
集合…溶岩なぎさ公園 … 目印にのぼり旗を立てています。

＜徒歩＞

桜島港より10分

＜車＞

桜島港より3分

車はこちらの駐車場（点線内）

に止めてください。

無料です。

＜鹿児島中央駅より＞

※ 桜島フェリー鹿児島港発は、7:30、45、8:00、

10、20分にお乗り下さい。

料金：大人150円、子供80円

（桜島港側でのお支払いです）

※ フェリーはラピカは使えますが、1日乗車券は使え

ません。

※ 鹿児島港まで車でお越しの場合は、県営駐車場が

あります。 （ 初の１時間まで無料、以後1時間ごとに

200円加算） 付近にコインパークもあります。

＜陸路で桜島へ＞

● 溝辺鹿児島空港ＩＣ～国分ＩＣ～

国道220号経由、約80分。

● 溝辺鹿児島空港ＩＣ～薩摩吉田ICまたは

鹿児島北IC経由～一般道、約40分。

＜フェリーで桜島へ＞

● 溝辺鹿児島空港ＩＣ～加治木IC～

国道１０号線で鹿児島港へ、約50分

→フェリーで桜島へ（約15分）

車両：３ｍ～４ｍ未満　1,070円

　　　４ｍ～５ｍ未満　1,480円

プラス同乗者×150(80)円

（桜島港側でのお支払いです）

※桜島フェリー鹿児島港発は、7:30、45、8:00、10、20分にお乗り下さい。

協賛・協力

アクセス
その２

車の場合

主催者より

会　場
駐車場

アクセス
その１

公共機関

国民宿舎レインボー桜島、桜島ユースホステル、さくらじま旬彩館、火の島めぐみ館、㈱村
山組　桜島溶岩加工センター、旅の駅桜島　桜島物産館、桜岳陶芸、村山陶芸、かふぇ豆ん
茶家、桜島歩こう会、桜島ミュージアム（順不同）

第２回　桜島溶岩レク・ロゲイニング大会

プログラム

日　時

後　援

みんなの桜島協議会（事務局：NPO法人桜島ミュージアム）主　催

鹿児島市、鹿児島県観光連盟、日本ﾛｹﾞｲﾆﾝｸﾞ協会、日本ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ協会、南日本新聞社、朝
日新聞社、読売新聞社、MBC南日本放送、KTS鹿児島テレビ、KKB鹿児島放送、KYT鹿
児島読売テレビ、NHK鹿児島放送局、エフエム鹿児島、鹿児島シティエフエム（順不同）

201２/5/1３（日）雨天決行・荒天中止

　この度は「第2回桜島溶岩レク・ロゲイニング大会」へご参加頂きまして、誠にありがと
うございます。２回目の開催となり、さらに皆さんが楽しめるように準備をすすめて参りま
した。皆さんの目と足で桜島を体感して頂き、ロゲイニングを通して桜島の新たな魅力を感
じてほしいと思います。
　大いに桜島を満喫してください！

150～
180円

160円
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鹿児島市都市計画課　鹿児島市地形図（１／１００００）桜島地域に加筆修正
縮尺1：１５０００（地図上の１cm=150m）
等高線間隔10m、磁北線間隔　1000m  A4　2枚
A4チャック無しビニールに入れて配布
ＣＰ一覧（写真見本）　A4両面　１枚　…　得点順に並べられています。

ポイントを選べば、初心者の方でも十分楽しめるコース設定になっています。

１チーム2～5人を基本とします。個人は表彰の対象外となります。

ロゲイニング
とは

桜島ロゲに
ついて

制限時間は3時間のロゲイニングです。

地図上にあるチェックポイント（以下CP）を制限時間内に回り、CPに付いている得点
の合計点を競います。CPの番号が得点となります。CPの取り方は自由でチームの作戦
次第となります。地図はスタート前に配布されます。

同じ得点の場合は、早くゴールしたチームが勝ちです。

チームが３０ｍ以上離れてバラバラの行動をした場合は失格です（団体行動です）。

地図配布

ので、必ず聞いてください。準備運動も行います。

9:45 配布後は合図があるまで見ないで下さい。

10:00

写真チェックは主催者側、または主催者側が認めた第三者が行う場合もあります。写真
チェックを簡単に行うために、チェックポイント撮影専用のカメラと予備バッテリーの
ご用意をお勧めします。

地図と一緒にＣＰ一覧という写真見本を渡します。ＣＰを通過した証明として、見本の
場所で撮影者以外のメンバーを写した写真撮影を行って下さい（個人の方は風景のみで
ＯＫ）。デジタルカメラ（または携帯のカメラ）は必須です。

ゴール地点では、 後に必ず「時計」を撮影して下さい（ゴールタイムとなります）。
遅刻した場合は１分ごとに減点されます。30分以上遅刻すると失格となります。
例）13：00：01～13：01：00にゴールすると、－○○点（減点は当日発表）。
遅刻しそうな場合、必ず主催者へ電話連絡を（連絡先は地図に記載）。

ゴール後は、結果提出用紙にチーム名・ 後に撮影した時計の時間・回ってきた順番を
記入し、代表者はスタッフと競技者間相互で写真チェックと合計点の確認を行います。
チェックが終わったら結果提出用紙をスタッフに渡します。少人数運営ですので、ス
ムーズに行えるようご協力お願い致します。

来場

受付

出走の準備

当日の
競技の流れ

・
タイム

スケジュール

作戦タイム

解散

スタート

引き続き東屋前にて行います。注意事項等をアナウンス致します

8:30

競技説明

初心者説明9:00

9:30

余裕を持って溶岩なぎさ公園にお集まり下さい。

チーム名を伝えて頂き、封筒を受け取って下さい。ゼッケン、案内、

参加賞等が入っています（地図はまだ入っていません）。

更衣室は桜島ビジターセンター授乳室(女性のみ)、トイレ(男女)を

さい。荷物は受付にてお預かりできますが、貴重品はお持ち下さい。

公園東屋前にて行います。初めての方はご参加下さい。

使用できますが、できるだけあらかじめ動きやすい服装でお越し下

取って行くかをチームで話し合います。

スタート前に作戦タイムが与えられます。どのルートでポイントを

　ロゲイニングとは、制限時間内に、出来るだけ高得点になるようにチェックポイント（以
下ＣＰ）を回ってくる競技です。ＣＰと得点が設定された地図を元に、制限時間内に可能な
ルートを自分で考えます。全部のＣＰを回る必要はありません。一般的に、難易度の高いＣ
Ｐは高得点になっています。ゴール時間に遅刻すると減点されます。
　マイペースで参加できる競技ですが、チームメイトと相談したり、装備を分担することも
大事な要素になります。

13:30

結果を記入後、スタッフと競技者側相互で写真チェックと合計点の

その後スタッフに結果を提出して下さい。閉会式までの間は軽食を

食べたり、各自足湯につかるなどしてお過ごし下さい。

写真
チェック

・
結果提出

確認を行い、結果提出用紙を提出します。

各クラス上位の表彰が行われます！特別賞もあり。

10:00に一斉スタートします。

（チェックポイントを周り、見本表のように写真を撮影）

遅刻すると減点となり、３０分以上遅刻で失格となります。

お疲れさまでした。気をつけてお帰り下さい。

ゴール

表彰

この時間のゴールは失格となります。

14:00

ゴール閉鎖

13:00

移動手段は、走る・歩くのみです。走ってより多く高得点のCPを獲るもよし、マイペー
スで歩きながらハイキング感覚で楽しむもよし、です。

CPの取り方
から

ゴール後の
流れ

使用地図
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地図（例）

ＣＰ一覧（例）

●

●

●

●

●

●

●

●

＜必須アイテム＞ ＜あると便利＞

□ 動きやすい服装と靴、帽子 □ 雨具

□ 時計 □ ホイッスル

□　飲み物・補給食（途中で購入OK） □ お金・小銭

□　携帯電話 （当日連絡用） □ カメラの予備バッテリー

□　デジタルカメラ（携帯電話のカメラでもOK) □ 着替え

（CP通過で必要です。お忘れなく！） （参加者には、温泉割引があります）

□　ペンなどの筆記用具

□　軽めのリュックまたはウエストポーチ

□　保険証

□ コンパス …

従来は必須アイテムですが、今回はなくても可能な場所にもポイントはあります。

当日は貸し出しも行います（1チーム1個…200円）

（携帯・スマートフォンアプリは使用しないで下さい）

競技エリア内の危険・立入禁止箇所には、赤色で地図上に示しています。

噴火が起こる可能性もありますが、噴火による危険区域はエリアとして使用しておりま
せん。

競技エリア内には交通量の多い箇所もあるので、必ず歩道を使い、交通安全に努めま
しょう。

もし怪我等の障害があった場合には、事務局に代表者から連絡を入れてください。傷害
保険に加入をしている範囲での対応をさせていただきます。

ロゲイニングには潜在的危険があります。主催者側は万全の安全管理に努めますが、参
加者皆様にも各自交通安全やケガ、健康に留意して頂くようお願いします。また他の競
技者、自然環境、地域の方に配慮して競技を行いましょう。

むやみに溶岩に上ったり、やぶに入ったりしないようにして下さい。

通過が難しいと感じたら、作戦変更も検討しつつ、3時間を安全に・慎重・有効にお使
い下さい。

この時期、桜島上空の風向は競技エリア外の場合が多いですが、自然現象のため降灰の
可能性もあります。

桜島藤野町～桜島赤水町を囲む区域。北は住宅地や路地が多く、史跡も多く残る。南は溶岩
原。比較的ロードが多いが、普段使われている道路だけではなく、溶岩原の散策路、地元の
集落や路地など、観光以外ではあまり行くことのできない場所にもCPを設定。またアス
リート向けの難所も設定。挑戦するかしないかはあなた次第！

地図見本

持ち物

競技上の注意

競技エリア

地図の○の中心
にある物。撮影者
以外のメンバーを
入れて撮影
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1) 本部へ電話連絡 → 指示を仰ぐ

2) 圏外の場合は、通話エリアまで出て下さい。

3) ホイッスルなどで音を出す。救助待ちの間も効果的です。

● パトロール巡回について

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

大会の中止判断は、暴風または大雨警報が発令された場合とします。前日の20時の段階
でHPにて発表すると共に、代表者にメール等で連絡致します。

当日会場にて変更点、注意点などを掲示、またはプリントにてお知らせします。

大会中止並びにいかなる場合においても参加費の返却はありませんので、あらかじめご
了承下さい（後日地図をお送りします）。また、大会参加に関わる他の費用（宿泊交通
費等）についても主催者は責任を負いませんので、あわせてご了承下さい。

地元の方へは挨拶をきちんとし、譲り合いを心がけましょう。

＜問合せ先＞ みんなの桜島協議会（事務局：ＮＰＯ法人桜島ミュージアム）　担当：青木　愛
〒891-1541　鹿児島県鹿児島市野尻町205番地
TEL：099-245-0100　　FAX：099-245-0101
携帯：090-1367-5201　<E-mail> ai-aoki@sakurajima.gr.jp
<HP> http://www.sakurajima.gr.jp/

表彰・参加賞

大会特典

ゴール後は表彰式まで1時間ほどあります。会場の溶岩なぎさ公園には100mの足湯が
ございますので、ぜひお楽しみ下さい。

ゴール後は「さくらじま旬彩館特製“小みかんミニうどん”のふるまいがあります（引
換券あり）。また、無料で飲み物・お菓子なども準備しております。他にはビール、
コーヒー、特産品の販売や、溶岩ピザ釜でピザ焼体験もできます。

競技中、または終了後は「道の駅　桜島」で地図を提示して頂くと、小みかんソフトク
リームを割引致します（当日限り）

参加者の皆様には、レインボー桜島の「桜島マグマ温泉」の割引があります。
通常大人３００円→１００円（シャンプー・リンス・ボディソープ備え付け）
また、桜島ユースホステルの温泉には無料で入ることができます。

会場は禁煙です。

意図的に地図範囲外に出ることを禁止します（緊急時を除く）。

参加者が自己あるいは第三者に与えた損害に対し、主催者は一切の責任を負いません。

自転車、車で巡回しています。緊急時には本部で連絡を取り急行させますが、現場でも
存在がわかるように音を出してください。

（競技エリア…Softbank：比較的良好　docomo・au：電波の弱い所あり）

各クラス1位には溶岩メダル、賞品授与。その他、特別賞などを差し上げます。
参加者全員には参加賞として桜島オリジナル手ぬぐいを差し上げます。

私有地、立ち入り禁止区域には絶対に入らないようにしてください。

ごみは持ち帰りましょう。
注意事項

緊急時の
対応について

当日の連絡
変更点
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★特典…温泉大人300円、子供120円 ★特典…温泉無料（大会終了後）
→大人100円、子供40円

★特典…小みかんミニうどんふるまい ★特典…小みかんソフトクリーム割引

★特典…溶岩ピザ釜でピザ焼体験 ●景品協賛

●景品協賛など ●景品協賛

●菓子提供など ●景品協賛

●景品協賛
その他、地域の皆様にご協力を頂いて
おります。

協賛・協力企業紹介

温泉は源泉から直接お湯を入れていま
す。１泊素泊は大人2,650円、小・中
学生2,090円（夕・朝食は別途）
◆桜島港から徒歩10分、車で３分
　鹿児島市桜島横山町189（Pあり）
　TEL：099-293-2150

焼肉がおいしくなる溶岩プレートの販
売をしています。「溶岩ピザ釜作り＆
ピザ作り」も人気のプログラムです。
◆桜島港から車・バスで６分
　鹿児島市桜島赤水町979-1
　TEL：099-293-2970

桜島はもちろん、桜島のおみやげがそ
ろっています。マグマラーメン、マグ
マカレーも人気！
◆桜島港から車・バスで６分
　鹿児島市桜島赤水町1427
　TEL：099-293-3558

桜島の特産品を使った料理が食べられ
ます。桜島の“おふくろの味”をご賞
味下さい。
◆桜島港徒歩８分、車で１分
　鹿児島市桜島横山町1722-48
　TEL：099-293-3883

地元農家さん達が育てた、旬の野菜や
果物がたくさん並びます。桜島小みか
んソフはここだけの販売です。
◆桜島港徒歩８分、車で１分
　鹿児島市桜島横山町1722-48
　TEL：099-245-2011

女性だけで運営されている「桜島焼」
の窯元。桜島の火山灰と温泉水を粘土
に練りこんで制作されています。
◆桜島港から車・バスで６分
　鹿児島市桜島赤水町1360
　TEL：099-293-3939

「桜島溶岩焼」の窯元。釉薬に桜島の
火山灰を利用しています。鉄分を多く
含んだ光沢のある作品が魅力。
◆桜島港から車・バスで６分
　鹿児島市桜島赤水町1080-1
　TEL：099-293-2322

路地の中にある、自宅開放のカフェ。
日替わりランチとおいしいデザート・
コーヒーをどうぞ。
◆桜島港から車・バスで６分
　鹿児島市桜島赤水町941-1
　TEL：099-293-2485

桜島１周36kmを歩く「桜島一周ナイ
トウォーク」や、夜景を楽しみながら
歩く「桜島・湯之平ナイトウォーキン
グ」などのイベントを主催していま
す。

桜島をまるごと博物館と捉え、桜島の
自然や文化を守り、観光や教育に活か
すために活動している団体です。
◆桜島港から車・バスで8分
　鹿児島市野尻町205
　TEL：099-245-0100

桜島や錦江湾が一望でき、絶景を眺め
ながらランチやカフェタイム、温泉を
楽しむことができます。
◆桜島港から徒歩８分、車ですぐ
　鹿児島市桜島横山町1722-16
　TEL：099-293-2323
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