2019 年一文字ヨットクラブ会報２月号
会長の挨拶
２０１９年が始まりました。クラブ設立（１９７６年）から４３年、西宮北護岸（１９８６年～２００5 年）から甲子園浜北
護岸（２００５年）に移り、１４年目になります
これからの一文字ヨットクラブを継続発展をするには美化環境問題に取り組まなくてはなりません。
クラブ員の協力が必要です。

宜しくお願いします

一文字ヨットクラブ会長

小山正明

１、2018 年度 IYC 総会開催
201９年１月 1２日 NICC 中ホール
議長：高倍
書記：上浦、川西
＊＊＊詳細は添付ファイル
「総会議事録」
2019 年お正月の一文字ヨットクラブ↗

２、初回合同委員会：1 月 2６日
・・・総会の総括に基づいて開催、委員会の概要を「総会議事録」に追記事項として記載しています・・・

３、各委員長の今年の活動予定
＊安全委員会活動予定： 志水/吉本
① 係留設備の点検
・共有桟橋の上板及び側板を点検し、交換が必要な板を交換する。
・桟橋接続部のボルト・ナットを購入し、交換が必要な所は、交換する。
② AED のメンテナンス
③

台風・強風等の事後点検
・桟橋及びもやいロープ他の点検

④

招待セーリング時の責任賠償保険の加入
・保険代理店と契約締結

⑤

招待セーリング時のレスキュウ艇出動を補助する。

⑥

救急箱の購入

＊広報委員会活動予定：児玉/川西
① 配布文書：

会報 3 回予定（２月、8 月、１２月）

お知らせハガキ（共同作業・夏祭り・総会案内など）
② 会員名簿の管理：各委員長に配布、クラブハウス内に添付（個人情報なので取り扱い注意）
③ 合同委員会会議：初回１月２６日～３月９日～随時（臨時）委員会～１２月１4 日～最終 2020 年 1 月４日、
メール委員会は随時→決議事項は会報 or 総会で報告

④ 尼崎港管理事務所・事務折衝

→報告書作成

⑤ 夏祭り（7 月 2０日）の事前準備（実行委員会：ハガキ、ワッペン、パンフ・・・・収支報告）
⑥ ＩＹＣホームページの更新、掲示板の管理・・・・・毎月更新
⑦ クラブ旗の管理・・・・総会出席者に交換配布・・・今後はボロボロになったクラブ旗の無償交換します
⑧ 「規約の付則書」を毎年更新、総会議事録と同封して配布
⑨ DIY クラブ：広報（初回 Meeting/2 月 2 日、・・・・・・）
⑩ 西クラブハウスの管理：補修、机、椅子、床の塗装、殺虫剤の補充、劣化物や不要物の廃棄
⑪ クラブハウス２F の事務所＆PC システムの保守管理
⑫ 長期ビジター会員の会計報告
⑬ 総会の準備・・・・新年度初頭に総会を開催（レジメの作成と NICC の予約）
・・・20２０年 1 月 1１日（土）14 時～NICC 中ホール

＊施設管理委員会活動予定：高橋（総轄）
自然災害に強く高齢者、弱者、散策休憩をされるかたなどを考慮した安全で楽しく過ごせるハーバーを目指して整理整
頓、補修、保全、改善、を推進する。
日常発生する不具合はできるだけ早く補修を行う．（被害拡大防止）
共同作業スケジュール
３月３１日（日）共用桟橋塗装、不具合点検補修、杭塗装、陸上部掃除片付け、草刈り
７月２８日（日）係留設備台風前点検、共用桟橋、横付け桟橋、渡り桟橋、杭
（アンカー、ロープ類、固定用金具、チェーン）
１０月２７日(日)ジンク交換、共用桟橋不具合点検補修、陸上部掃除片付け、草刈り
(泊地、安全、施設委員会共同で実施）
ＤＩＹ主な予定作業等
1） 自然災害、安全考慮した共用桟橋の補修
2） 東西クラブハウスの改善、補修、保全
3） 作業用機器の整理整頓、修理、作業場の改善
4） 備品の整理保管方法検討改善推進
5） 電気、水道設備等インフラの補修保全
6） 生活用水トイレ関連設備工事（方針詳細決定次第推進）
7） 作業船関係作業（方針詳細決定次第推進）
8） クラブ管理桟橋の製作設置
9） 夏祭り前準備作業
・・・・・本年は東施設担当に島田さんが入り、臼井さんも委員継続でお手伝いいただけます。
＊東施設管理担当：島田/臼井
高橋施設統括委員長と協議しながら、東施設の復旧・復興に努めます。
予算は、これから会員のご意見を聞きながら計画を作成しますので、取りあえず連絡調整費程度でお願いします。
・・・・・新役員のメッセージ：東施設担当委員長 島田 ・・・・・・・
東施設も昨年の台風により大きな被害を受けました。皆様のご意見を聞きながら、復旧・復興に向けて努力して参り
ます。ご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

＊泊地委員会活動予定：横尾/藤井
今年もラムソールの藤井さんに泊地委員としてお手伝いいただいて泊地を担当させていただきますのでよろしくお
願いします。会員の高齢化に起因する退会や横付け桟橋の自己管理限界の申し出が増加傾向にあります。その中で、
クラブの活性化と円滑な運営を実現するために泊地担当としての役割を果たしたいと考えています。是非ともみなさ
んのご協力をよろしくお願いします。
今年の共同作業は下記で予定を組みました。
3/31（日）

共同作業

共通桟橋塗装、ジンク交換、その他

7/28（日）

共同作業

台風シーズンに向けた対策、準備の作業

10/27（日）

共同作業

杭の塗装、ジンク交換、その他

上記以外に、昨年同様、台風などの影響で急遽クラブとしての作業を設定する可能性があります。その際は、できる
限り作業参加のご協力をいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

＊社会貢献委員会活動予定：上浦
４月 7 日：知的障害者授産施設あさひ会

６月 2 日：西宮ボーイスカウト＆缶トリー

４月２１日：NPO 法人トイ・ボックス（予備日１２日）

６月２3 日：西宮児童養護施設三光塾

５月１９日：NPO 法人トイ・ボックス B＆G

１０月２７日：缶トリー（共同作業日）

＊運営委員会活動予定：漆川/森山・西村・角田
今年も、年 4 回の帆走練習会と 2 回のクラブ合同クルージングを行いたいと思います。
帆走練習会はその後の親睦会の都合もあり、すべて土曜日の 13 時からの開催としたいと思います。
従って、帆走練習会に参加出来なかったクラブ員の方も、親睦会には奮ってご参加ください。
スケジュール：
3 月 30 日(土） 13 時～ 帆走練習会 親睦会
6 月 8 日(土）～ 9 日(日） クラブ合同クルージング 親睦会 目的地は別途 BBS で
7 月 27 日(土） 13 時～ 帆走練習会 親睦会
9 月 14 日(土）～15 日（日） クラブ合同クルージング 親睦会 目的地は別途 BBS で
10 月 26 日(土） 13 時～ 帆走練習会 親睦会
11 月 1６ 日(土） 13 時～ 帆走練習会 親睦会
その他 別途活動として WiFi のハーバー全体でのアクセス化、ゲートキーの電子化を進めます。

４、DIY クラブ Meeting：2 月２日よりスタート
２０１９年、DIY（Do it yourself）クラブは IYC 施設管理の下部組織として活動しますが、作業は盛りだくさんあります
（別添資料）
DIY は高橋リーダーの持つ「不言実行」を指標にして、自主的に楽しくやりましょう！
毎週、水・土曜日（クラブ行事の日は除く）１０時頃から～、手弁当が基本ですが、カップ麺などの軽食は用意しています。

準会員も含めて随時、参加歓迎します、退出は OK、皆さまの Sailing Life が最優先です！

５、２０１9 年『会計だより』 会計委員長：高倍
総会を終え今年度広報１号紙発行の機会を借りー
例年同様会計資料をＡ４サイズ１ページ裏表に以下①②を準備し、同封しました。
数的内情につきホームページへの公開は致しません。
合わせて所属準会員皆様には各艇代表から必要に応じ口伝をお願いするものです。
会員皆様から委託を請けての貴重な財源です、合同委員会では誠実に予算執行を行っている事をお伝えし、
内情の第三者伝達譲渡は無用とします。
予算は突発的な事案や、付帯設備の劣化／更新の要などに合わせ将来を見据えた一策が平行して求められ
てもいます、日々の実態観察からご理解を願うものです。
① 平成 30 年（２０１8 年）会計報告最終版

② 平成３1 年（２０１9 年）クラブ活動予算書

・・・・会費振込期限：正会員/２月２８日、準会員/３月３１日です・・・・
（三菱 UFJ 銀行 西宮支店

普通 ３６００４４４

イチモンジヨットクラブ

タカベマサノリ）

６、正会員名の変更承認
＊Georgette 川合さん：ベンガル・吉田さんから引き継ぎ
海が大好きシャルネ川合ジョルジェットです(Georgette=ジョー)、

ジョーさん

私のパートナーは船と DIY(とジョー)が大好きな Ryuji です。

準会員の吉村隆治さん

子供の時、毎年の夏休みにママとお姉ちゃんと地中海のビーチの
前でキャンプ生活をしていました。毎晩海の音が子守歌。隣りの
Yacht Harbor (Hyères 港)、アイスクリーム を舐めながら
「自分の船を持ったら海を自由にどこでも行けると良いなァァァ！ 」
日本に住みに来て、車であちこちのビーチに泳ぎに行って目の前に
ある小島、「船でしか行けないでしょうね！」 バリバリ仕事をして週
末友達のヨットで経験を味わせてもらい「やっぱり自分のが欲しい
なァ！」 。今、子供の時の夢が実際になりました、最高！海の楽し
さと同時に危険も味わってます。四国、九州、沖縄のマリーナ、漁
港、アンカーリングスポットを楽しんでますが、まだまだ皆さんにたく
さんの知識を教わりたい。
海の美しさを次の世代のためにも守りたい、私の新しい夢です。

＊角田光志さん：Deep・渡辺さんから引き継ぎ
この度、渡辺さんの DEEP を引き継ぐ形で一文字ヨットクラブに正
会員として入会させて頂くことになりました。
読書とお酒と食べることが大好きです。
映画で見た料理を見よう見真似で作ったりしています。
最近だと『シェフ』という映画に出てきたキューバサンドを作ってみ
ました。アメリカのフードトラックで人気のホットサンドイッチで、熱々
サクサクで美味しいです。興味のある方はぜひお声掛け下さい。作
ります。
これから Sailing はもとより、様々な活動を通じて微力ではありま
すがクラブに貢献できるようふたりで頑張ってまいりますので、ご指
導の程、宜しくお願い致します。

角田光志さん
順さん

７、２０１9 年のクラブ行事日程一覧表（1/2６：合同委員会）
月日

クラブ行事

１/26（土）

2019 年初回合同委員会

2/2 （土）

初回ＤＩＹクラブＭｅｅｔｉｎｇ

3/ 9（土）

備考

時間

担当

クラブハウス２F

10 時～

広報

クラブハウス１F

1３時～

施設管理

春の合同委員会

クラブハウス２F

13 時～

広報

毎週水、土曜日

ビジター桟橋の製作と改修、廃

正会員/準会員

10 時～

施設管理

（クラブ行事日は

棄物の処理、台風被害の建造物

除く）

の補修・・・・

カップ麺などの軽食は用意

３/30（土）

帆走練習会

アフターは親睦会

13 時～

運営

３/３１日（日）

共同義務作業：周辺草刈り、

ランチあり、

10 時～

泊地/施設

桟橋＆杭の塗装、ジンク交換

ミニ集会（作業終了次第）

招待セ～リング

知的障害者授産施設あさひ会

10 時～

社会貢献

10 時

社会貢献

1０時～

社会貢献

10 時～

社会貢献

目的地は

夕方から

運営

ホームページのｂｂｓで発表

親睦会

西宮児童養護施設三光塾

10 時～

社会貢献

４/７（日）

支援者のランチあり
４/２１（日）

招待セーリング(予備日：５/１２)

NPO トイ・ボックス ・支援者のラン
チあり

５/1９（日）

招待セ～リング

NPO トイ・ボックス B＆G・支援者の
ランチあり

６/２（日）

招待セ～リング＆缶トリー

西宮市ボーイスカウト
支援者のランチあり

６/８（土）

クラブ合同クル～ジング

～９（日）

６/2３（日）

招待セ～リング

支援者のランチあり

７/２０（土）

クラブの夏祭り

夜は芦屋花火（カーニバル）

15 時～

実行委員会

7/2７（土）

クラブ帆走練習会

アフターは親睦会

１３時～

運営

７/２８（日）

共同義務作業：杭のリングと桟

ランチあり

10 時～

泊地/施設/

橋舫いロープの点検：台風前

ミニ集会（作業終了次第）

安全

対策

９/1４（土）

クラブ合同クル～ジング

～1５（日）

目的地は

夕方から

ホームページのｂｂｓで発表

親睦会

運営

10/2６（土）

帆走練習会

アフターは親睦会

１３時～

運営

１０/２７（日）

共同義務作業：ジンク交換、

ランチあり

10 時～

泊地/施設

草刈り、缶トリー

ミニ集会（作業終了次第）

11/1６（土）

帆走練習会

アフターは親睦会

13 時～

運営

11/３０（土）

最終ＤＩＹミーティング

総括

13 時～

施設

12/１４（土）

年末合同委員会

10 時～

広報

2019 年１/４（土）

2018 年度最終合同委員長会

17 時～新年会（会費制）

13 時～

広報

１/１１（土）

2018 年度年次総会

ＮＩＣＣ中ホール

１4 時～

委員長会

17 時～忘年会（会費制）

社会貢献

＊＊＊行事の追加・変更は随時ホームページ掲示板（bbs）で報告します。＊＊＊

２０１9 年 DIY クラブ
２０１9 年、DIY（Do it yourself）クラブは IYC 施設管理委員会の下部組織として作業を実施します。
DIY は高橋リーダーの持つ「不言実行」を指標にして、自主的に楽しくやりましょう！

毎週、水・土曜日（クラブ行事の日は除く）１０時頃から～、カップ麺などの軽食は用意しています。
メンバーズリスト
DIY/正会員

高橋明/施設・Leader

小山正明/顧問

高倍正典/会計

児玉良和/広報

島田俊明/東施設

臼井幹水

横尾

淳/泊地

志水泰三/安全

岡崎賢二

宮本欣明

細入誠一

藤井

寛

斎元和範

西村将弘

清水義之

吉村隆治

吉本 寛

宇城敏明

角田光志
DIY/準会員
友成（フレンドシップ）
（随時追加して参ります）
主な作業内容リスト
廃棄木材の整理

桟橋から出た廃棄木材の整理と処理

共用桟橋の保守管理

自然災害、安全考慮した共用桟橋の補修

クラブハウスの改善、

階段下の物入れ製作（BBQ 用具）、東ハウスの軒下製作・床の補修

補修、保全

東ゲートとなりのシンク撤去・・

工作室の整理整頓

工具類の整理と保守管理（作業用機器の整理整頓、修理、作業場の
改善、備品の整理保管方法検討改善推進

桟橋の作製

クラブ管理桟橋の製作設置/１ｍｘ１０ｍ個人桟橋の作製
（３月 2・３・９・１０日で２本同時製作開始・・・１７・２４日設置予定）

トイレ対策

生活用水トイレ関連設備工事・・汲み取り用タンク設置
東ハウスのバイオトイレの処分

作業船（新規）の保守整備

作業船レストア作業・船底塗装及び船外機の換装

インフラ設備

電気、水道設備等インフラの補修保全

ハーバーの美化

緑地の整備、刈り込みなど

岸壁側溝の清掃

蚊が発生する原因になる

夏祭り前準備作業

出店用机や日除けテント、子供用プールの製作・設置、保健所対策

工具類の修理

塩漬けになった工具類の修理、スライド電ノコは新規購入したい

その他

目聡く、気が付いたら、自主的に行動してください！
工具や資材が不足していたら、リーダーに申し出てください！

２０１９年２月２日一文字ヨットクラブ合同委員長会

