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★深水会長からのひとこと 

 
「定例会の充実」について考える 

 
今年の総会は、年間活動計画などの議案が定例会で事前討議されていたため、スムースに進行。 
その内容は会報をご覧頂き、これまで同様クラブ員各位のご協力をお願い致します。 
ただ、下記の事項が検討課題として積み残し。 

 

(1) 永久会員制度の検討 

(2)個人情報の取り扱い 

 
今後は、定例会を四半期に一回程度開催。これらの課題をはじめ、新たな問題に関しても早く・的確に処理。定例

会の充実を図りたいと考えます。 
定例会は、運営委員はもちろん一般クラブ員の参加も歓迎。気軽に参加され、忌憚のないご意見をお待ちしており

ます。 
 

 

 

 

 

 

★事務局からのお知らせ 

【事務局より】 
 
新しく事務局に就任いたしました尾﨑葉子です。 
運営委員も一新しました。これまで以上にクラブの活性化を図りたいと思います。 
どうぞよろしくお願い致します。 

 

 



2017 年度 新組織及び行事予定 

 
  

2017 年度 運営委員会組織 

担当 氏名 摘 要 

会長 深水 滝夫 統括 

副会長 臼井 宏一 会長補佐・広報及び HP 担当兼務 

事務局 尾﨑 葉子 会員管理及び事務局業務全般 

練習会 柴山 幸博 年間練習会企画及び進捗管理 

練習会 吉田 晋也 年間練習会企画及び進捗管理 

備品管理 三重野 利広 備品管理及び陸連登録 

拾活 宗野 真 拾活企画と実行 

行事 楢原 梨栄子 年間行事企画及び練習会と兼務 

情報収集 尾﨑 陽一 HP 担当者・事務局と連携 

シニア代表 河野 泰人 シニア層の意見集約 

 

 

 

 

 

 



 

２０１７年度 大分ＵＭＣ年間行事予定（練習会・拾活・懇親会） 

 

項目 日 程        曜日 内容 場所 ラン後 懇親会 世話役 備 考                        

練習会 2017/4/14～15 日 120K 走 希感舎～宇佐往復 無し 楢原 
ｻﾎﾟｰﾄｶｰ無し  

参加費無し 

練習会 2017/5/14 日 50K 走 九六位周辺 無し 三重野 楢原 
ｻﾎﾟｰﾄｶｰ有り  

参加費要 

大会 2017/5/21 日 志高湖ﾘﾚｰﾏﾗｿﾝ 別府APU又は志高湖 有り 尾崎葉子 個人参加料有り 

練習会 2017/7/15～16 土日 ﾅｲﾄﾏﾗﾆｯｸ 別府・国東 温泉にて昼食 柴山 下岡 
ｻﾎﾟｰﾄｶｰ有り  

参加費要 

練習会 2017/8/5～6 土日 夏合宿 阿蘇・久住 有り 深水 尾崎葉 詳細別途連絡 

練習会 2017/8/26～27 土日 ﾅｲﾄｸﾞﾙｸﾞﾙﾗﾝ 希感舎青学ｺｰｽ 無し 楢原 詳細別途連絡 

練習会 2017/9/9～10 土日 ﾅｲﾄﾏﾗﾆｯｸ 別府～塚原 無し 深水会長           
ｻﾎﾟｰﾄｶｰ有り  

参加費要 

練習会 2018/1/3 水 三社参りﾗﾝ 大分市近郊 有り 楢原 詳細別途連絡 

練習会 2018/1/14 日 
ﾌﾙﾏﾗｿﾝ強化   

ﾌﾟﾛﾃｲﾝﾗﾝ 
希感舎青学ｺｰｽ 昼食鍋 吉田 柴山 鍋材料費300円 

練習会 2018/1/21 日 
ﾌﾙﾏﾗｿﾝ強化   

ﾌﾟﾛﾃｲﾝﾗﾝ 
希感舎青学ｺｰｽ 昼食鍋 吉田 柴山 鍋材料費300円 

練習会 2018/1/28 日 
ﾌﾙﾏﾗｿﾝ強化   

ﾌﾟﾛﾃｲﾝﾗﾝ 
希感舎青学ｺｰｽ 昼食鍋 吉田 柴山 鍋材料費300円 

練習会 2018/3/11 日 50K 走 大分市近郊 無し 臼井 
ｻﾎﾟｰﾄｶｰ有り  

参加費要 

拾活 2017/5/14 日 練習会途中 電波塔下～舟本   宗野 柴山 詳細別途連絡 

拾活 2017/6/4 日 拾活ﾗﾝ 別府市近郊   宗野 尾崎葉 詳細別途連絡 

拾活 
2017/6/11   

（6/4 の予備日） 
日 拾活ﾗﾝ 別府市近郊   宗野 尾崎葉 詳細別途連絡 

拾活 2017/8/27 日 練習会後 大分市近郊   宗野 柴山 詳細別途連絡 

拾活 2018/1/21 日 練習会前 希感舎周辺   宗野 柴山 詳細別途連絡 

個人  

練習会 

毎週土（不定

期） 夜9時集合 
土 

ｻﾀﾃﾞｰﾅｲﾄ      

ﾌｨｰﾊﾞｰﾗﾝ 15K 

ﾊﾟｸﾌﾟﾚ下ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ  

ｽﾀｰﾄ 
無し 宗野 

開催時 ＦＢにて

随時ｱｯﾌﾟ 

個人  

練習会 

毎週火（不定

期） 夜 8 時集

合 

火 
火曜日ﾅｲﾄﾗﾝ   

28K 

田ﾉ裏ﾋﾞｰﾁﾚｽﾄﾊｳｽ  

ｽﾀｰﾄ 別大 2 往復 
無し 江藤 

開催時 ＦＢにて

随時ｱｯﾌﾟ 

懇親会 2017/12/23 土 忘年会 詳細別途連絡   楢原   

懇親会 2018/1/3 水 新年会 詳細別途連絡   楢原   

懇親会 2018/2/4 日 別大後 詳細別途連絡   尾崎葉   

懇親会 
2018/3/24 又は

25 
土日 総会・懇親会 詳細別途連絡   事務局   

 

※悪天候場合の開催の有無/その他詳細については世話役に一任する。 

 



 

★リレー大会参加決定のお知らせ★ 

大会名 第 1 回別府ゆけむり 100km リレーマラソン 

開催期日 2017 年 5 月 21 日（日） 

申込締切 2017 年 4 月 20 日（木） 

会場・アクセス 大分県別府市「志高湖」 

主催 有限会社ユニバーサルフィールド 

参加資格 年齢制限なし。1 周（1.8km）を完走できる方ならどなたでも参加できます。 

競技項目 1 チーム 2 名以上 20 名以内で、1 周 1.8km の周回コースを規定回数周回した時間を競う。 

走る順番、走る周回数はチーム内で自由。 

・100km、50km ともに以下の部門を設ける 

 

（1）一般の部・・・年齢・性別・所属を問わないチーム 

（2）女性の部・・・女性のみのチーム 

（3）企業対抗の部・・・全員が同じ職場のチーム 

（4）企業対抗 女性の部・・・全員が同じ職場で、女性のみのチーム 

（5）企業対抗 U-29 の部・・・全員が同じ職場で、29 歳以下の若手のチーム 

表彰 各部門 1 位～3 位 

<<各部門にて 3 チーム以下の場合は 1 位のみの表彰となります。>> 

参加料 100km  大人 4,000 円/1 人 高校生以下 2500 円/1 人 

50km  大人 3,500 円/1 人 高校生以下 2000 円/1 人 

参加費には、スポーツ傷害保険料、参加賞、軽食、エイドステーションを含みます。 

タイムスケジュール  

06：45～07：30 受付 

07：30～07：45 開会式・競技説明 

08：00～     競技スタート 

13：00～     表彰式(対象者が確定した部門から順次実施) 

17：00～     制限時間 

18：30～     開場撤収予定 

参加希望の方は尾﨑までメッセまたは電話でもかまいませんので、お知らせください。 

もちろん打ち上げセットです(^^) 

 

★会費・陸連登録費に関するお知らせ 

 

これまで 3000 円だった年会費が、今年より 2000 円になりました。 

陸連登録費は 2000 円です。 

つきましては、5 月末までに下記の口座へお振り込みいただくか、事務局に直接でも構いませんので、ご入金をよろしく

お願いいたします！ 

 

・振込先   ゆうちょ 

・記号   17200 

・番号    24268211 

オオイタウルトラマラソンクラブ 

 

★新メンバー加入のお知らせ 

今回、松尾亮さんが新たなメンバーとして大分 UMC に加わることになりました(^^) 

皆様よろしくお願いいたします！ 
 


