０７年度上期活動報告および下期課題と取り組み
０７年１０月１３日
岡山県オリエンテーリング協会
理事長 佐藤旭一
＜上期事業報告＞
１．会議体関係
(1).理事会兼総会
・４月１５日（土）13:30〜17:00 ライフパーク倉敷 2F 特別会議室(2)
・出席者 千田会長、伊東氏、濱上氏、中野氏、松田氏、上田氏、山縣氏、梶房氏、下名
・06 年度活動報告…提案どおり了承
・長期活動方針および 07 年度活動計画、役員改選…提案どおり決定
(詳細は既配布の０７年度上期理事会兼総会開催結果報告参照方)
(2).対外団体
･4 月 27 日(金) 岡山県レクリエーション協会評議員会(佐藤)
･5 月 11 日(金) 岡山県スポーツ振興財団代表者会議(佐藤)
･6 月 26 日(火) 岡山県レクリエーション協会代表者会議(佐藤)
･10 月 11 日(木) 〃
２．大会関係
(1). 第２６回笠岡市オリエンテーリング大会を主管
・４月２２日白石島にて開催（１３４名参加）
(2).OLC 吉備路ナイト&デイを後援
・９月１日（土）、２日(日)玉野市深山公園にて開催(1 日目 11 名、2 日目 24 名参加)
３．その他
(1).中学校自然教室オリエンテーリング行事への参画
・５月２３日(水)多津美中学校 授業、５月３１日(木)野外行事(１６６名)、運営者 7 名
・７月５日(木)福田南中学校 授業、９日(月)野外行事(１７６名)、運営者 6 名
授業はパワーポイントによる説明約２時間。多津美中は今年初めて、福田南中は昨年に引き続
きであるがいずれも大変好評。継続実施と拡大に努めたい。(どこまで拡大可能か)
(2).パーマネントコース実態調査
･倉敷…JOA 認定コースは使用不可能。市立少年自然の家の独自コース設定あり。
･金光…使用不可能
･長船…地図が古いがポストは一応問題ない。マスターマップ精度不良(愛好者からの情報)
(3).０７年度競技者登録手続きの実施（１３名登録）
(4).諸規定集頒布(１冊)。コンパス販売 4 ケ。
(5).8 月 25~26 日コントローラ研修会、インストラクタ養成講師講習会受講。(佐藤、梶房)
(6).10 月 7 日全日本リレー選手権大会 3 チーム派遣。(ME、MV×2)
(7).11 月 9~11 日ねんりんピック茨城 1 チーム派遣予定。
(8).HP 掲載以外に,FM 岡山電話取材、山陽新聞への行事掲載等実施、かなり効果あり。
４．会計報告
・別紙参照。
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＜下期課題と取り組み＞
１．下期行事
・ スポレク・IN・OKAYAMA(11 月３日岡山県総合グラウンドにて)
・ ライフパーク講座＆福田公園パークＯ（2〜3 月）
２．活動計画の今後の見通し(含む 4 月総会時の課題) … ゴシック文字は年度計画を抜粋したもの
2.1.普及活動
(1).各種初心者教室の開催
・中学校野外行事
・秋の里山実りのフェスティバル
・スポレク INOKAYAMA
・ライフパーク講座
・きのこグループ新人研修行事
･いずれの場合も事後のケア充実が求められるがアイディアをお願いしたい。
※総会時の課題
初心者教室大会等の受講者参加者にたいし、事後情報提供等によるケアを積極的に行い継続的な参
加につなぐため、個人情報を使うことに同意してもらう方策を都度とることにする。
※上期状況と今後の取り組み
行事は順調に推移。来年度中学校野外行事(自然教室)は何校程度まで対応できるか。
操山公園の秋の里山実りのフェスティバルは、今年度規模縮小のため無しとなった。
ライフパーク講座は、ハイカーを念頭に山の地図読み実習と座学を追加し 3 日としたい。
白石島大会での事後情報提供については応募がなかったが引き続き実施してみる。
(2).パーマネントコースの再整備
・昨年度計画しながら実質進展しなかった。今年度から JOA のネットプリントによるマップ販売も
開始され、また、固定コントロール関係の廉価版販売もあるのでとにかく前に進める。
･具体的な手順としては、以下が考えられる。
①25 コース中実態把握できていないコースを早急に把握する。
②青少年野外活動施設がある箇所、およびもしくは従来情報から現在ほぼ整備されていると思われるコー
スを優先的に明確にし、web サイトで PR するとともにマップをネット販売する方向で具体化する。
・上記 2 項を併行実施が好ましいが、②を優先しながら、①も進めたい。
整備を前提にした調査優先コースは、今年度｢玉野｣｢倉敷｣｢岡山日応寺｣とし、管理施設とも折衝の上マ
ップ作成、コントロール等のリニューアル具体化まで目処をつけたい。
①項では、最低限 6 箇所は把握したい。
※総会時の課題
パーマネントコース再整備については、具体的な手順等別途会合を持って決め推進する。
なお、今年度優先的に明確にする対象コースに｢岡山日応寺｣を加える。(計画書修正済み)
※上期状況と今後の取り組み

(3).青少年施設等のＯＭＡＰ作成整備
･まず優先的に独立行政法人吉備青少年自然の家周辺を完成させ、2.1.(1)中学校野外行事に積極的
に展開する。なお、GPS も投入し来年度目標で県民大会(仮称)を開催可能にしたい。
※上期状況と今後の取り組み
中学校自然教室用に調査修正。現在通行可能度調査、等高線修正特徴物追加等調査中。
(4).インストラクタ養成講習会の開催
･今年 7 月ごろ、JOA が広島で新しい規定に基づく養成講師講習会を開催する予定なので、これの受講を
踏まえ、年度内実施の方向で具体化したい。
※上期状況と今後の取り組み
講習会受講済。開催を具体化したいが時期(1 月?、3 月?、5〜6 月?)場所(ライフパーク?白石島?)
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2.2.競技活動
(1).大会の開催(一般、パーク O、トレイル O)
･笠岡市大会、福田公園大会は従来どおりで問題ないが、従来吉備路が開催していた大会をどう位置
づけるか。また、新たな大会の開催をいつごろからどうするか。
※総会時の課題
従来クラブ吉備路が主催していた真備町大会、および新規開催予定の操山大会の取り扱いについては、
別途吉備路の意向確認後位置づけを明確にする。
※上期状況と今後の取り組み
以下は本草案に対し堀理事からあったコメントをそのまま転載。
「吉備路主催の大会はこのままクラブ主宰で今後も行うつもりです。
それ以外に県協会主催の大会を 2 回／年やれたらよいと思いますが、その内 1 回は吉備路が担当する
ことになると思っています。」
(2).全日本リレー大会への選手派遣
※上期状況と今後の取り組み
3 チーム派遣
2.3.その他全般
(1).ホームページと ML の運用
･従来どおり運用しながら充実を図る。
※上期状況と今後の取り組み
随時更新と情報提供中。事務局からの情報のみでなくメンバーからの相互情報も必要。
(2).各種大会参加とクラブ員獲得
･11 月 11 日ねんりんピック茨城が開催され、04 年群馬以来のｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ競技がある。是非参加したい。
※上期状況と今後の取り組み
1 チーム派遣(上位入賞を期待)
･県協会 web サイトで加盟クラブ紹介をしているので吉備路の原稿をお願いしたい。
※上期状況と今後の取り組み
(3).理事会の活性化
･多くの出席者で活発な議論が可能なよう、都度改善しながら進める。
※上期状況と今後の取り組み
今回から中間理事会では、春に決めた計画の進捗と対処法を明確にするようにしたい。
(4).その他
・助成団体への助成申請
来年度 SSF スポーツエイド、エネルギア財団、マルセン財団等への申請要否は 10 月の理事会で明確にす
る。前述の県民大会(仮称)開催等で,GPS レンタル、EMIT システム調達等進めるならば是非申請すべきで
あるが、現状レベルでは、実質申請困難。
倉敷市の｢里地里山景観保全事業｣が来年度も継続されるなら、倉敷 PC 更新と真備新設を事業骨子とし
て申請してみる。上記他の助成申請同様 10 月理事会で明確にする。
いずれにしても、この関係は長期方針に基づく事業がいかに順調に進展するかにかかっている。
※上期状況と今後の取り組み
倉敷市の｢里地里山景観保全事業｣は来年度なし。一般の市民提案事業への応募では金銭含めた負担が
大きすぎ、PC 整備進捗状況も考慮し保留。他の助成申請も現状実態では見送りとしたい。
･競技者登録
･ディレクタ、インストラクタ更新登録
※上期状況と今後の取り組み
競技者登録は 13 名。(新規 1 名) … 近隣で全日本リレーがあれば期待できるが増加は大変難しい。
ディレクタ登録は変化なし。… インストラクタを養成登録しないと増えることは期待できない。
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３．その他明確にしておきたい事項
(1).イベント等の広報活動のあり方
・メディア活用(記者クラブ活用含む)、行政活用(ライフパーク等)、一般へのチラシ広報等
※上期状況と今後の取り組み
白石島大会ではおおいに効果があった。HP 掲載のみでも反応がある。継続して充実すべき。
(2).大会主催(主管)取り扱いと経費負担等の考え方
・県協会の名義があるイベントについての広報（ｗｅｂサイト含む）は積極的対応で問題ないが、
他の経費をどこまでどう取り扱うのが妥当か。
･クラブ主催もありうるが、この場合の協会スタンスはどうあるべきか？
※総会時の課題
協会としては、今後主催｢協会｣、準備運営「主担当クラブ」を基本として協会全体で取り組む方向を志向
する。
大会主催(主管)取り扱いと経費負担のあり方等については、引き続き検討する。
※上期状況と今後の取り組み
特に進展していない。継続課題。
(3).07 年度県レク助成申請他
･昨年度に準じ、消耗品、備品関係の調達に主体を置く。
・他団体の助成を得て 2 年後目途くらいにＥＭＩＴシステム関係の導入を検討したい。
（ユニット 30ｓｅｔ、Ｅ-Ｃａｒｄ50 で約 80 万円）
この場合、新しい県レベル大会の開催が不可欠であり、単年度での調達は困難。
※上期状況と今後の取り組み
県レク助成申請は昨年同様。EMIT システムを導入して中学生の自然教室で使ったら興味が涌くと思
われるが。
(4).PC マップのネット販売について
・積極的に対応すべきであるが、具体的にどのように進めるか。
また、PC の管理元およびマップ版権の取り扱いはどうあるべきか。
※総会時の課題
PC マップのネット販売への対応については、コース再整備具体化と合わせ別途協議する。
※上期状況と今後の取り組み
特に進展していない。
(5).JOA 書籍類販売について
･各種書籍、広報ツール等、まとめれば格安で調達可能。なにをどの程度ストックするか。
※上期状況と今後の取り組み
特に進展していない。
(6).業務遂行の主担当選任について
･協会主催(主管)の場合、基本的に主担当という位置づけのクラブを設けてはどうか。
・普及活動
初心者教室･インストラクタ養成関係…佐藤
PC 再整備関係 …濱上、伊東
青少年施設等のＯＭＡＰ作成整備…佐藤
･競技活動特に ML メンバー拡大への協力をお願いしたい。
大会の開催全般(主催、主管)…佐藤
大会の開催(主担当クラブ)…梶房、堀
※上期状況と今後の取り組み
以上
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