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世界オリエンテーリングの日

報告

横田実

平成 28 年５月 13 日 大阪府和泉市立和気小学校
施しました。
「学校でやろう」と呼びか
みんが、楽しんでくれたようで何
用意した地図は、６０枚。藤棚横
けのあった世界オリエンテ
よりです。
で地図を配ると各クラスで言っ
ーリングの日。５月１１日開
てもらって、給食後に外に出ると、
催だったのですが、日本はあ
うじゃうじゃと集まってきまし
いにくの雨。
た。
世界オリエンテーリングの日

脱兎の如く走り出す

世界オリエンテーリングの日
をご存じでしたか。2003 年、ス
イスの世界選手権に向けて作ら
れたスクール O 同日参加人数約
20 万人のギネス記録を更新しよ
うとする IOF（国際オリエンテー
リング連盟）のプロジェクトです。
学校校庭で、昼休みや放課後に
も実施できるオリエンテーリン
グを展開しようというプロジェ
クトです。

僕の姿を見つけると、ありのよ
うに群がってくる。「地図の○印
のところに、コントロールがある
ので、そこにぶら下がっている針
で番号の枠に穴をあけてくるこ
と。全部で８カ所」とか簡単にル
ールを説明して地図を渡すと、脱
兎の如く走り出す。中には、地図
もきちんと見ずに走り出す子も。
結局、みんな楽しんでくれたよ
うで「今度はいつするの」とリク
エストもありました。

雨の日本(-_-;)
決行日は、５月１１日。日本で
も、６カ所が登録し、実施に向け
て準備をしていました。ところが、
この日、日本は全国的な雨。僕も
勤務校の１５分休みで実施しよ
うとしてたのですが…。

せっかくなので２日後に。

宣伝のために出した幟
５月１３日。せっかく地図も用
意していたので、昼休みに実施。
ピンパンチのコントロールを
８個おいて、フリーポイントで実
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ロハスオリエンテーリング

横田実

平成 28 年５月 14・15 日 大阪府 万博記念公園
は７組のみ。２日目は趣向を変え
ない。なんとか公園全体の良さを
ロハスフェスタを知って
て呼び込みのさいに「公園内の足
知ってもらうためにオリエンテ
いますか。ショップや体験コ
湯や空中遊歩道も楽しめます」と
ーリングを活用できないか」と話
ーナー，フードコーナーが集
競技色を排除したのですが、それ
があったことに始まります。
まるフェスタですが、特徴は
でも前日の同じく７組。
それを府協会でしてみようと
「来園者もエコに取り組む」
自然派志向が高いと言っても、
言うことで実施。色々あったので
ということ毎回７万人の来
残念ながらロハスの参加者は、体
すが、３日間で７万人もが参加す
場があるのですが…。
を動かす方向には興味がない方
るイベント、しかも自然派志向が
ロハスでオリエンテーリング
ことの発端は、ふるはうすのほ
うで、「万博公園でロハスフェス
タというものをするのだが、公園
の一部しか来場者はうろうろし

高い人たちでオリエンテーリン
グにどれだけ興味を持ってもら
えるかわくわくしながら当日を
迎えました。

開けてみれば閑古鳥(-_-;)

が多いようですね。会場内でもテ
ントを張って家族連れでのんび
りしている姿が大半でした。
ただ、来場者にオリエンテーリ
ングの言葉は、印象づけれたと思
いたいですね。

オリエンテーリングは、優遇と
も思える待遇でパンフレットに
も紹介が載っていて、ブースも長
蛇の列ができるゲートに続く場
所に置いてもらい、ＰＲ度は抜群
でした。日程の関係で、14,15 日
の出店で参加しました。
しかし、始まってみると１日目
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関西学連第１回定例戦

横田実

平成 28 年５月 22 日 大阪府 山田池公園
っていなかった池の北側をぐる
今回は、山田池公園での定
午後からのスコアＯは、３０分
っと回るコースを選んだのです
例戦。ここは、ウエスタンカ
制限。しかし、減点が「15 秒 1
が、点数を取ろうと思ったら、愚
ップを行うために地図を作
点」という緩いものだったので、
策でした(^^;)。
りました。
時間をかけて回った方が点数が
山田池公園での定例戦
恒例となっている関西学連の
定例戦。今回は、以前ウエスタン
カップで使ったことのあるテレ
インである山田池公園での開催
となりました。
この山田池公園の地図は、大阪
府協会として管理しているので
すが、ウエスタンカップのときと
橋の標記が変わっています。カッ
プの時は、橋を渡らせずに下部を
利用するため下部の標記優先に
したのですが、今回は橋の標記に
と言うことで修正した物を提供
しました。

高いのは必至。僕は、午前中に回

スコアＯ

スタート前

表彰式

ポイントＯとスコアＯ
今回は、午前中にポイントＯが
あり、午後からスコアＯもという
趣向。ポイントＯは、スタートは
会場横にあり、ショートレッグを
つなぐコースです。山田池公園内
は、適度な高低差があり、地形な
どもはっきり読みやすく初心者
が地形を読んで回るには、わかり
やすい所です。といっても、縮尺
が 5000 分の 1 なので、うっかり
と行き過ぎてしまいましたが…。
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第５回ウエルカムリレー

横田実

平成 28 年５月 29 日 滋賀県 グリム冒険の森
第２走で走った奥田くんは、大
催。道コースを組めば、比較的簡
NishiPRO が主催するウエ
きな迷いがなかったということ
単なのですが、それでも山の中で
ルカムリレーも５回目。いろ
だが、ほぼ歩いたため時間がかか
のオリエンテーリングなので、初
んなレベルの仲間とのリレ
り第３走の嶋くんは、久しぶりの
心者は苦労するかな。
ー大会として、かかせないも
山でのオリエンテーリングとい
のとなってきました。
うことでリスタートからの出発
スタートフラッグまでが…
ウェルカムリレーで楽しもう
で時間内に回れずに撃沈。
今回は、中学生のチームと、僕
このリレーは「久しぶりの仲間，
新しい仲間を誘ってオリエンテ
ーリングリレーを楽しもう」との
考えで西村くんが始めたもの。各
コースの難易度が違うのはもち
ろん、初心者レベルでは伴走もＯ
Ｋになっています。
今回は、グリム冒険の森での開

は個人で参加。第１走者の樋口く
んとはほぼコースが同じだった
ため、伴走している状態に。逆に
走力のない僕が足を引っ張って
いたような。しかし、スタートし
てからスタートフラッグまでが
遠かった。

運営も省力化
表彰式後に、少し雨が降ってき
ましたが、無事終了。運営も極力
省力化で、外部に呼びかけて有償
ボランティアで運営という形も
定着してきたようです。大会をみ
んなで盛り上げましょう。
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大阪府オリエンテーリング協会
日時：平成 28 年 6 月 2 日（木）
場所：クレオ大阪中央

３階

総会 議案

19:00～

会議室

【参加会員】
ＯＬＣふるはうす（北川
大阪大学ＯＬＣ（藤原

達也），ＯＬＣレオ（愛場
秀人）
，大阪ＯＬＣ（阪本

庸雅），ＫＯＬＡ（横田
博）

【欠席会員】チームＨＯ
議題
１．平成 27 年度事業報告
・近畿ＯＬ連絡会
8 月 9 日（土）13:30 京都大学

本部構内

文学部校舎

1 月 23 日（土）13:30 滋賀県大津市市民活動センター
・各種

理事会
7 月 9 日（木）19：00～

クレオ大阪中央

9 月 17 日（木）19：00～

クレオ大阪中央

11 月 19 日（木）19：00～

クレオ大阪中央

1 月 21 日（木）19：00～

クレオ大阪中央

3 月 17 日（木）19：00～

クレオ大阪中央

・全日本リレー

11 月 8 日（日） 滋賀県 栗東市 こんぜの森

近畿ブロックにて滋賀県協会を中心に、実行委員会形式にて開催。
・パーマネントコース
・別紙

大阪 OLC 2016 年 4 月 29 日作成

部内資料

「パーマネントコースの管理方針について」
・パークＯ in 関西

参照

2015

12 月 19 日（土）

大阪 OLC

大阪市

大阪城公園

・北摂フォトロゲイニング
4 月 19 日（日）

箕面教学の森

会場

・第３２回ウエスタンカップ
2 月 27 日（日）

兵庫県

加東市

播磨中央公園

主催：兵庫県オリエンテーリング協会
主管：ＯＬＰ兵庫
・JOA 競技者登録，指導者登録について
競技者…クラブ単位は、クラブで取りまとめて事務局が JOA に送る。
登録料は、府協会で受け取る。
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実）

個人登録は、JOA サイトで行い、競技者番号は府協会(奥村氏)が割り振る。
指導者登録…府協会から継続を呼びかけて費用を府協会に振り込んでもらう。
その後、JOA に事務局から連絡をする。
２．平成 28 年度事業計画
・インストラクター講習会
実施日

4 月 23・24 日

場

愛場邸

所

受講者

& 山田池公園

３名

少しの黒字
大学生が来なかった。
他県からの受講者があったので潜在的な需要はある。
次年度からの開催をどうしていくかは未定。
・ロハスオリエンテーリング
実施日

5 月 14・15 日

場

万博記念公園

所

参加者

１４組

１万円程度の赤字
・パークＯ in 関西

2016

10 月 10 日（月・祝）

ふるはうす

高槻市

萩谷総合公園

・北摂フォトロゲイニング 2016
会場

…

高槻市立赤大路小学校

開催時期

２０１６年１２月１８日（日）

・大正区フォトロゲイニング
未定
・全日本リレー

…

１１月６日

岩手県

※参加者，チーム編成は、場所などが分かり次第、考えていく。
選手強化

…

合宿

…

団長

…

監督

…

マネージャー

…

・パーマネントコース
・補修について

…

大阪ＯＬＣが対応。
ネットプリントのみの対応で地図販売をする
ところが多くなってくる。
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・服部緑地

使用許可申請（５年ごとに必要。現在、平成 26 年 4 月～平成 31 年 3 月）

・各種会議への参加
近畿ＯＬ連絡会

…

７月？
１月２１日（土）

３．平成 28 年度

大阪府協会主催

クレオ大阪中央

役員・理事人事

会長・理事

北川

達也

（ＯＬＣふるはうす）

副会長・理事

愛場

庸雅

（ＯＬＣレオ）

事務局長・理事

横田

実

（ＫＯＬＡ）

理事（会計）

青柳

紀子

（ＯＬＣふるはうす）

理事

藤原

秀人

（大阪大学ＯＬＣ）

理事

阪本

博

（大阪ＯＬＣ）

理事

大林

俊彦

（大阪ＯＬＣ）

監事

長束

憲一

（チームＨＯ）

※吹田ＯＬＣ，豊中ＯＬＣは廃部。
４．平成 27 年度決算の承認

（別紙決算書参照）

５．平成 28 年度予算案の承認

別紙予算書（案）

［収入］

高槻ロゲイン

［支出］

JOA 会費
海外遠征費

40 万円

5 万円
2 万円

→

北摂ロゲイン

→

10 万円

→

43 万円

対象者がいないので削除

６．その他
・役員，理事の任期についての申し合わせ
会長は、３年をめどに社会人クラブで持ち回りをする。
・会員の分担金について
現在の一律 11000 円（学生半額）の内容を見直す。継続審議。
・ネット理事会について
ML にて議題を流し、過半数の賛成により議決する。

平成 28 年 6 月 2 日改正施行
条目

改正前

改正後

第 20 条 1

理事会は会長が招集し、会長がその議長とな 理事会は会長が招集し、会長がその議
る。

長となる。
ただし、状況に応じてウェブ上での付
議も可能とする。

- 8 -

・ＪＯＡからの報告

…

愛場氏から

体育協会への加盟について
オリエンテーリング５０周年

…

ロゴは自由使用ＯＫ

ナビゲーションスポーツのための安全ガイド
ＪＯＡのビジョン
・最近、ホームページがよく落ちている
新しいサイトを考える。
（有料を含めて）
理事会は、７月２１日（木）

１９：００

クレオ大阪中央にて
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ＫＯＬＡ
たそがれオリエンテーリング大会 2016
ｉn 泉北ニュータウン
※本大会は、参加者を 60 名に限定します。（先着順です。）
【主催】岸和田オリエンテーリング協会（ＫＯＬＡ）
【後援】大阪府オリエンテーリング協会
【日時】2016 年 7 月 30 日（土） 16:00 受付開始 ～ 18:30 表彰終了
雨天決行、荒天中止
【集合場所】調整中（プログラムでお知らせします。）
泉北高速鉄道泉ヶ丘駅から徒歩 10～15 分の予定
車の場合は、泉ヶ丘駅周辺の有料駐車場をご利用ください。
詳細は、プログラムで案内いたします。
【受
付】16 時 00 分～16 時 30 分
【競技規則】日本オリエンテーリング競技規則に準ずる。
【競技形式】スコア－Ｏ（制限時間 45～60 分の予定）
【スタート時刻】17 時 00～15 分の予定（クラス別一斉スタート）
【パンチ器具】EMIT の E カード使用
【地
図】 ニューテレイン JSOM 準拠
縮尺：1/10,000 等高線間隔 5m 走行可能度４段階
コース印刷済み（プリンタ出力）
【トレーニングに関する情報】トレーニングコースは設定しません。
【クラス】
MA（制限なし）、WA（女性、年齢無制限）
M35（男性 35 歳以上）、W35（女性 35 歳以上）、
M50（男性 50 歳以上）、W50（女性 50 歳以上）、
M65（男性 65 歳以上）
M15(男性 15 歳以下) 、W15(女性 15 歳以下)
MB（男性中級者）
、WB（女性中級者）
N （初心者）
※年齢は。2017 年 3 月 31 日に達する年齢が基準です。
※「MA,WA,M35,W35,M50,W50,M65,M15,W15」が、同一コース
ただし、制限時間に差をつける予定です。
その場合、短い順に「MA」「WA,M35,M50」「W35,M50,W50,M65,M15,W15」となります。
「MB,WB,N」が同一コースとなります
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【表彰】各クラス３位まで表彰致します。
※ＫＯＬＡ杯
MA,WA クラスでいままで「ＫＯＬＡ杯」を獲得していない最上位者の方に、
賞品として「ＫＯＬＡ特製Ｔシャツ」と「ＫＯＬＡ大会年間無料券」を進呈します。
※新人特別表彰
本年度オリエンテーリングを始めた大学新人生のなかで、
MA,WA クラスの最上位者を特別表彰します。
【参加費】

・事前申込者

…1500 円［マイカード使用者は 300 円割引］
高校生以下、MB、WB、N クラス…600 円［Ｅカードレンタル料込み］
・当日申込者 …2000 円［マイカードは使用できません］
・
高校生以下、MB、WB、N クラス…1000 円［Ｅカードレンタル料込み］

【問い合わせ】
E-mail →
Twitter →
電話
→

kola_osaka@yahoo.co.jp【強く推奨】
kola_osaka
090-4299-2997 （連絡先：横田実）

【申込方法】
・Japan O-entrY https://japan-o-entry.com/
【事前申込〆切】

からお願いします。

2016 年 7 月 20 日（水）必着
ただし、申込者が 60 名に達した段階で締め切ります。

【プログラム】Japan O-entrY（https://japan-o-entry.com/）に、掲載します。

【注意事項】

金属製ピンつきシューズは禁止します。

【その他】
・参加者が自分自身あるいは第三者へ与えた事故・損傷・損害について、
主催者は一切責任を負いません
・主催者は傷害保険に加入しますが、補償額には限度があります。
・自分で出したごみは必ずお持ち帰りください。
・女性用更衣テントを用意します。
・ＫＯＬＡ杯獲得者またはミレニアム企画獲得者特典として、
以下の５名を無料招待します。
瀬尾峻汰さん、戸谷みのりさん、谷川友太さん、木村るび子さん、佐藤政明さん
・無料招待の方も、事前申込してください（メールでの参加表明でＯＫです）。
・今大会の成績や報告はホームページに公開し、大会で撮影した写真なども利用します。
記載に関する要望については、主催者にご連絡ください。
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ＯＬカレンダー
年月日

大会名ほか

場所

6月25日

[NG]八王子フォトロゲイニング

東京.八王子

6月25日

岩手県スプリント選手権＆ナイト大会

岩手.八幡平

6月26日

トレイルO瀬戸大会

愛知.瀬戸

6月26日

高尾山大会

東京.八王子

6月26日

第10回岩手大学・岩手県立大学大会＜エントリーリスト＞

岩手.八幡平

6月26日

オリエンテーリング体験講座

岐阜.関

6月26日

第6回沼津ロゲイニング

静岡.沼津

6月26日

第58回金沢市民体育大会

石川.金沢

6月26日

朱雀OKミニ大会＜要項＞

京都.城陽

7月3日

[NG]霧ヶ峰ロゲイニング

長野.諏訪

7月3日

ぐるぐるナビ地図読み講習会・基礎編 ＩI

神奈川.秦野

7月3日

関東学連ロングセレクション

埼玉、東京.飯能、青梅

7月3日

[JOA:S]パークO関西滋賀大会＜要項変更(予選決勝なし)＞

滋賀.大津

7月9日

下町ボブスレー支援チャリティ・ロゲイニングin大田区

東京.大田区

7月9日

チャレンジ！ナビゲーション2016

埼玉.狭山

7月9日

第68回小松市民体育大会

石川.小松

7月9日

初心者講習会

東京.東村山

9月10日

[JOA:B]第23回札幌OLC大会

北海道.苫小牧

9月10日

大会運営研修会(計セン、Mulka2)＜要項＞

岡山.笠岡

7月17日

[NG]松本ロゲイニング2016

長野.松本

7月17日

石神井フォトO講習会＜要項＞

東京.練馬区

7月18日

関東パークO兼AsOC代表壮行会

埼玉.和光

7/23 -29

O-Ringen2016

SWEDEN

7月24日

第3回オリエンテーリングを楽しもう

埼玉.滑川町

7/27 -8/1 第5回アジア選手権

台湾

7月30日

さいたま桜区フォトロゲイン

埼玉.さいたま

7月30日

KOLAたそがれ大会

大阪.

7月31日

第6回フォトロゲイニング運営者講習会

東京.八王子

6月13日

世界マスターズ選手権2016

ESTONIA

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。

Aiming
大阪府オリエンテーリング協会の総会も無事終わり、新会長にふるはうすの北川氏が就任しました。
オリエンテーリング界は、厳しい状態ですが、なんとか大阪も頑張って、楽しく楽しめるオリエンテー
リングにできるように頑張ります。
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