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急逝、青柳紀子さん 

２０２1 年 10 月 12 日(火) 

 10 月 12 日の夜、北摂ロゲイニングのメールやサイト調整をしていたら届

いたメール。府協会会長の北川さんより「青柳さん、逝去」の連絡。「えっえ

っ?????。なんで! 先週の府協会のリモート会議では元気な姿で姿を見せてい

たやん」と、しばし呆然。 

 届いたメールをよく読んでみると、青柳さんの弟である弘郁氏から片山さ

んに宛てたメールの内容も貼り付けられていて、その中に「急性のくも膜下

出血、脳動脈瘤の破裂が原因」と記されていました。とはいえ、本当に急な

ことで言葉もありません。連絡を受けた、ふるはうすなどのオリエンテーリ

ングチームメンバーや、府協会理

事、その他関係のあった方々も、

同じ気持ちだったのでしょう。 

 青柳さんは、府協会でも会計を

担当してくれていて、先日の理事

会でも、「各クラブに、地図売り

上げの収入金を振り込みました」

とテキパキとした対応ぶりで応

対してくれていたところだった

のですが…。 

 生前は、いろいろなオリエンテ

ーリング大会にも出場され、

KOLA の大会にも参加してくれ

ていました。ご冥福をお祈りいた

します。 

 

 

  2015 年の KOLA たそがれ大会での表彰式での様子 
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Results 上位３人の平均に対する相対(%)
タイム巡航速度ミス率

2021/09/11 片岡一門練習会 in 下桐生(大津市)
MA（出走66名） 3.6km ↑???

1 谷川 友太 0:43:26 LLP木民
2 二俣 真 0:44:54 どんぐりの湯
3 菅谷 裕志 0:48:55 OLCルーパー

34 実藤 俊太 1:21:07 KOLA 177.3% 161.1% 19.3%
55 永瀬 真一 2:18:22 KOLA 302.4% 214.9% 37.8%

WA（出走17名） 2.7km ↑???
1 高野 澄佳 1:16:45 阪大
2 柏崎 智子 1:20:18
3 堀　未歩 1:23:40 OLCふるはうす
小笠原 萌 DNF KOLA 136.8%

2021/10/7-9
KOLAグループラインでアンケート実施

緊急事態宣言中の通学・通勤状況はどうでしたか？
匿名アンケート：回答者数11名

原則出勤・通学 5名
出勤・通学が多め 2名
在宅勤務・学習が多め 4名
原則在宅勤務・学習 0名

プロ野球チーム、一番応援している球団はどこですか？
アンケート：回答者数11名

1 阪神タイガース 4名

2 福岡ソフトバンクホークス 2名

3 読売ジャイアンツ 1名

3 横浜DeNAベイスターズ 1名

3 東京ヤクルトスワローズ 1名

3 オリックス・バファローズ 1名

3 特にありません 1名
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JOA ナヴィゲーションゲームズ 2021 シリーズ戦 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【主催】大阪府オリエンテーリング協会 

【後援】高槻市、高槻市観光協会、大阪府 [以上申請予定] 

【協賛】PROTREK(カシオ計算機株式会社)[JOA ナヴィゲーションゲームズ 2021 シリーズ戦協賛]、 

       美人湯 祥風苑、摂津峡花の里温泉 山水館、創作銘菓 薩喜庵、 Patisserie Yushin   

【問合先】大阪府オリエンテーリング協会 横田 実 E-mail(推奨): osaka_rogaining@yahoo.co.jp 電話:090-4299 -2997 

 

申込締切 2021 年 12 月 3 日（金） ただし先着 150 名で締め切ります 
当日申込はありません！ 必ず事前にお申込をお願いします   

申込は Web から または裏面の申込書をご利用ください   公式サイトはこちらから 

フォトロゲイニングとは、地図に描かれたチェックポイント(それぞれ点数は異なる)を自分の足を使って自由な順番

で制限時間内に多く回り、得点を競うスポーツです。2～5 名のチームまたは個人で回っていただきます。 

各チームでデジタルカメラをご用意いただき、地図といっしょに渡される「写真一覧」と同じ風景を撮影することで

チェックポイントを回った証明とします。証明写真は参加の良い記念になります。 

【日本フォトロゲイニング協会承認番号 B-0010-2021-0001】 

フォトロゲイニングとは？ 

【開催日】 

2021 年 12 月 12 日（日）雨天決行・荒天中止 

【集合場所】 

安満遺跡公園 ボーネルンド Park Center 
 交通：阪急京都線「高槻市駅」から徒歩 10 分、 

または JR 京都線「高槻駅」から徒歩 13 分。 

    自家用車の場合、会場に隣接して「西駐車場」（152 台収容・

1 日最大 800 円）があります。(東駐車場も駐車可能です) 

今年で 8 回目となる北摂フォトロゲイニング。

好評につき引き続き北摂東部、大阪と京都のち

ょうど中間に位置する高槻市、茨木市、島本町

が競技エリア。集合場所は、安満遺跡公園 ボー

ネルンド Park Center が集合場所。前日にはパ

ーク O も開催されます。併せてお楽しみに！ 
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ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか

11月3日 福井 市秋季大会

11月3日 OMACHIロゲ イニング（長野）

11月6日 オリエン教室（福岡）

11月6日 東北大前日 大会（宮城）

11月7日 東 北大大会（宮城）

11月6-7日 したらオリフェス（愛知）

11月7日 洞 峰公園・赤塚公園大会（茨城）

11月7日 前橋市民大会（群馬）

11月6-7日 WMG関西プレ大会（兵庫）

11月13-14日OMM-Japan（山 梨）

11月13日 伊勢原スプ リント（神奈川）

11月14日 信州須坂ロゲイニング

11月14日 岡 山県民大会

11月20-21日インカレス プリントロング（栃木）

11月21日 福岡県大会

11月26-28日初 滑りスキーO合宿（北海道）

11月27日 京大京女立命大会（滋賀）

11月28日 朝霧ロゲイニング（静岡）

12月5日 中止全日本リレー（三重）

12月5日 ベテラ ンズ大会（東京）

12月11-12日 北 海道スキーO（世界学生選考会）

12月11日 パークOツアー関西（大阪）

12月12日 北 摂ロゲイニング（大阪）

12月12日 ナ ビたびロゲin高尾の森（東京）

12月12日 上尾OLC大会（埼玉）

12月11-21日 冬季ユニ バーシアード（スイス）

12月14日 冬季ユニバースプリント（スイス）

12月16日 冬季ユニバーパシュート（スイス）

12月17日 冬季ユニバースプリレー（スイス）

Aiming
この大会情報は「orienteering.com」サイトを利用して作成しています。

毎年、1月3日の恒例となっているKOLA新春大会。今年開催使用としていた場所が、閉園期間
の1/3の行事は認められないということで、日付の変更を余儀なくされそうです。もう少しし
たら、確定情報を流しますので、今しばらくお待ちください。
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