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長野県オリエンテーリング協会 平成22年度 通常総会 

議  事  日  程 

 

 

《日時》平成22年 4月 3日（土）18：00～ 

《場所》松本市 「やっちゃん」 

 

 

１ 開会（出席会員確認   ）              （       ） 

 

２ 自己紹介 

 

３ 会長挨拶                          （       ） 

 

４ 議事                            （議長：    ） 

(1) 平成21年度事業報告                     （       ） 

 

(2) 平成21年度決算報告                     （       ） 

 

(3) 平成22年度事業計画案                    （       ） 

 

(4) 平成22年度予算案                      （       ） 

  

(5) その他 

 

 

５ 閉会 
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【議事】 

(1) 平成21年度事業報告 

① 長野県協会総会及び理事会の開催、会議への派遣 

ア 長野県協会関係 

○平成21年度通常総会 

日時：平成21年5月30日(土) 

場所：岐阜県高山市 国立乗鞍青少年交流の家 

イ ＪＯＡ関係 

○平成21年度第１回総会 

日時：平成21年５月10日(日) 

場所：東京都渋谷区 大向区民会館 

出席者：木村 

○平成21年度第２回総会 

日時：平成22年３月７日(日) 

場所：東京都品川区 立正大学大崎校舎 

出席者：木村 

ウ 諸団体関係 

○長野県レクリエーション協会 第１回理事会 

 日時：平成21年６月30日（火） 

場所：長野市 

出席者：美谷島 

○北信越オリエンテーリングクラブ連絡協議会 通常総会 

 

○第31回 関東甲信越地区オリエンテーリング推進会議 

日時：平成21年４月25日(土) 

場所：上田市 菅平高原 

出席者：木村 丸山 山川 

 

② 競技者登録 

競技者として、JOAに男子12名、女子３名を登録。 

 

③ 長野県OL協会主催大会、共催・協力・後援大会及び練習会の開催 

ア 主催大会 

○第24回長野県オリエンテーリング大会 

日時：平成21年4月26日（日） 

場所：上田市 菅平高原 

地図：日本ダボス 

イ 共催大会・協力・後援大会 
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○恐竜公園大会【協力】 

日時：平成21年5月24日(日) 

主催：長野県レクリエーション協会 

場所：長野市 恐竜公園 

○中央アルプス駒ヶ根ロゲイン【共催】 

日時：平成21年6月24日(日) 

主催：(有)ジェネシスマッピング 

場所：駒ヶ根市 駒ヶ根高原 

○霧ヶ峰ロゲイン【共催】 

日時：平成21年7月5日(日) 

主催：諏訪市オリエンテーリング協会 

場所：諏訪市 霧ヶ峰高原スキー場 

○ダウンヒルミドルオリエンテーリング【共催】 

日時：平成21年9月19日(土) 

主催：(有)ジェネシスマッピング 

場所：上田市 菅平高原 

○クラブカップ２００９【後援】【協力】 

日時：平成21年9月20日(日) 

主催：(有)ジェネシスマッピング 

場所：上田市 菅平高原 

○ ナイトミニロゲイン【後援】【協力】 

日時：平成21年9月20日(日) 

主催：菅平ＯＬＣ 

場所：上田市 菅平高原 

○ロゲイニング菅平２００９【後援】【協力】 

日時：平成21年9月21日(祝)～22日（祝） 

主催：実行委員会 

場所：上田市 菅平高原 

○全日本スプリント【協力】 

日時：平成21年10月31日(日) 

主催：ＪＯＡ 

場所：新潟県 

ウ 練習会 

○長野県オリエンテーリング協会練習会 

日時：平成21年5月30日(土) 

場所：松本市 上高地 



4 

 

 

④ 講習会及び研修会の開催、講師派遣等 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 選手および視察団の派遣 

全日本リレーオリエンテーリング選手権大会 

日時：平成21年11月1日（日） 

場所：新潟県見附市 

監督：丸山茂樹 

ＭＥ１：13位 （林－小林－黒田） 

ＭＥ２：33位 （平岡－荒川－鈴木） 

ＭＳ ：７位 （木村佳－丸山－須田） 

ＭＩＸ：２位 （高橋香－小林美－木村友） 

 

⑥ 機関紙の発行  

 なし（メールにて広報） 

 

⑦ その他 

 

 

○中野青年会議所 11月例会【コース設定・競技運営協力】 

日時：平成21年11月1日(土) 

場所：山ノ内町 よませスキー場周辺 

○中学・高校野外学習【講師派遣】 

 春日部高校   平成21年４月17日(金)   上田市菅平高原 
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(2) 平成21年度決算報告 

 

収入収入収入収入          

項項項項    目目目目    予算予算予算予算((((円円円円))))    執行額執行額執行額執行額((((円円円円))))    適用適用適用適用    

繰越金 451,312 451,312 前年度繰越金 

会員会費 12,000 23,000 県協会会費 

会員選手登録費 30,000 22,500 選手登録費 

育成費 0 6,000 JOA 育成費 

地図売上 0 0   

大会繰入金 0 30,000 菅平大会等繰入金 

雑収入 703 140 預金利息 

計 494,015 532,952   

支出支出支出支出          

項項項項    目目目目    予算予算予算予算((((円円円円))))    執行額執行額執行額執行額((((円円円円))))    適用適用適用適用    

団体会費 60,000 60,000 JOA、県レク協 

選手登録費 16,500 14,565 JOA 選手登録費 

参加費 50,000 45,000 全日本リレー参加費 

会議出席費 30,000 0 関ブロ出席費 

大会参加経費 5,000 0 全日本リレー諸経費 

会報経費 30,000 0  

通信運搬費 1,000 1,090 文書等郵送料 

資材費 0 60,000 ウェア購入費 

手数料 1,000 1,760 振込手数料 

予備費 300,515 0  

計 494,015 182,415   

 

   差引  350,357円（次年度への繰越）    ※監査未了
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(3) 平成22年度事業計画案 

① 長野県協会総会及び理事会の開催、会議への派遣 

ア 長野県協会関係 

○平成22年度通常総会 

日時：平成22年4月3日(土) 

場所：松本市 

イ ＪＯＡ関係 

○平成22年度総会（第1回・第2回） 

場所：おそらく東京都内 

開催次第出席予定 

ウ 諸団体関係 

○長野県レクリエーション協会 関係 

開催次第出席予定 

○北信越オリエンテーリングクラブ連絡協議会 通常総会 

開催次第出席予定 

○第31回 関東甲信越地区オリエンテーリング推進会議 

日時：平成22年４月24日(土) 

場所：茨城県石岡市 

出席予定 

 

② 競技者登録 

男女計20名の登録を目標とする。 

 

③ 長野県OL協会主催大会、共催・協力・後援大会及び練習会の開催 

ア 主催大会 

○第25回長野県オリエンテーリング大会 

日時：平成22年4月3日（土） 

場所：松本市 

○菅平リゲイン 

日時：平成22年6月12日（土） 

場所：上田市 菅平高原 

○第26回長野県オリエンテーリング大会 

日時：平成22年8月28日（土） 

場所：松本市          ※詳細未定 

イ 共催大会・協力・後援大会 

○松代城址ロゲイニング【後援】 

日時：平成22年5月09日(日) 

主催： 
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④ 講習会及び研修会の開催、講師派遣等 

 

場所：長野市松代町 

○ロゲイニング菅平２０１０【後援】【協力】 

日時：平成22年6月13日(日) 

主催：実行委員会 

場所：上田市 菅平高原 

○霧ヶ峰ロゲイン【共催】 

日時：平成22年7月4日(日) 

主催：諏訪市オリエンテーリング協会 

場所：諏訪市 霧ヶ峰高原スキー場 

○駒ヶ根スプリント【共催】 

日時：平成22年9月18日(土) 

主催：(有)ジェネシスマッピング 

場所：駒ヶ根市 駒ヶ根高原 

○クラブカップ２０１０【後援】 

日時：平成22年9月19日(日) 

主催：(有)ジェネシスマッピング 

場所：上田市 菅平高原 

○中央アルプス駒ヶ根ロゲイン【後援】 

日時：平成22年9月20日(祝) 

主催：(有)ジェネシスマッピング 

場所：駒ヶ根市 駒ヶ根高原    詳細未定 

○全日本ＡＲＤＦ大会【後援】 

日時：平成22年10月24日(日) 

主催：日本アマチュア無線連盟 

場所：富士見町 富士見高原 

ウ 練習会 

随時開催予定 

○中学・高校野外学習【講師派遣】 

 春日部高校  4月16日（金）   上田市菅平高原 
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⑤ 選手および視察団の派遣 

全日本リレーオリエンテーリング選手権大会 

日時：平成23年2月20日（日） 

場所：千葉県山武市 

監督： 

 

その他、随時参加予定 

 

⑥ 機関紙の発行  

長野県協会報 

 

⑦ その他 

 

 

(4) 平成22年度予算案 

 

収入収入収入収入         

項項項項    目目目目    予算予算予算予算((((円円円円))))    適用適用適用適用    

繰越金 350,537 前年度繰越金 

会員会費 70,000 県協会会費 

会員選手登録費 30,000 選手登録費 

雑収入 703   

計 451,240   

   

支出支出支出支出         

項項項項    目目目目    予算予算予算予算((((円円円円))))    適用適用適用適用    

団体会費 60,000 JOA、県レク協 

選手登録費 16,500  

参加費 50,000 全日本リレー参加費 

会議出席費 30,000 関ブロ出席費 

大会参加経費 5,000 全日本リレー諸経費 

会報経費 30,000   

通信運搬費 1,000 文書等郵送料 

手数料 1,000 振込手数料 

予備費 257,740   

計 451,240   

 

 


