間申込みを促していく。奈良県協会 

      ワンマンリレー方式はどうか。 

                   →6.競技形式の変更で対応する。 

 

９．全日本リレーについて 

 テレイン候補 … こんぜの里，琵琶湖文化公園 

 2/1 に、こんぜの里下見から源内峠 → 平島，小野田，愛場，尾上 

 

10．知っておきたいＪＯＡ競技関連規則類 

 

11. ＳＩについて 

  ・ＳＩのファームウェアの更新による不反応について 

  ・ＳＩの販売 … サンスーシに問い合わせ → ＪＯＡに依頼 
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ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか 場所

2月15日 パークO関西兼大阪大学大会 大阪.豊中

2月15日 [JOA]トレイルO ShizuokaStyleチーム戦 静岡.菊川

2月15日 第1回鹿児島歴史フォトロゲイニング 鹿児島.鹿児島

2月15日 2013年度関東学連定例戦 東京.青梅

2月15日 第2回スプリント練習会(選手向け)＜要項＞ 東京.渋谷

2月16日 関東パークOツァーin海の公園大会 神奈川.横浜

2月16日 第30回ウェスタンカップリレー 大阪.高槻

2月16日 [JOA]全日本スキーＯスプリント大会(北欧の杜ウィンターゲーム2014) 秋田.北秋田

2月22日 第1回コントローラ研修会 東京.

2月22日 第33回サン・スーシ大会 神奈川.南足柄

2/22 -23 第2回JOAトレーニング合宿 静岡.富士宮

2月23日 第24回横浜OLクラブ大会＜中止＞ 神奈川.横浜

2月23日 全日本大会のための強化講習会兼ベテランズ大会 福岡.北九州

3月1日 [JOA:S]上尾OLC大会inよしみ 埼玉.上尾

3月1日 第2回コントローラ研修会 志賀.大津

3月1日 雪中熱中ロゲイン2014 北海道.札幌

1月2日 [NV]白川郷スノーゲイン2014 岐阜.白川村

3月2日 第4回小千谷スキーO大会 新潟.小千谷

3月2日 八郷総合運動公園大会 茨城.石岡

3月2日 第3回コントローラ研修会

3月2日 岡山県民大会(由加山) 岡山.倉敷

3月2日 福岡県大会 福岡.福岡

6月9日 インカレミドル＆リレー2013 栃木.矢板

6月9日 インカレミドル＆リレー協賛トレイルO大会 栃木.矢板

3月7日 インカレスプリント実験大会 栃木.矢板

3/15 -16 第3回全日本スキーO大会(ミドル・ロング)

3月16日 第18回クラブ対抗リレー 埼玉.小川町

3月16日 京都市民総体OL大会 京都.京都

3月16日 第23回高崎大会

Aiming
この大会情報は「森を走ろう！」サイトを利用して作成しています。

毎年恒例の大宮子ども会のたこ揚げ大会＆オリエンテーリング。いつもながら、子どもたちの楽しむ
姿は、いいですね。
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