０９年度上期活動報告および下期課題と取り組み
０９年１０月１７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
・5 月 23 日（土）13:30〜16:40 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、堀氏、中野氏、松田氏、山縣氏、梶房氏、下名
・08 年度活動報告、08 年度収支決算報告…提案どおり了承
・09 年度活動計画、09 年度収支予算書、役員改選…提案どおり決定
(詳細は既配布の 09 年度上期理事会兼総会開催結果報告参照方)
(2).対外団体
･5 月 19 日(火) 岡山県レクリエーション協会評議員会(佐藤)
･7 月 1 日(水) 岡山県レクリエーション協会事務局会議(佐藤)
･9 月 29 日(火) 岡山県レクリエーション協会スポレク行事代表者会議(佐藤)
２．大会関係
(1). 第 28 回笠岡市オリエンテーリング大会を主管
・４月２６日白石島にて開催（１７２名参加）
３．その他
(1).医療法人きのこグループ新入職員研修オリエンテーリングの運営（４回目）
・４月４日(土)３７名参加６班に分かれ実施、運営者４名
・地図の全員配布が大変良かった。今後の大会でグループクラスは全員配布を基本にする。
(2).ワコー財団、福祉医療機構助成金受領済み
(3).大会諸準備関係
・EMIT システム補充、タイムコントロールチェッカ、デジタル時計、消耗品等調達済み
・福田公園、ライフパーク倉敷、操山公園里山センター、吉備高原関係折衝済み
・吉備中央公園地図調査 4 回実施（10 月下旬〜11 月上旬で完了予定）
・トレイル＆パーク O 大会、インストラクタ養成講習会要項発行済み
・トレイル＆パーク O 大会に向け障害者施設企業等訪問 PR、協力支援要請済み
(4).０９年度競技者登録手続きの実施
・１４名登録済み（昨年より 1 名増）
(5).スポーツ安全保険加盟済み
・現在 10 名加入
(6).統一ユニフォーム手配中
・28 着(16 名)+4 着（予備）注文済み
(7).11 月 1 日全日本リレー選手権大会 2 チーム＋１派遣。(MV、XV＋MIX)
(8).総会での規約改正(会員定義見直し、会員への支援)を踏まえ情報提供者へもＰＲした。
４．会計報告
・別紙「09 県協会収支中間報告書」参照。
1

＜下期課題と取り組み＞
１．下期行事
・ トレイル＆パークオリエンテーリング大会（11 月 15 日さんさん広場）
・ インストラクタ養成講習会（11 月 21〜22 日国立吉備青少年自然の家）
・ スポレク・IN・OKAYAMA(12 月 12 日岡山ドーム)
・ ライフパーク講座＆福田公園パークＯ（1 月 16，23，30 日＆24 日）
・ 操山大会（2 月 14 日）
・ 県レク祭り（2 月 28 日県営グランド）
・ 吉備高原大会（3 月 14 日）
２．活動計画の今後の見通し

…

ゴシック斜体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
・中学校自然教室の支援
昨年度末に国立吉備青少年自然の家に地図を提供し、施設利用プログラムで積極的に取り上げても
らうよう、かつ、利用団体に県協会を紹介してもらうよう要請しているので、今年度はその状況を見守
りたい。
・スポレク INOKAYAMA
12 月 12 日の土曜日岡山ドームで開催される予定。昨年度に準じ実施する。
・ライフパーク講座
3 回シリーズの講座は大変好評であり、引き続き実施でライフパークと調整したい。
3 日目の倉敷美しい森の利用が可能か？不可の場合は種松山公園で実施としたい。
・きのこグループ新人研修行事
4 月 4 日に 4 年目を実施済み。来年度も実施予定。
・技術情報提供等事後のケアを積極的に実施しているが、他のアイディアも提案願う。
情報提供希望者は順次増加している。（現在 9 名） 規約改定を踏まえさらに情報提供を行う予定。
・県レク祭り
2 月 27 日（土）県営グラウンドで開催されるようす。初回の昨年度は見送ったが今年度は参加したい。
※上期状況と今後の取り組み
・中学校野外行事(自然教室)は今年度依頼がなかった。国少の動きをもう少し見守る。
今春提供地図を他の競技にも使いたい旨依頼があり汎用的な地図を提供した。
・ライフパーク講座は、従来同様 3 日間開催。倉敷美しい森は利用可能。
・スポレク IN・OKAYAMA と県レク祭りはフリーポイントＯでＥ-Ｃａｒｄを使用する。
運営協力願う。

(2).パーマネントコースの再整備
・昨年度ほとんど進展がなかったので昨年初めにまとめた「岡山県内パーマネントコースの状況と今後
の進め方」に基づき進める。
・今後の進め方、当面の処置に示す内容の優先手順は以下とする。
①実態把握できていないコースを早急に把握する。（牛窓、美作中央、備前赤坂を早急に調査）
②関係部門と調整しマップ整備の方向〜記述 PC（備前のマップ整備要否と市意向を早急に確認）
③関係部門と調整し整備か廃止〜記述 PC
※上期状況と今後の取り組み
・備前赤坂ＰＣの調査を済ませたが一部問題あり休止とする。(県協会ｗｅｂサイト掲載済み)
・玉野ＰＣは OCAD による新しい地図ができつつあるので、玉野スポーツセンターと折衝し一
部変更したコースでリニューアルオープンできるよう取り組む。

(3).青少年施設等のＯＭＡＰ作成整備
・昨年度作成の吉備高原鳴滝湖マップの要精度アップ、および未調査部分を完成させる。
国立吉備青少年自然の家提供マップは好評で、マウンテンバイク用等にも活用したい旨の依頼が入
っており、今後施設と調整しながら協力する。
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※上期状況と今後の取り組み
・12 月中旬〜3 月初旬にかけて追加調査する。手分けして手伝い願いたい。
・国少の他用途への地図は提供済みだが、追加調査後再度提供する。

(4).インストラクタ養成講習会の開催
・懸案となっているが、11 月下旬〜12 月上旬で国立吉備青少年自然の家にて実施する。
※上期状況と今後の取り組み
予定通り 11/21〜22 日で実施する。要項発行済み。講師等について協力願う。

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（4 月 26 日）、福田公園大会（1 月 24 日）、操山大会（2 月 14 日）、吉備高原大会(3 月 14
日) は今年度も開催する。（日程はいずれも予定） 加えて、福祉医療機構助成金を得てのトレイル＆
パークＯ大会を吉備高原で開催する（11 月 15 日予定）。
※上期状況と今後の取り組み
笠岡市大会は参加者も増え順調に終了。他の大会も当初予定通りの日程で実施する。

(2).全日本リレー大会への選手派遣
・ME、MV×2、XV の 4 チームエントリ目標に新しい参加層を開拓したい。
※上期状況と今後の取り組み
２チーム(MV、XV)＋1 チーム(一般クラス)派遣
今春決定の参加費補助について、チーム編成できない時の一般クラスエントリも半額補助したい。

2.3.その他全般
(1).ホームページと ML の運用
・好評であり従来どおり運用しながら一層の充実を図る。
※上期状況と今後の取り組み
随時更新と情報提供中であるが結構評判がよい。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。ML メンバー拡大への協力を願う。

(2).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
引き続き中間理事会では、春に決めた計画の進捗と対処法を明確にするようにする。

(3).その他
・助成団体への助成申請
昨年同様、岡山県レクリエーション協会への助成申請を行う。
※上期状況と今後の取り組み
県レクは申請済み、8 万円→3 万円に減額。

・競技者登録
例年通り対応するが、新しい層の登録者を積極的に増やしたい。
・ディレクタ、インストラクタ更新登録
県協会財源確保のためにも引き続き継続更新願う。
※上期状況と今後の取り組み
競技者登録は 14 名（新規者 1 名）。 ディレクタ登録は現時点 5 名減。

2.4．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
・前年同様メディア活用(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の
実施
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※上期状況と今後の取り組み
HP 掲載のみでも反応がある。山陽新聞への結果成績掲載依頼を含め継続して実施する。
倉敷市、岡山市記者クラブへの投げ込みも 11 月に実施する。
吉備中央町は町の広報紙に掲載してもらうよう依頼済み。
4 月 11 日 FM ゆめウエーブで笠岡市白石島大会を PR

(2).大会主催(主管)取り扱いと経費負担等の考え方
・昨年度制定の「岡山県オリエンテーリング協会関係の大会･イベントの取り扱い」に基づき引き続き
タイプＡ１で運用する。
※上期状況と今後の取り組み
運用中であるが。

(3).0９年度県レク助成申請他
･県レクは昨年度に準じ消耗品、備品関係の調達に主体を置くが今年度大幅に減額される見込み。
・福祉医療機構助成はＥＭＩＴシステム補充、トレイル備品調達等申請資料に基づき実施。
※上期状況と今後の取り組み
県レク助成は昨年から 5 万円減の 3 万円、スポレク補助も 2 万円から 1．5 万円に減額。
協会収入につながるイベント開催協力等について積極的な対応をお願いする。

(４).業務遂行の主担当選任について、前年度と同様で継続する。
・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
大会の開催（全般）…佐藤
大会の開催（白石島）…佐藤
大会の開催(トレイル＆パーク O)…伊東（トレイル）、浜上（ポイント）
大会の開催(福田公園)…梶房（ポイント）、伊東（トレイル）
大会の開催（操山）…堀
大会の開催（吉備高原）…佐藤
※上期状況と今後の取り組み
実行中。操山の地図、新しいコントロールが置けるよう追加調査できないか。

(5).スポーツ安全保険加入について
・今年度から希望者による団体加盟を実施継続していきたい(掛け金個人負担)。
※上期状況と今後の取り組み
運用中(10 名加入)
(6).日本旅行企画ツアーでのオリエンテーリング
8〜10 月頃実施で要請があるかもしれないが、あれば積極的に対応する。
※上期状況と今後の取り組み
要請なし(企画が認められなかった？)

(7).07 年度策定長期活動計画書にそった活動及び成果となりつつあり今年度見直し不要と判断。
※上期状況と今後の取り組み
来年度理事会兼総会に提起できるよう検討するが基本見直しは不要と判断。

(8).「OKAYAMA ola」のユニフォーム作りませんか。
※上期状況と今後の取り組み
16 名分と予備を見込み 32 着発注済み。ネーミングは左胸｢岡山｣、背中「orienteeringOKAYAMA」
以上
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