
日本学生オリエンテーリング連盟 

2003 年度第 2 回幹事会議事録 

日本学生オリエンテーリング連盟 広報部 

日時：2003 年 10 月 18 日（土）15：00～ 

場所：末廣家（京都府京都市） 

 

出席者 

氏名 役職 大学と学年 出席 

菊池 貴志 日本学連幹事長 東京農工大学 3 年 ○ 

内藤 愉考 日本学連副幹事長 東京大学 4 年 ○ 

下村 佳奈 北東地区代表幹事 岩手大学 3 年 ○ 

長澤 憲太郎 北信越地区代表幹事  新潟大学 3 年 ○ 

佐伯 貴央 関東地区代表幹事 千葉大学 3 年 ○ 

三宅 文彦 東海地区代表幹事  名古屋大学 3 年 ○ 

村上 憲一 関西地区代表幹事 神戸大学 3 年 ○ 

中村 倫崇 中九四地区代表幹事  山口大学 3 年 ○ 

熊野 匠人 事務局長 東京大学 3 年 ○ 

田部 恭裕 事業部長  大阪大学 4 年 ○ 

横関 梓 会計 東京農業大学 4 年 ○ 

吉田 建典 広報部長  金沢大学 3 年 ○ 

岡 英樹 会計監査 東京工業大学 2 年 ○ 

及川 弘文 会計監査 岩手大学 3 年 ○ 

 

☆その他 
遠山（伊賀インカレ）、奥村（技術委員） 

 

1. 参加者自己紹介 

まだ、完全に分かっていない人もいると思うので、出席者の自己紹介していただきます。 

 

2. 学連活動報告書作成委員長の承認 

古川健二（千葉３） １１／１１で承認 

 

3. 今年度会計監査の選出 

・ 地区幹事以外で幹事に出てない学連（中九四・北東）から選出？ 

・ 北東で興味を示している人がいる。→立候補の意思を確認後承認へ 

 



4. 会計高額支払い承認 

前回「208,267 円（上田・理事）但し IC-S・IC 関係として」というのが、用途不明のため

承認されなかったので、内容報告＆承認をしたいと思います。 

→内容の確認がとれなかったため、ML にて報告、総会で承認 

 

5. CC の購入の承認 

学連の CC の在庫がないのでジェネシスマッピングより 10,000 枚を 178,500 円で購入 

→11／11 で承認 

 

6. 図書館情報大学の加盟について 

図書館情報大学は、平成１６年 4 月以降は存続しないことになりました。図書館情報大学

が消滅し、現加盟員も筑波大学生となってしまいますと、図書館情報大学が日本学連に所属

することは学連規約に違反する こととなってしまいます。 

学連規約の改正や特例として許可するなどの措置を取るかどうか検討します。 

・ 規約が改正されているかもしれないので、確認をとる。 

・ 特別加盟措置で対応するなど、図情の存続には前向きに検討する。 

・ 学連規約を HP に記載、最新情報をいつでも手に入れられるように。 

 

7. 各委員会報告 

○ 2003 年度 IC 実行委員会 

1) モデルイベントマップ作成の報告 

モデルイベントマップが６月末に完成。使いたい場合は技術委員 HP より。 

2) ＭＴＢ－Ｏ併設承認のお願い 

黒字になる見込み。参加者が前日の大会に参加してくれるという期待。参加の形態を

工夫してリレー選手も参加できるようにしたい。マップはクラシックと共用するが、リ

レーの範囲とかぶらないようコースを作成する。 

→11/11 で承認 

 

8. 今年度 IC の運営、学生担当分について 

IC は学生が主催するという事を考え、今年度 IC で学生がすることを話し合いたいと思いま

す。 

 

インカレについて 

運営手伝い 担当学連の配分 

開会式 関西 

配布物 関東 



併設受付 関西（チーフ）、関東、東海 

練習会 関西 

モデルイベント 東海 

地図販売 中九四 

片付け 北東 

E カード 北信越 

報告書 関東 

 

9. 各委員会報告 

○ ICS２００３ 

  ICS 前日大会の主催者についての承認 

 

○ ICS 前日大会を日本学連主催で行うことについての了承をとりたいと思います。 

 事業計画書（別紙） 11/11 で承認 

  運営手伝いとして ICS の会場撤収・清掃は関東学連が担当 

  前日の大会はその他の学連が担当 

 

○ 競技名称変更について 

・ 優勝カップ 名前の変更のみする。修理については現状を見てから。 

・ 担当は事業部扱い。修理を行うとしたら来年の IC あたりから 

・ IC のロゴ IC と SIC のロゴを共用とし、デザインは現行の IC のものを利用する。 

 

○ 総会で報告。 

 

10. インカレマップ販売体制の強化 

○ 前回 

・ 在庫量が不明なため、事務局のほうで枚数を確認する。 

・ HP で宣伝をしたり、地区学連幹事長に販売委託をしたりして販売数の増加を狙う。 

ということになりましたが、今回は具体的な行動を起こすまで、内容を詰めたいと思いま

す。 

 

○ 愛知の地図はもう無い。矢板は残りわずか。 

販売方法には、安売り、HP で宣伝、セット販売、後援の大会で主催者に販売を義務付ける等。 

→賛助会員受付と同じブースで。賛助会員受付を後援大会で義務付ける。後援に関わる条文

の改正が必要。 

 



11. ２００５年度のインカレについて 

昨年度 3月の総会時にインカレロングを WOC 併設大会にするということが発表されました。

しかし、8 月開催は都合が悪いという意見が出ています。これについて、具体的にどう行動す

るかという点まで踏み込んで議論したいと思います。 

 

全加盟員、OBOG にアンケートをとる。 

  内容  

   １）８月か１１月か。 

   ２）実行委員を頼まれたら協力するか。 

   ３）その他意見。 

１０月でアンケートを〆、意見をまとめ総会で方向付けを行う。 

 

12. 地区学連活動報告 

【関東学連】 

７月１９日（土）第４回学連総会（東京大学） 

８月１９日（火）学連ソフトボール（ｉｎ東京農工大学 工学部グラウンド） 

８月２０日（水）学連フットサル（ｉｎ中央公園） 

９月８日（月） 第５回学連総会（東京都立大学） 

１０月５日（日）プレセレ・新人戦（ｉｎ武者板附古墳群） 

【今後の予定】 

１０月１８日（土）第６回学連総会（東京工業大学） 

１１月某日    第７回学連総会（場所未定） 

 

 

13. 学生のマナー向上について 

日光・愛知と学生のマナーに関する大きなトラブルが増えています。マナー向上について何か

具体的な解決策がないか議論したいと思います。日光のクローズ解除に向けて何か結果を残す必

要があります。 

・ チェックシートを作り、加盟員の意識を向上を図る。 

・ 総会でこの問題を告知。 

熊の問題については JOA 等がどの対応をとっているかをみて、それに歩調をあわせる。 

 

14. ＨＰ管理人について 

HP 管理人がまだ決まっていないようです。これの対策について話したいと思います。 

→骨組については、広報が担当。その後、管理人を募集。 

 



15. 新歓掲示板について 

掲示板管理人は関東学連普及部長の西山晃さんが受け持ちました。掲示板自体の作成はど

うしましょうか。 

→掲示板は HP に作成するが、技術的に一から作成するのは難しいため、レンタル

掲示板を借りる。 

→セキュリティーの問題があるため、パスワードを作るなどの対応をする。 

 

16. いぶきについて 

前年度の幹事会で、「幹事長による巻頭言、及び各幹事による近況報告をつける。」となりました

が、これをどうやって配分するか決めたいと思います。 

→いぶき自体が HP で公開されている内容が多いため、HP で UP・公開していく予

定。リンクを貼れば ML にもなる。 

・  

17. WOC のお手伝いについて 

学生の WOC に対する関心が低いということで、WOC について学生オリエンティアにどう説明

していくのかを議論したいと思います。 

 

○ TCG として 

2005 年度インカレ、もしくはセレクションとして利用して、併設大会を盛り上げる。 

○ 学生として 

WOC 側からオファーも何もなく、学生の意識も低いので持ち越し。 

 

18. 来年度幹事 

ここ数年、11 月の総会で幹事が決定していないという状況が続いています。幹事募集を ML に流

しましたが、幹事長・副幹事長・会計の三役くらいは決めておきたいと思います。 

 各幹事がんばれ！！ 

 

19. 後援申請 

・ 第 26 回早大 OC 大会（2004/2/15） 10/10 で承認 

・ 山口大学オリエンテーリング大会（2003/12/21） 10/10 で承認 

・ 第 26 回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 10/10 で承認 

・ 第十七回全日本高等学校オリエンテーリング選手権大会及び一般併設大会 

→日本学連に対する依頼の所で、地図無償提供の全員分を中高生分に変更するなら

10/10 で承認 

・ 第 18 回新潟大学オリエンテーリング大会 

→賛助会員に対する特典をつけるなら 10/10 で承認 



 

○ 後援申請に関する規定の変更 

条文の変更も検討。賛助会員受付をする。地図販売をするなど。後日詳しい内容を考える。

尚、条文に定められている後援証がみつからないためフォームの作成が必要。 

 

20. 各委員会報告 

・技術委員会より 

＜報告＞ 

・技術委員会 HP 開設 

・2003/8/26 臨時会合開催＠7 人リレー会場 

・2003/9/5 インカレショートのシード選手を理事会に上申 

・2003/9/20-21 第 1 回学連合宿開催（会計報告は別掲） 

・伊賀インカレのコントローラ補佐に諏訪高典さんを推薦 

 

＜予定＞ 

・2003/11/1-3 第 2 回学連合宿 

・2003/11/16 矢板インカレショート（コントローラ派遣） 

・2003/12/末 インカレのシード選手を理事会に上申 

・2004/1/10-11 第 3 回学連合宿 

・2004/2/7-8 第 4 回学連合宿 

・2004/3/12-14 伊賀インカレ（コントローラ派遣） 

・インカレ改革に関わる規則改正案提示 

 

/////////////////////////////////////////////////// 

第１回学連合宿会計報告 

【収入】 

参加費 

学生（１泊３食）       8,400 円*42＝352,800 円 

学生（１泊２食）       8,000 円*01＝ 8,000 円 

学生（１泊１食）    7,500 円*01＝ 7,500 円 

賛助会員（１泊３食）   8,400 円*02＝ 16,800 円 

非賛助会員（１泊３食） 9,400 円*01＝ 9,400 円 

コーチ（１泊３食）     7,000 円*05＝ 35,000 円 

日本学連補助金                       40,000 円 

合計  469,500 円 

 



【支出】 

09/04 渉外書類コピー代（小泉）        30 円 

09/04 マップコピー代（小泉）          400 円 

09/04 渉外通信費（小泉）           400 円 

09/04 ユハへのマップ送料（小泉）       470 円 

09/12 地図ビニール（佐々木）       1,050 円 

09/19 合宿資料コピー代（小泉）      2,700 円 

09/20 合宿資料コピー代（加賀屋）      3,400 円 

09/21 宿泊費（村山ジャンボ）        353,850 円 

09/24 お礼状購入（小泉）           900 円 

09/25 切手代（小泉）             100 円 

10/12 地図代（静岡県 OL 協会）       72,700 円 

10/12 コーチ交通費補助（1人 4000 円*7）28,000 円 

10/12 ユハへのお礼の品               2,000 円 

合計 466,000 円 

 

【収支】 

収入 469,500 円 

支出 466,000 円 

合計  +3,500 円 

余剰金は第２回学連合宿へ繰越し 

 

21. 理事会報告 

リレーの特例出走について 

 

22. 地区学連活動報告 

【北東学連】  

8/10～13 北東学連夏合宿 

8/11 北東インカレ（ショートセレクション）＠田代 

8/11 第 1 回北東学連総会 

10/19 クラシックセレクション 2 本目＠京都大学大会 

12/6 
北東学連クラシックセレクション 3 本目(冬セレ)モデルイベント 

第 2 回北東学連総会（予定） 

12/7 冬セレ（北東学連諮問委員会主催）＠菜の花台 

【北信越学連】  

6/1 インカレショートセレ（東大大会） 



8/29～31 北信越学連合同合宿第三回学連総会（西の谷） 

10/19 インカレセレ１戦目（京都大学大会） 

11/30 インカレセレ２戦目（下山大会） 

【東海学連】  

6/29 インカレショートセレ＠岡崎 

8/23～24 夏合宿＆第１回総会＠三河高原 

11/30 伊賀インカレセレ＃１＠花沢 

12/26～28 

伊賀インカレセレ＃２ 

東海学連冬合宿 

第２回総会＠三河高原 

【関西学連】  

06/29 
インカレショートセレ（奥鹿野） 

第三回関西学連総会 

08/03 第四回学連総会 

10/05 
第二回関西学連定例戦（箕面） 

第五回学連総会 

11/30 インカレセレ（下山大会） 

12/6～7 ウェスタンカップ 

12/24 第三回関西学連定例戦（黒添池） 

 活動報告書の訂正依頼 ２００２年度関西学連代表幹事 上田（大阪） 

【中四九学連】  

8/22～25 夏合宿兼インカレショートセレ 

11/中 インカレセレ 

12/21 山口大学大会 

 

23. 部局報告 

○ 事業部 

・ 後夜祭、練習会実行委員長が阪大の二回生に決定 

・ インカレショートのボランティア募集 

○ 事務局 

・ 学連加盟追加登録者に加盟費を請求 

 

24. 次回幹事会日程 

１月 18 日（ジュニアチャンピョン大会前日）を予定？ 

 宿探しは菊地が担当 

以上 


