０９年度活動報告書
１０年５月２２日
岡山県オリエンテーリング協会
理事長 佐藤旭一
＜事業報告＞
概要は「０９年度活動計画 FU 表」参照。
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).理事会
・１0 月 17 日（土）13:30〜16:50 ライフパーク倉敷 2F 第 1 会議室
・出席者 千田会長、伊東氏、濱上氏、梶房氏、堀氏、松田氏、下名（中野氏、上田氏欠席）
・｢09 年度上期活動報告書および下期課題と取り組み｣｢平成 21 年度収支中間報告書｣に基づき
報告…質疑後提案どおり了承、決定。
(詳細は既配布の開催結果報告参照方)
(3).対外団体
・5 月 19 日(金) 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)
・12 月 18 日（金）岡山県レクリエーション協会レク祭り行事代表者会議(佐藤)
２．イベント関係
2.1．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。82 組 172 名、延べ 186 名参加。（前年は 62 組 138 名、延べ 149 名）
運営者 11 名＋2 名
※第 29 回(平成 22 年度)は 71 組 175 名、延べ 196 名参加
(2).トレイル＆パークオリエンテーリング大会(吉備高原)を主催
・11 月 15 日（日）吉備中央町 さんさん広場にて開催。43 組 74 名参加。
運営者 10 名＋2 名
(3).第 4 回倉敷市福田公園パークＯ大会を主催
・1 月 24 日（日）福田公園にて開催。27 組 37 名、延べ 55 名参加。（前年は 27 組延べ 65 名）
運営者 6 名＋3 名
(4).平成 21 年度岡山市操山大会を主催
・2 月 14 日（日）操山公園里山センターにて開催
運営者 8 名＋2 名

59 組 77 名参加。(前年は 42 組 86 名)

(5).平成 21 年度岡山県民大会(吉備高原)を主催
・3 月 14 日(日)吉備中央町 国少にて開催。62 組 86 名参加。(前年は 46 組 68 名)
運営者 6 名＋4 名
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2.2．その他イベント
(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) 笠岡海洋センターにて開催。37 名参加。6 班に分かれ実施。運営者 4 名
※平成 22 年度(5 回目)も 4 月 3 日実施済み(34 名)。
(2).インストラクタ養成講習会
・11 月 21〜22 日笠岡海洋センターにて開催。3 名受講。講師アシスタント 2 名。
(3).普及方法研修会(ＪＯＡ主催)
・12 月 5 日(土)ライフパーク倉敷にて開催。8 名受講。岡山県協会関係者のみ。
(4).スポレク・IN・OKAYAMA2009
・12 月 12 日（土）岡山ドームにて開催。56 組 100 名参加。(前年は 52 組 126 名)
運営者 8 名
(5).ライフパーク地図読み講座
・1 月 16 日、23 日、30 日開催。17 名×3 日参加。（前年は 37 名×3 回）
運営者各 6 名
(6).県レクリエーション祭り
・2 月 28 日(土) 県営グランドにて開催。26 組 61 名参加。
運営者 5 名
上記については 09 年度県協会イベント運営者名簿、県協会主催(主管)イベント参加者推移表参照。
３．その他
(1).パーマネントコース実態調査
・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としたが進展せず。
(2).09 年度競技者登録手続きの実施
・１４名登録。新規 1 名減 1 名。
(3).09 年度ディレクタ、インストラクタ登録
・JOA 情報によれば D1 級 8 名、D2 級 4 名、I 1 名。前年度より D2 級が 3 名減。
資格審査がかなり厳しいので実績がなければどうしてもやめてしまう。
(4). スポーツ安全保険加盟済み
・新規に開始し 10 名加入。
(5). 県協会統一ユニフォーム調達
・28 着(16 名)+4 着（予備）。09 年度全日本リレーでお披露目。
(6). 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)
・MV 15/21 位、XV 8/11 位,MIX 3/5 位と成績は振るわなかった。
(7).コンパス 5 ヶ購入、4 ヶ販売。(1 ヶ在庫)
(8). 中学校の自然教室支援は今年度も要請がなかった。
(9).資金助成
・ワコー財団、第 28 回笠岡市大会助成 10 万円。福祉医療機構、トレイル＆パークＯ大会助成 60 万円。
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(10).ニューテレインマップの作成
・吉備中央公園のスプリント仕様マップ作成と吉備高原マップの追加調査実施。
吉備高原の追加調査マップは国少へ更新用として再度提供する。
(11). ＥＭＩＴシステム他の部品調達
・助成金をもとにＥＭＩＴシステムを追加（C/U 5 ヶ、S/U 1 ヶ、R/U 1 ヶ、E-CardVer2 65 ヶ）、デジ
タル時計、スタートチャイマ、タイムコントロールチェッカ、更衣テント、組み立てデスク等調達。
当面追加調達必要なものは特にないが、資金余裕が見込まれればスタート/フィニッシュ幕調達が望
ましい。(約 27,000 円)
将来的に助成等のチャンスがあればデファレンシャル GPS も。(約 25 万円程度)
(12).各種広報
・HP 掲載以外に, FM ゆめウエーブ(白石島)、吉備 CATV(トレイル＆パーク)、FM くらしき生放送(福
田公園)、Oni ビジョン CATV 生放送(操山以降)、山陽新聞の紹介記事(福田公園)掲載および都度の
行事予定と成績掲載等があり、大きなＰＲ効果があったものと思われる。
また、トレイル＆パーク O 大会に向け障害者施設企業等を訪問し PR、協力支援要請も実施した。
5 月 20 日には NHK 岡山で白石島大会の様子も放映。
(13).事務局関連
・クラブ該当の会員名簿が一部できていない。
＜会計報告＞
・09 年度収支決算報告（別紙参照）。

＜総括＞
昨年よりさらに大会主催数が１つ増え各大会の参加者数も順調に伸びている。初心者向け普及行事も
1 つ増え堅調に推移している。
これらを総合的に分析すると、「未体験者を体験者（初心者）にするための施策は順調」、「オリエンティ
アの満足度を得る施策も順調」であるが、「体験者（初心者）を愛好者（初中級者）にするための施策は
十分とは言えない」と判断される。
引き続き「初心者に配慮したイベントであるとともに、経験者にも満足してもらえる大会」を志向する
なかで、｢初心者をホスピタリティを持った愛好者に育てる｣課題の追究が必要である。
まずは、大会の中でのルートアナリシスの場の提供、オフシーズンを活用し競技スキルアップの練習
会、運営スキルアップ（運営全般、地図調査、OCAD、計セン）の講習等を開催し、県協会メンバのみな
らず一般初心者にも呼び掛けることが必要であろう。
これらに総合的に取り組む事によって昨年度も触れた下記につながる。
「弱小のローカル組織、いつまでもＯＬ黎明期からのメンバーが中核ではどうにもならない。5 年先
10 年先を見据え、組織が化石にならぬよう生き抜きかつ成長させるため、県協会として限られたリソ
ースを有効に活用しながらパイを拡げていく取り組みが不可欠である。OL 黎明期からのクラブの枠な
どにとらわれず、県協会が一体となりリソースを効果的に使った組織的な活動が何より重要のスタン
スで取り組み次世代につなげる。その結果としてクラブの活性化にもつながれば、これに越したこと
はない」
会計収支は各種助成が大きく寄与し初めて繰越金が生じたが、必要備品類はほぼ完備し、次年度以降
も引き続き繰越金が見込まれる。

以上
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