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第 27回いしかわスポーツ・レクリエーション交流大会 

ふれあいオリエンテーリング大会 

 2018/5/13 金沢市卯辰山 

 

今年も、新緑の映える金沢の奥卯辰健民公園を会場として、初心者でも気軽に参加できて楽し

めることをコンセプトに、ビンゴオリエンテーリング競技（ビンゴとオリエンテーリングをレク

リエーション用にアレンジしたもので、クラス毎に定めたビンゴ数になるようにコントロールを廻

り、ゴールするまでの時間を競います。）を開催しました。 

今年の大会は、あいにくの雨模様。肌寒く、さわやかな大会開催とはいきませんでした。それ

でも、県内の社会人や大学生と多数の参加があり競技が行われました。 

 新築された、管理棟をスタート・ゴールとして、蜘蛛の子を散らすがごとくスタートした選手

ですが、時間ぎりぎりまで競技を楽しみ、無事に大会終了することができました。 

 

【大会結果】 

個人の部    

男子Ａ 

１位 坂井 隆正 

２位 長山 真也 

３位 植木  崇司 

男子Ｂ 

１位 井上 裕介 

２位 森田 輝雄 

３位 徳光 善之 

女子Ａ 

１位 宮崎 芙美 

２位 土師 容子 

３位 平瀬 有希子 

女子Ｂ 

１位 薮野 純子 

２位 植木 典子 

初心者 

１位 水澤 温太 

２位 黒田 直弥 

   

グループの部 

少年組 

１位 宮崎 古桜梅 チーム 

２位 山越 若菜  チーム 

 

家族組 

１位 宮崎 亜砂斗 チーム 

２位 森田 恵子  チーム 

３位 小林 香織  チーム 
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2018／6 石川県オリエンテーリング協会事務局 孫田三郎 方 

〒921-8117 金沢市緑ヶ丘 13-13 TEL:076-241-5582 E-mail:magota@mail.interq.or.jp 
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（開会式）                   （スタート！） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（雨の中、競技中）               （次のポイントは？） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表彰式）                   （閉会式） 
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平成 30年度 県 OL協会定期総会 
平成 30 年 5 月 6 日（日） 金沢市鳴和台市民体育会館 第３会議室 

 

総会は午後 1 時 30 分から金沢市鳴和台市民体育会館で開かれ、平成 29 年度事業報告、会計決算報告、

会計監査報告があり可決承認された。続いて平成 30 年度役員選出、事業計画、予算案の審議に入り原案通

り承認された。その他下記の報告があった。 

 （1）石川県民体育大会 OL 競技について 

 （2）その他について 

    ・PC 管理について、今年は雪が多かったため、器材損傷が目立つ。順次補修を進める。 

    ・H30 年度福井開催の全日本リレーについて石川県 OL 協会として、運営などに協力を行う。 

  

【平成 29 年度 事業報告】 

（H29.4.1～H30.3.31） 

 【平成 29 年度 決算報告】 

（H29.4.1～H30.3.31） 

２９年３月２６日(日) 平成２９年度石川県民ＯＬ大会(金沢市・奥卯辰山) 

４月 １日(土) ＰＣコース管理委託開始 (県内１５コース) 

   ５月 ７日(日) 平成 29年度定期総会(金沢市・鳴和台市民体育会館) 

５月１４日(日) 第 26回いしかわスポレク交流大会(金沢市・奥卯辰山) 

５月２９日(月)「OLいしかわ」119号発行 

６月１８日(日) 第４３回全日本ＯＬ大会(栃木県・矢板市) 

６月１８日(日) 地図調査講習会(金沢市・ふれあいの里) 

８月 ６日(日) 第６９回県民体育大会ＯＬ競技(金沢市・キゴ山) 

８月１２日(土) 平成 29年度北信越ＯＬクラブ連絡協議会総会(福井県) 

１０月 １日(日) 全日本リレー石川県セレクション 

(能美市・辰口丘陵公園) 

１０月 ９日(祝) 健民祭ＯＬ大会 (津幡町・県森林公園) 

１０月１５日(日) 県ＯＬ協会理事会 (金沢市・鳴和台市民体育会館) 

１１月２０日(月)「OLいしかわ」120号発行 

１１月２３日(祝) いしかわスポレクフェス 

(金沢市・もてなしドーム地下広場) 

１１月３０日(木) ＰＣコース管理委託終了(県内１５コース) 

１２月 ３日(日) 第 26回全日本リレーOL選手権大会 

(香川県・まんのう町) 

３０年１月２０日(土) ＯＬ新年会 (金沢市) 

      ２月１８日(日) 県ＯＬ協会理事会 (金沢市・鳴和台市民体育会館) 

３月 ４日(日)「OLいしかわ」121号発行 

 

〔地域協会・クラブ関係〕 

３月２６日(日) 第 33回金沢大学ＯＬ大会（金沢市・奥卯辰山） 

６月 ４日(日) オリエンテーリング体験会 (小松市・憩の森) 

   ６月２５日(日) 金沢市民体育大会ＯＬ競技 (金沢市・キゴ山) 

     ７月１６日(日) 小松市民体育大会ＯＬ競技 (小松市・憩の森) 

９月２４日(日) オリエンテーリング講習会 (金沢市・キゴ山) 

１０月 ９日(祝) 津幡町スポレク祭ＯＬ大会 (津幡町・森林公園) 

１０月２９日(日) 金沢マラソン 2017ボランティア 

１１月２５日(土) クイック・オリエンテーリング(小松ドーム) 
 

 収入の部 

 繰越金    385,314 

 会員会費    432,000  

 登録料     19,800 

 参加料     99,200 

 交付金    471,372 

 委託料    300,000 

 その他     56,902 

 合 計   1,764,588 円 

 支出の部 

 事業費    574,762 

 運営事務費  437,606 

 登録納付金   19,500 

 負担金    200,000 

 器材費    200,000 

 次期繰越金   332,720 

 合 計    1,764,588 円 
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【平成 30 年度 石川県オリエンテーリング協会役員】 

 

会  長  不破 大仁 

副会長   高岩 勝人  森田 輝雄  藤田  弘  山本 正美 

顧  問  紺野  晃  不破  実  米沢  寛 

参  与  藤井 義弘  玉屋 匡康 

理事長   小林  力 

副理事長  浅川 直紀  田辺  豊  畑中  勝  大塚 雅三 森田 剛史 

  松室 隼人 

 会  計  畑中  勝 

 理  事  川内  斉  一森 孝彦  中野 和人  葛城 真証  杉田 利一 

酒井  清  奥村 智憲  山本  誠  中島  勉  平瀬有希子 

孫田 三郎  山越 順平  寺井 健治  島崎 芳夫  天谷 翔吾 

佐野 弘明  木下 繁紀  福田 瑞恵  円井 基史  古川 智也 

山本 哲也 

 

 監  事  山口 清隆  西村美樹彦 

 

 健民運動推進本部委員      畑中  勝 

 石川県体育協会評議員      山越 順平 

 いしかわスポレク交流大会担当  森田 剛史 

 石川県レクリエｰション協会評議員    小林  力 

 

【平成 30 年度 事業計画】 

（H30.4.1～H31.3.31） 

 【平成 30 年度 予算】 

（H30.4.1～H31.3.31） 

３０年４月 １日(日) ＰＣコース管理委託開始 (県内１５コース) 

５月 ３日(祝) 平成 30年度北信越 OLクラブ連絡協議会総会 

(長野県上田市) 

５月 ６日(日) 平成 30年度定期総会(金沢市・鳴和台市民体育会館) 

５月１３日(日) 第 27回いしかわスポレク交流大会(金沢市・奥卯辰山) 

６月１７日(日) 第４４回全日本ＯＬ大会(岐阜県) 

６月１７日(日) 地図調査講習会(金沢市・ふれあいの里) 

８月１２日(日) 第７０回県民体育大会ＯＬ競技(穴水町・由比ヶ丘) 

９月３０日(日) 平成３０年度石川県民ＯＬ大会 兼 全日本リレー 

石川県セレクション(能美市・辰口丘陵公園) 

１０月 ８日(祝) 健民祭ＯＬ大会 (津幡町・県森林公園) 

１０月２１日(日) 県ＯＬ協会理事会 (金沢市・総合体育館) 

１１月 ４日(日) 第２７回全日本リレーＯＬ選手権大会(福井県) 

１１月３０日(金) ＰＣコース管理委託終了(県内１５コース) 

３１年１月１９日(土) ＯＬ新年会 (金沢市) 

      ２月１７日(日) 県ＯＬ協会理事会 (金沢市・総合体育館) 

 

<その他> 

「ＯＬいしかわ」３回発行(６月、１０月、２月発行予定) 

未定      いしかわスポレクフェス 

 

〔地域協会・クラブ関係〕 

６月 ３日(日) オリエンテーリング体験会 (小松市・憩の森) 

   ６月２４日(日) 金沢市民体育大会ＯＬ競技 (金沢市・キゴ山) 

     ７月１５日(日) 小松市民体育大会ＯＬ競技 (小松市・憩の森) 

１０月 ８日(祝) 津幡町スポレク祭ＯＬ大会 (津幡町・森林公園) 

１０月１４日(日) オリエンテーリング講習会 (金沢市・キゴ山) 

１０月２８日(日) 金沢マラソン 2018ボランティア 

１１月１７日(土) クイック・オリエンテーリング(小松ドーム) 

未定      第３４回金沢大学ＯＬ大会 〔金沢大学〕 

 

 収入の部 

 繰越金     332,720 

 会員会費    416,000 

 登録料      19,800 

 参加料     100,000 

 交付金     469,000 

 委託料     300,000 

 その他      44,480 

 合 計    1,682,000 円 

 支出の部 

 事業費      624,000 

 運営事務費   450,000 

 登録納付金    19,500 

 負担金     200,000 

 予備費     388,500 

 合 計    1,682,000 円 
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平成30年度北信越連協 通常総会 
 

平成 30 年 5 月 3 日（木・祝） 於：長野県上田市「上田パレオ」 小林 力 

 

平成 30 年度北信越連協の通常総会が長野県上田市で開催され、北信越でオリエンテーリング活

動を行っている団体やクラブが集まり、意見交換などを行いました。 

決算、予算報告といった、例年の議事に加え、北信越地区でのオリエンテーリング大会の早期

収集、メーリングリストの活用、様々な意見交換を行いました。 

主な、内容は次の通りです。 

 

・会長挨拶 

 連協は存在意義があると考えており、総会の開催は継続して行っていきたい。 

・学生について 

 学生クラブからは、従来とおり会費¥2,000 を納めていただく。 

連協からは、新歓活動支援金として¥2,000 を交付する。 

（実質、会費¥0 とする。） 

・連協から各種事業支援費を計上する。 

主に、活動助成（対象は学生）とし、事務局と会長に一任。年合計¥20,000 ほど。 

・2018 年度活動計画 

 2018 年 12 月 8-9 日：地図調査勉強会を小松市里山自然学校 「大杉みどりの里」で行う。 

 GPS 調査等現在の地図調査の仕方を学習する。 

・JOA の最近の動きに対する説明 

・次回連絡会 

 場所：新潟県  日程は要検討 

 

【大会情報】 

第６１回 金沢市民体育大会 オリエンテーリング競技 

大会期日 平成３０年６月２４日（日） 雨天決行、荒天中止 

会  場 金沢市キゴ山ふれあい研修センター 

      青少年交流棟前広場に集合してください。 

日  程  ９：００～ １０：００ 受付    １０：３０～ １２：００ 競技 

競  技 ポイントオリエンテーリング 

 個人競技（５クラス）   ・男子Ａ（年齢制限なし）  ・男子Ｂ（満４０歳以上） 

・女子Ａ（年齢制限なし）  ・女子Ｂ（満４０歳以上） 

・初心者（年齢制限なし） 

グループ競技（２クラス） ・一般組（小学生以下を含まないグループ） 

・家族組（小学生以下を含むグループ） 
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申込方法 

平成３０年６月１５日（金）必着で事前申込をしてください。 

    若干名ですが大会当日も受付を行います。 

参加料 

  事前申込み ： 一般 ５００円／１人 、 大学生以下 無料 

  締切日以降 ： 一般 ８００円／１人 、 大学生以下 ３００円／１人 

  ※参加料は、当日受付にて徴収します。 

申込先・問合せ先 

〒921-8034  金沢市泉野町 3-5-27  小林 力 

   TEL&FAX 076-280-3607  携帯 090-5683-6098 

≪Ｅ－mail≫もしくは≪郵送≫ 

    ・メールの場合、件名を【金沢市民大会申し込み】として下さい。   

     送信先：tom9is7riki●yahoo.co.jp（●を＠に置き換えて下さい。） 

    ・記載事項：参加クラス/氏名（ふりがな）/年齢/性別/住所/連絡先/ 

グループ競技の方は全員の氏名（ふりがな）/年齢/性別 

 

第 70回 小松市民体育大会 オリエンテーリング競技 

期日 平成３０年７月１５日（日） 雨天決行、荒天中止 

会場 「憩いの森 ふれあい広場」 石川県小松市吉竹町へ 302     

集合場所：ふれあい広場 ステージ横 

日程  ９：００～ 受付  １０：００～ 競技 

競技 対象：一般市民（勤務するも可） 

     競技形式：ポイントオリエンテーリング ミドルディスタンス  

     クラス：男子 Ａクラス（年齢制限なし、大会経験が有る者） 

            Ｂクラス（４０歳以上、大会経験が少ない者） 

            Ｃクラス（初心者、初級者） 

         女子 Ａクラス（年齢制限なし、大会経験が有る者） 

            Ｂクラス（４０歳以上、大会経験が少ない者） 

            Ｃクラス（初心者、初級者） 

      ※各クラスで、市外居住者の参加を認めます 

参加料 小松市民：無料 

    小松市民以外：一般５００円 大学生以下２００円（当日、受付で徴収します）  

申込み方法 大会当日でも受付しますが、出来るだけ大会２日前までに下記まで申し込み下

さい。（参加クラス、氏名、住所、所属を明記） 

問い合わせ、事前申し込み先  

小松市オリエンテーリング協会事務局 

〒923-0835 小松市吉竹町５－１０４ 佐野 弘明 方 

ＦＡＸ：０７６１－２４－４３７１  Ｅメール：sano1220@yahoo.co.jp 
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   都市
ま ち

が元気だから会社も元気 

米沢電気工事株式会社 
本 社/ 〒921-8588 金沢市進和町 32 番地 076-291-5200（代） 

支 店/ 東京 名古屋 大阪 

営業所/ 埼玉 富山 福井 新潟 九州 白山 小松 能登 

http://www.yonezawa.co.jp 

米沢電気グループ 
 

北星産業株式会社          大和タクシー株式会社 

株式会社テクノブレーン       株式会社米沢ビルシステムサービス 

北斗油送株式会社          藤井商事株式会社 

株式会社オータム          大和タクシーコールネット株式会社 

大和自動車交通株式会社       株式会社米沢エナジーマネジメントサービス 

北都電設工事株式会社        石川日産自動車販売株式会社 

株式会社日産プリンス金沢      社会福祉法人若松福祉会 

大和商事株式会社          株式会社アイ・ステップ 
      

 


