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１０年度上期活動報告および下期課題と取り組み 
 １０年１０月１６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 22日（土）13:30～16:20 ライフパーク倉敷 2F 第 4会議室 
・出席者 千田会長、伊東氏、濱上氏、梶房氏、堀氏、中野氏、松田氏、山縣氏、大原氏、下名 

  ・09年度活動報告、09年度収支決算報告、福祉医療機構助成完了報告…提案どおり了承 
  ・10年度活動計画、10年度収支予算書、役員一部改選、細則改訂…一部修正し決定 
  ・長期活動方針書見直し等確認事項の確認を行い共通認識を計った。 
   (詳細は既配布の 10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 21日(水) 岡山県レクリエーション協会評議員会(都合で欠席) 

･5月 13日(木) 岡山県レクリエーション協会理事会(佐藤) 
･6月 18日(金) 岡山県レクリエーション協会理事会(佐藤) 

 
２．主催イベント 
 (1). 第 29回笠岡市オリエンテーリング大会を主管 

・4月 25日白石島にて開催（196名参加） 
 (2). 2010岡山県オリエンテーリング協会大会運営全般研修会 
  ・7月 10日～11日笠岡市海洋センターにて開催(会員 9名参加) 
 (3). 2010 岡山県オリエンテーリング協会第 1回練習会兼初心者教室 
  ・7 月 24 日(土)福田公園にて開催(会員 6名、一般 6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（5回目） 

・4月 3日(土)34名参加６班に分かれ実施、運営者４名 
 
(2).新見総合型スポーツクラブの依頼で岡山県健康の森Ｏマップ作成（走行度表示なし） 
・9月 18日約 60名の参加を得て開催された模様。 

 
(3).大会諸準備関係 
 ・吉備高原(県関係含む)、福田公園、ライフパーク倉敷、折衝済み 
  閉鎖された 21世紀の森の利用も可能になった。 
 ・トレイル＆パーク O大会要項発行済み 
 
(4).１０年度競技者登録手続きの実施 
・１２名登録済み（昨年より２名減） 

 
(5).スポーツ安全保険加盟済み 
・現在昨年同様 10名加入 

 
(6).2月 20日全日本リレー選手権大会派遣予定。（要項未発行） 
 
(7).岡山県ユースホステル協会 50周年記念の集い後援 
 
４．会計報告 
 ・別紙「10県協会収支中間報告書」参照。 
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＜下期課題と取り組み＞ 
 
１．下期行事 
・ 第 2回練習会兼初心者教室（10月 23日白石島） 
・ トレイル＆パークオリエンテーリング大会（11月 28日さんさん広場） 
・ スポレク・IN・OKAYAMA(12月 18日岡山ドーム) 
・ ライフパーク講座＆福田公園パークＯ（1月 22，29，2月 5日＆1月 30日） 
・ 県レク祭り（3月 5日県営グランド） 
・ 県民（吉備高原）大会（3月 6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 

  ・ライフパーク講座 

3 回シリーズの講座は好評であり、引き続き実施でライフパークと調整したい。 

（1 月 22，29，2/5 日で調整） 

・きのこグループ新人研修行事 

4 月 3 日に 5年目を実施済み。来年度も実施予定。 

これに誘発された民間企業の同内容研修が 5/5 昨年に続き行われた。 

・スポレク INOKAYAMA 

    昨年度に準じ実施する。日程、場所未定。 

   ・県レク祭り 

3 月 5 日（土）県営グラウンドで開催予定。昨年度に準じ実施する。 

  ・中学校自然教室の支援 

    要請があれば対応する。 

    ・ｏ-ｎｅｗｓ発行のオリエンテーリングリーフレットを30部購入した。トレイルOの広報時等に活用したい。 

   

※上期状況と今後の取り組み 

   ・ライフパーク講座は、従来同様 3日間開催。倉敷美しい森の利用も可能。 

   ・スポレク IN・OKAYAMA は従来同様岡山ドームで開催。今回はＥ-Ｃａｒｄを使用しない。 

   ・県レク祭りは吉備高原の県民大会準備とかち合うことになった。2～3名で午前中のみなら 

    対応可能であるが。皆さんのご意見を伺い決めたい。 

   ・岡山の看護学校からきのこ同様の新人研修について問い合わせがあった。(24 年度春計画中) 

   ・引き続き運営協力願う。 

 

  (2).大会運営全般勉強会の実施 

   ・大会運営準備関係、地図調査、ＯＣＡＤ作図とコース設定、ＥＭＩＴシステム、Ｍｕｌｋａ等の習得者を広 

める。1 泊 2日で全体を幅広く実施。その後個別アイテムごとに掘り下げた内容での実施を検討する。 

（9 月予定） 

 

  ※上期状況と今後の取り組み 

    ・初めての試みであり、浅く広くの内容であったが意義あるものだったと考える。 

     10 月 23 日の練習会後の午後追加補習研修を行う予定。 

 

(３).パーマネントコースの再整備 

・昨年度もほとんど進展なかったが１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、美作中央の調査） 

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 
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※上期状況と今後の取り組み 

   ・進展していない。 

      ・新見市「岡山県健康の森」で設置を前向きに検討中であり協力していく。 
 

  (４).青少年施設等のＯＭＡＰ作成整備 

 ･昨年度追加調査した吉備高原鳴滝湖マップをさらに要精度アップ箇所の追加調査と未調査部分の図 

化を図る。 

国立吉備青少年自然の家提供マップは好評であるが21世紀の森が閉鎖されたこともあり施設と調整 

しながら新しいマップデータを提供する。 

 

※上期状況と今後の取り組み 

   ・12 月中旬～2月末にかけて追加調査する。手分けして手伝い願いたい。 

   

 (5).インストラクタ養成講習会の開催 

･来年度開催を計画するが 3名くらいでも希望者がおれば今年度も実施したい。 

 

※上期状況と今後の取り組み 

   ・特に希望者もおらず来年度実施の方向で検討する。 

 

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 25 日）、トレイル＆パークＯ大会（11/28）、福田公園大会（1 月 30 日）、吉備高原大

会(3 月 20or27 日) を今年度も開催する。（日程はいずれも予定） 
例年実施してきた操山大会は事情により中止する。 新見 OLCが哲多町の健康の森で実施したい様

子。現地視察と打ち合わせ予定。 

・今年度から初心者を愛好者につなぐためルートアナリシスの場を設け、初心者、初級者を対象にレー 

ス後 コースのルートについて解説とアドバイスを実施する。 

また、優勝者に対して翌年度まで 1回に限り有効の無料参加券を副賞として与えることにしたいが。 

 

※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が吉備高原      

大会（県民大会）のみ 3月 5 日に変更。 

     ・新見市の岡山県健康の森のＯマップ作成を依頼され作成とともにコース設定を行い 9月 18 日ウォ      

ーキング＆オリエンテーリングイベントとして 120 名ほどの参加者を得て開催された模様。 

     ・引き続き運営協力願う。 

 

(2).山陽路パークＯシリーズ実施について 

・広島ＯＬＣ主催の笠岡パークＯが開催されたが今後タイアップして活性化を図り一層の普及へつなげ 

る。 

 

※上期状況と今後の取り組み 

  ・シリーズとして盛り上がるよう取り組んでいきたい。 

 

  (3).練習会の開催 

   ・協会メンバ以外へも案内し開催し愛好者増につなげる。 

    まずは、福田公園でのマイクロスプリントＯによる正置トレ(7 月)、白石島での地図読み・走トレ(10 月) 

 

※上期状況と今後の取り組み 

     ・好評と思われる。継続して進めていきたい。分担運営により回数増も検討したい。 

 

(４).全日本リレー大会への選手派遣 

･MV×2、XV の 3 チームエントリ目標にする。愛好者の層を広げるためできればMIX チームも派遣。 
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※上期状況と今後の取り組み 

   

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。 

今後各イベント主担当者が当該イベントについてメンテするよう検討したい。 

   
※上期状況と今後の取り組み 

・随時更新と情報提供中。主担当が当該イベントのメンテ対応は来年度研修会のテーマか。 

 

(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、引き続き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 

 従来同様、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 

    県レク申請済み。 

 

・競技者登録 

例年通り対応するが、大会でのルートアナリシスの実施、練習会等の取り組みで新しい層の登録者を

増やしていきたい。 

・ディレクタ、インストラクタ更新登録 

今年度新しく 3 名のインストラクタが登録されたが、後継者養成と県協会財源確保のために 

も新規登録者増につながる取り組みとともに既登録者の継続更新をお願いする。 

 

※上期状況と今後の取り組み 

競技者登録は 12 名（前年度 2名減）。 ディレクタ登録は昨年度 4名減となった。今年度現時点

ではディレクタ 1名減、インストラクタ 3名増。 

 

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 

    ・来年度の練習会日程も下期理事会で概略決めておいて広報の一環に含める。 

 

※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。 

 吉備中央町は前回同様町の広報紙に掲載してもらうよう依頼。 

5月 20日 NHK岡山で笠岡市白石島大会の様子を放映。 
 

(2).大会主催(主管)取り扱いと経費負担等の考え方 

・1 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。 
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(3).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（吉備高原）…佐藤 

・主担当の定義 

当該イベントの事前準備、当日運営等全般のスケジュールを含めた計画を立案し適宜理事に諮った 

うえ細部担当者等を明確にし事後処理までの遂行の主体となること。(全てをひとりでする意ではない) 

 

※上期状況と今後の取り組み 

  実行中であるが練習会などの担当も明確にしたい。 

 

(4).スポーツ安全保険加入について 

今年度引き続き希望者による団体加盟を実施継続する。(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) 

 

(5).07 年度策定の長期活動方針書にそった活動及び成果となりつつあり見直しは必要ないと判断す 

るが今回の新しい取り組み等を踏まえ確認する。(別紙参照) 

要すれば下期理事会に修正案を提示しそれを踏まえ 11 年度計画を策定する。 

 

※上期状況と今後の取り組み 

  研修会、練習会の新しい取り組みを反映すればよいと考える。 

 

(6).県レク役員について 

今年度から 2年間、佐藤が県レク協会の理事になりました。従来評議員をしていましたが兼任できな 

いので濱上さんに評議員をしてもらうことになりました。引き続きご協力よろしく願います。 

 

(7).地図読み講座と初心者講習の兼ね合いについて  

ライフパーク講座のコンセプトはＯＬに限らない地図読み講習で有るが、ＯＬの初心者講習会 

といかに整合させるか。別に初心者講座を設けるのがベターであるが。 

 

※上期状況と今後の取り組み 

  従来形態のままでのライフパーク講座の継続はそろそろ限界のようであり、来年度理事会兼総 

会に提起できるよう検討する。 

 

(8).購読実態は不明ですがＯマガジンを積極的に購読してはどうでしょうか。 

以上 


