12年度活動計画書
岡山県オリエンテーリング協会
１．計画概要
別紙12年度活動計画表による。

上期報告および下期課題
2012年10月6日
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・別紙12年度活動計画FU表による。

２．会議体
(1).総会の開催
・6月16日(土) 13:30〜16:30
(2).理事会の開催
・6月16日(土) 13:30〜16:30
・10月13日(土)午後予定

・理事会兼総会として13:30〜16:00 ライフパーク
倉敷2F 第3会議室にて開催
・出席者 伊東氏、濱上氏、中野氏、大原氏、山
縣氏、溝辺氏、下名
（理事会欠席千田会長、堀氏、梶房氏、松田氏）
・11年度活動報告、11年度収支決算報告…報告
どおり了承
・12年度活動計画、12年度収支予算書、規約改
正、役員改選…提案どおり決定

(3).県レク関係
任期満了改選で引き続き2年間理事は佐藤、評議員は濱上となり随時参画する。

･5月28日(月) 岡山県レクリエーション協会理事
会＆評議員会(佐藤、濱上)

３．主催・主管イベント
※基本スタンス
初心者に配慮したイ
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し、ホスピタリティある
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し、ホスピタリティある
愛好者を育て、かつ会員の資質向上を図る。
(1).オリエンテーリング大会の開催
・第31回笠岡市大会(白石島)
・平成24年度岡山県民大会(県健康の森)
・平成24年度トレイル＆パ−クＯ大会(吉備高原)
・第7回倉敷市福田公園パークＯ大会
・平成24年度岡山県民大会(吉備高原)

4月22日(日)
11月4日(日)
12月9日(日)
2月3日(日)
3月3日(日)

笠岡市白石島 海洋センター
新見市神郷 県健康の森管理センター
吉備中央町 さんさん広場
倉敷市 水島緑地福田公園
吉備中央町 国立吉備青少年自然の家

・予定通り開催（149名参加）
・準備中
・後援申請、会場予約等手続き済
・後援申請、会場予約等手続き済
・後援申請、会場予約等手続き済

※従来通りの内容とし、主催大会優勝者に対しての無料参加券提供は継続。
また参加費は通常大会を事前1,200円、当日1,600円に、パークは事前800円、当日1,100円に統一する。
(2).その他イベントの開催
・初中級者向けテクニック講習会
7月22日(日)AM
倉敷市 ライフパーク倉敷
この数年競技を始めた人を主対象にスキルアップと一層の動機づけを図る。
・練習会
7月22日(日)PM
倉敷市 福田公園
初中級者向けテクニック講習内容の実践。
※なお、上記以外に各大会前日の準備完了後も試走を兼ねて実施。(福田公園パークＯは除く)
・大会運営全般研修会
8月25日(土)
倉敷市 ライフパーク倉敷
コ
スプラン ングとＯＣＡＤ作図。ル トチョイス研究にも時間を割く。（テク ック講習会と関連付け）
コースプランニングとＯＣＡＤ作図。ルートチョイス研究にも時間を割く。（テクニック講習会と関連付け）

・予定通り午前講習会、午後練習会開催(会員4
名、一般9名参加)。好評であり、かつ継続希望
があるため11月10日(土)基本技術教室と呼称変
更しPart2を開催する。なお各大会終了時にも実
習編を都度開催する。
・予定通り開催(会員9名参加)
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・インストラクタ養成講習会
9月29〜30日(土日) 倉敷市 ライフパーク倉敷
あらかじめ希望者を募りめどを立てたうえで要項発行。

・予定通り開催。(2名受講)

４．協力イベント
※基本スタンス
オリエンテーリングの普及推進を図り、スポーツ振興に寄与するため労を惜しまず随時対応する。
(1).県レクイベント
・スポレクINOKAYAMA
2月23日(土)
岡山市 県総合運動公園
昨年度に準じ実施するが、体験コース後の参加者に今後の大会参加を積極的にPRする場に位置付け。
(2).その他イベント
・きのこグループ新人職員研修オリエンテーリング 4月5日(金)
例年通り7年目を実施。来年度も実施予定。
・中学校自然教室オリエンテーリング
真備東中学校

5月18日(金)

笠岡市白石島 海洋センター
倉敷市 少年自然の家

・32名参加６班に分かれ実施。運営者6名
・134名参加、運営者3名。来年度も可能性あり。

・地図読み講座
1月〜2月の2回
倉敷市 ライフパーク倉敷
山歩きなどの地図読みを主体に、オリエンテーリングは従のスタンスで行う。

・例年通り実施の見込み。山での実習は児島稗
田の美しい森になりそう。

・オリエンテーリング初心者講座
10月
昨年に続き新見総合スポーツクラブへ要請する。

新見市神郷 県健康の森管理センター

・11月4日の県民大会開催時間前に1時間程度
実施の予定。

・たくましい笠岡っ子オリエンテーリング
昨年同様にQuickＯとスコアＯで実施。

笠岡市白石島 海洋センター

・10班、50名参加との事で作年同様内容で準備
中。

10月20日(土)

５．その他の取り組み
(1).Ｏmapの作成整備
･引き続き県健康の森の調査を継続し、地元のパーマネントコース設置に向け取り組む。(延べ3週間程度)
･吉備高原鳴滝湖は、一部エリア追加調査する。(公園エリアを含め述べ1週間程度)
・由加山(倉敷市少年自然の家)を新規開始。(来年度にかけ述べ3週間程度。大会開催と施設への提供を予定)
※調査作成のスピードアップにつなぐためGPSsetを購入する。(約20万円)
(2).パーマネントコースの再整備
・何年も進展ないが以前まとめた「岡山県内パーマネントコースの状況と今後の進め方」に基づき以下の優先順で
都合のつく限り着手する。
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
(3).全日本リレー大会への選手派遣（11/24長崎県大村市）
V、 Vおよび広島県、兵庫県との連合チ ムを含め3チ ム以上の ントリ目標にする。
･MV、XVおよび広島県、兵庫県との連合チームを含め3チーム以上のエントリ目標にする。

・県健康の森の調査を継続中。予定通りGPSロ
ガー購入済。

・牛窓状況調査済。利用には当然ながら整備
要。

・現見通しではXV1チームのみの派遣になりそ
う。あと兵庫、広島との連合が編成できるか。
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(4).山陽路パークＯシリーズ実施について
・過去2年実施したがこれまでの経緯を踏まえ基本要領を整理し広島県と調整後実施する。

・今年度調整し来年度再開で検討する。

(5).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。
・由加山（倉敷少年自然の家）地図作製で市などの助成は得られないか調査する。

・県レク申請済。他の助成は難しい。

(6).競技者登録
ナビゲーションゲームズシリーズ(ロゲイン)が新しい層の登録者につながっているが、３、４項で今後に期待する。

・13名(うち2名新規)登録。

(7).ディレクタ、インストラクタ更新登録
インストラクタ講習会開催による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要請する。

・JOAからの報告未のため把握できず。

(8).スポーツ安全保険加入について
引き続き希望者による団体加盟を継続する。(掛け金個人負担)

・9名加入継続。

(9).その他
・ホームページとMLの運用
従来どおり運用するが、各イベント担当者が当該イベントについてメンテするなどの分散編集を検討する。
・理事会の活性化
多くの出席者で新たなイ
ントの仕掛け、改善など知恵を出し合 、活性化に ながる場とする。
多くの出席者で新たなイベントの仕掛け、改善など知恵を出し合い、活性化につながる場とする。
・イベント等の広報活動
従来同様メディア活用(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。
翌年度の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。
・大会およびその他の主催・主管イベントならびに協力イベントについて、
引き続き「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」に基づき運用する。
これを踏まえないイベントについて県協会はかかわらないものとする。
・業務遂行の主担当選任について、前年度と同様考えで継続するが、1大会ごとに複数メンバで分担準備など
より組織的な取り組みを試行する。（ex総括担当、総務担当、競技担当など）
主担当とは「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」としているが、機能していないため。
＊主催・主管イベント
大会（全般）、（白石島）、（県健康の森）、（吉備高原）…佐藤
(T＆PO)…伊東（トレイル）、濱上（ポイント）
(福田公園)…梶房（ポイント）、伊東（トレイル）
その他イベント…佐藤
＊協力イベント…佐藤
＊その他の取り組み
Ｏmapの作成整備…佐藤
PC再整備…濱上、伊東
以上

・継続中。課題は未検討。

・従来通りメディア、行政活用中。来年度イベント
は今年度に準じたものに加え由加山での大会を
実施したい。(2月目標)
・運用中。
・未着手。

１2年度活動計画表FU表
項 目
会議体
(1).総会の開催
(2).理事会の開催
(3).県レク関係

位置づけ
主担当
主催 主管 協力 （主導） 12/4
○
○

主催・主管イベント
(1).オリエンテーリング大会の開催
・笠岡市大会(白石島)
・岡山県民大会(県健康の森)
・トレイル＆パ−ク大会(吉備高原)
・福田公園パーク大会
・岡山県民大会(吉備高原)

○
○
○
○

(2).その他イベントの開催
・初中級者向けテクニック講習会
・練習会
・大会運営全般研修会
・インストラクタ養成講習会

○
○
○
○

協力イベント
(1).県レクイベント
・スポレクINOKAYAMA
(2).その他イベント
・きのこグループ新人職員研修
・中学校自然教室
・地図読み講座
・初心者講座
・たくましい笠岡っ子
その他の取り組み
(1).Ｏmapの作成整備
(2).パーマネントコースの再整備
(3).全日本リレー大会への選手派遣
(4).山陽路パークＯシリーズ実施について
(5).助成団体への助成申請
(6).競技者登録
(7).ディレクタ、インストラクタ更新登録
(8).スポーツ安全保険加入について

12.06.16 12.10.01FU
岡山県オリエンテーリング協会

佐藤
佐藤
○ 佐藤/濵上

○

5

上期
6
7

8

9

6/16
6/16

10

○
○
○
○
○

濵上
佐藤
佐藤
佐藤
佐藤

2

特記

3

10/13

○

○

主催：笠岡市教委
11/4
12/9
2/3
3/3

佐藤
佐藤
佐藤
佐藤

濵上

下期
12 13/1

5/28

4/22
佐藤
佐藤
伊東/濵上
梶房/伊東
佐藤

○

11

ライフパーク倉敷（午後に練習会を併設）
福田公園（午前にテクニック講習会を併設）
コース設定とOCAD作図(ルートチョイス研究含）
受講者1名でも開催する(ライフパーク倉敷)

7/22
7/22
8/25
9/29~30

2/23

県レク主催、県総合グランド
要請があれば随時対応

4/5
5/18
1/26 2/2

○
10/20

佐藤
濵上/伊東
佐藤
佐藤
県レク
佐藤
佐藤
助成
佐藤
佐藤

真備東中学校
ライフパーク講座(2回シリーズ)日程未
新見市で検討11月4日の予定
白石島

吉備高原5日,吉備中央公園2日
,県健康の森3週間,由加山,約3週間(〜来年度)
選考

倉敷/玉野具体化、牛窓/美作中央調査
長崎県大村市
広島県と再調整

11/24

調査

随時追加登録可能
申し込み

随時追加申請可能

