
今治市 藤山健康文化公園

柏市 手賀の丘公園

知多市 佐布里池

       大村市 大村公園 大村藩お船蔵跡
（社）大村市観光コンベンション協会HPより

　  前橋市 嶺公園
前橋市嶺公園HPより

「地図と遊ぼう」普及指導者育成講習会
子どもゆめ基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構）助成活動

　地図と遊ぶ子ども向けオリエンテーリング実施の要領とその方法を会得する指導者育成講習会を開催します。受講対象の方は
野外活動指導者、アウトドア活動愛好者です。
　子どもが遊びを通じアウトドアスキルを会得、生きる力の元になる判断力と自立心をはぐくむ指導方法を学ぶことを目的とします。
全国5会場で講習会を開催します。ふるってご応募ください。

開催地・期日・講習会/体験会場

千葉県柏市 ・  平成22年10月16日（土）　終了
   講習会会場「手賀の丘少年自然の家」/体験会場「手賀の丘公園」
 　講師：小林岳人・小林正子　（オリエンテーリングディレクター1級）
長崎県大村市・平成22年11月27日（土）　終了
   講習会会場「シーハットおおむら」/体験会場「おおむら公園」
   講師：高橋　厚（オリエンテーリングディレクター1級）、
           児玉  拓（オリエンテーリングディレクター2級）
群馬県前橋市・平成22年12月5日（日） 　終了
   講習会/体験会場「前橋市嶺公園」
   講師：悴田正也・冨沢邦男　（オリエンテーリングディレクター1級）
愛媛県今治市・平成23年2月27日（日） 
   講習会/体験会場「藤山健康文化公園 藤山歴史資料館」
   講師：松澤俊行（松塾塾長）、
           小泉成行（オリエンテーリング日本チャンピオン）
愛知県知多市・平成23年3月6日(日）
   講習会会場「知多市役所・市民体育館」/体験会場「佐布里緑と花のふれあい公園」
   講師：新帯　 亮(オリエンテーリングインストラクー）、
　　　　　松澤俊行(松塾塾長） プログラム

  8:45～ 9:00   受付
  9:00～ 9:20   集合、オリエンテーション
  9:20～10:20  子どものアウトドア活動を考える（講話）
10:20～10:50   地図と遊ぶ
                     （子ども向けオリエンテーリング：場面紹介）
11:00～12:00   地図と遊ぶ場面の作り方（準備指導）
12:00～13:00   昼食と懇談
13:00～13:50   イベント企画と実施要領（解説指導）
14:00～14:50   模擬場面体験
                 　  （子ども向けオリエンテーリング：地図と遊ぼう）
15:00～15:50   模擬実技の質疑、地図作成方法の解説
16:00              終了

　　　

主催　（社）日本オリエンテーリング協会
後援  大村市開催事業　（財）日本体育協会
　　　　前橋市開催事業　（財）日本体育協会　
　　　　今治市開催事業　（財）日本体育協会
                                   愛媛県教育委員会（申請予定）
　　　　知多市開催事業　（財）日本体育協会、知多市教育委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　知多市教育委員会（申請中）
協賛　森永乳業株式会社

参加資格　   野外活動指導者、アウトドア活動愛好の方
参加費 　　   1,200円　当日受付でお支払いください。
参加者注意　昼食持参、運動に適した服装で参加願います。
傷害保険　   主催者が一括加入
修了証　　　　発行します。 お断り；受付回答はE-mai申込みのみといたします。

参加会場
 を決定

裏面申
込み記
事準備

 裏面指定方法
（E-mail,郵送等）
で送付

参加申込み方
法と締め切り
日は裏面をご
覧ください。

[注：開催地の都合により予定時間を変更することがあります。]



＊個人情報の取り扱い：講習会受講応募に記載された個人情報はこの講習会開催連絡以外に利用することはありません。
＊記録写真は活動報告書、当協会広報誌｛JOAニュース」、ホームページ等に掲載する場合があります。あらかじめご了承ください。

「地図と遊ぼう」普及指導者育成講習会開催地要項

開催地 千葉県柏市 長崎県大村市 群馬県前橋市 愛媛県今治市 愛知県知多市

開催日
平成22年

10月16日（土）
平成22年

11月27日（土）
平成22年

12月5日（日）
平成23年

2月27日（日）
平成23年

3月6日(日)

手賀の丘
少年自然の家

シーハットおおむら 前橋市嶺公園
藤山健康文化公園
富士山歴史資料館

知多市役所
市民体育館

270-1456
柏市1240-1
Tel 04-7191-1923,
Fax 04-7191-0996

856-0836
大村市幸町25-33
Tel 0957-20-7200

371-0125
前橋市嶺町1300
Tel 027-269-3838

794-0000
今治市大西町宮脇乙
579-1

478-0047
知多市緑町5

手賀の丘公園 大村公園 同上 同上
知多市

佐布里緑と花
のふれあい公園

856-0834
大村市玖島1-45-3

開催地
問合せ先

小林岳人
273-0046
船橋市上山町1-236-1
ザ・ガーデンプレミアム
233
E-mail:
GHH07625@
nifty.ne.jp
電話 047-339-1723

仲尾勝利
857-0821
佐世保市白木町360
E-mail:
medaka@bb.tvs12.jp
電話 0956-24-7319,
090-8416-7251

悴田正也
371-0026
前橋市大手町2-11-18
E-mail: mkaseda@
jcom.home.ne.jp
電話 027-221-9330

伊藤好信
790-0821
松山市道後多幸町4-29
E:mail: itou-yoshi2@
esnet.ed.jp
 
電話 089-921-1337,
090-8694-6541

新帯　亮
478-0036
知多市新舞子大瀬102-3
E-mail: shintai@
mrh.biglobe.ne.jp
電話 080-1562-4590

  申込先　

申込先：上記と同じ
申込方法：E-mail, 電話
記載内容：氏名、〒住
所、電話、E-mail
注：受付回答はE-mail申
込みのみ

申込先：上記と同じ
申込方法：E-mail, はがき
記載内容：氏名、〒住
所、電話、E-mail
注：受付回答はE-mail申
込みのみ

申込先：上記と同じ
申込方法：E-mail, はがき
記載内容：氏名、〒住
所、電話、E-mail
注：受付回答はE-mail申
込みのみ

申込先：上記と同じ
申込方法：E-mail, はがき
記載内容：氏名、〒住
所、電話、E-mail
注：受付回答はE-mail申
込みのみ

申込先：上記と同じ
申込方法：E-mail, はがき
記載内容：氏名、〒住
所、電話、E-mail
注：受付回答はE-mail申
込みのみ

申込
締切日

平成22年
10月6日（火）

平成22年
11月20日（土）

平成22年
11月25日（水）

平成23年
2月17日（木）

平成23年
2月24日(木)

交通案内

＊電車利用；JR常磐線
及び東武野田線柏駅下
車、東武バス柏駅東口４
番線発、手賀公園・手
賀・布瀬(ふぜ)行きで25
分：
○布瀬行き…手賀農協
前下車徒歩10分
料金/大人380円・小人
190円
○手賀の丘公園行き…
終点下車徒歩5分料金/
大人400円・小人200円
＊車利用；駐車場 P十
分

＊電車利用；ＪＲ大村線
大村駅下車、徒歩１５分
または県営バス諫早駅
前行きで１０分、
市役所前で下車すぐ
料金/大人１４０円・
小人７０円
＊車利用：駐車場十分

＊電車利用；JR両毛線前
橋駅北口下車、永井バス
峰公園行き 8：10発ー8：
40着
＊車利用；前橋市内より
県道4号（前橋赤城線）を
北上、赤城大鳥居を通
過、畜産試験場交差点右
折2km、嶺公園信号右折
南下、嶺公園管理事務所
を経て駐車場。会場まで
テープ誘導。

＊電車利用；JR予讃線大
西駅から約800ｍ徒歩10
分で会場の藤山歴史資
料館。
特急利用の場合は、今治
駅で乗換大西駅下車。
＊車利用；公園入口駐車
場利用不可。資料館南側
駐車場利用のこと。

＊電車利用；名鉄常滑線
朝倉駅より徒歩5分
（410m）
＊車利用：駐車場あり

総合問
合せ先

講習会

体験会場

（社）日本オリエンテーリング協会　　　　　150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1　岸記念体育会館内
tel.03-3467-4548　　　fax.03-3467-4549
事務局 e-mail:　orienteering@japan-sports.or.jp　　担当者e-mail:  船橋昭一<funa@nit.ac.jp>

終了終了終了
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