2016 年一文字ヨットクラブ会報 2 月号
＊会長の挨拶
新年明けましておめでとうございます。今年はクラブ発足 40 周年の節目の年になります。
皆様と共に力を出し合って、諸問題を乗り切って行きましょう！
今年もよろしくお願い致します。

2016 年会長・小山正明

＊1 月 16 日初回合同委員長会
・各委員長の今年の活動予定
社会貢献委員長活動予定（上浦）
①招待セーリング 平成 20 年度より実施
4 月 17 日 授産施設 あさひ会：

②缶トリー作戦 （西宮市美化運動）

25 名

（第 28 回）

5 月 21 日 発達障害 トイボックス：20 名

（第 29 回）

6 月 5 日西宮ボーイスカウト

6 月 5 日 西宮ボーイスカウト：

（第 30 回）

春 or 秋の クラブ員の共同作業日 (第 24 回）

32 名

6 月 19 日 児童養護施設 三光塾： 15 名

平成 20 年度より実施
（第 23 回）

（第 31 回） ③夏祭りに三光塾や西宮ＢＳの子供たちを招待

泊地委員長活動予定（横尾）
①共同作業

②その他

共有桟橋の補修

台風接近、通過後の状況確認、滞留浮遊物処理

4 月３日 杭のジンク交換/桟橋塗装/廃棄物の処理

ビジターバースの応対

11 月 13 日 杭のジンク交換/草刈り、流木の整理
運営委員長活動予定（漆川）
①クラブ合同クル～ジング：6 月 11 日～12 日、9 月 17 日～18 日 （目的地はホームページ掲示板で）
②帆走練習会＆親睦会

西宮沖一文字防波堤一周：7 月 3 日、10 月 23 日

安全委員長活動予定（岩崎）
①共同桟橋 目視点検

随時

⑨レスキュウ艇の出動依頼

②係留状況 目視点検

随時

4 月 17 日 あさひ会

③泊地落水時緊急はしご点検

随時

5 月 21 日 トイボックス

④共同桟橋救命浮環管理点検
⑤AED 保守管理・バッテリー点検

6 月 5 日 西宮ボーイスカウト
月１回

6 月 19 日 三光塾

⑥安全に関する啓発活動

7月3日

クラブ帆走会

⑦岸壁救命浮環等の設置管理

10 月 23 日 クラブ帆走会

⑧神戸海上保安庁安全講習会 ：落水者救助法等
招待セーリングの配慮事項について（安全・安心・継続を求めて検討を行う）
①主催者・担当者の事故・怪我時責任免責
文書：参加者側の活動保険加入確認
②人数制限・年齢制限

③艇長会議で当日の海上気象検討
帆走コース指示・確認
④レスキュウ―艇の活動方法、艇数と伴走コース

施設管理委員長活動予定（高橋）
高齢者、弱者を考慮した安全で楽しく過ごせるハーバーをめざし、補修、保全、改善を推進する
予定作業
・安全、移設を考慮した供用桟橋の補修
・本年は接続金具部の補強、ボルト・ナット・チェーン類の交換・点検を含め共同作業で実施する
・東部渡り桟橋部の補強、フロートの追加、天板の張替え、固定方法の改善などを実施する
実行チーム（ＰＴ）活動
・尼管との調整状況を見ながら移動方法、陸海上設備を具体的に決定して行く
（いつでも見積もりの取れる状態まで）
・現状ハーバーの補修、保全、改善に積極的に参加し技術を養う
・2 月 6 日、初回 Meeting：公募したメンバーで今年の活動計画を立てる
広報委員長活動予定（児玉）
①配布文書： 会報 3 回予定・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合同委員長会議：1 月 16 日、随時、12 月 17 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夏祭りの事前準備（実行委員会： ハガキ、ワッペン、パンフ・・・・収支報告）
⑥ＩＹＣホームページの更新、bbs の管理： 毎月更新、新規に「ヨットマンの情報交換」ページ追加
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いたします
⑧規約改訂委員会：
（児玉、黒岡、宮本）移動が具現化するまで休止
⑨実行チーム：広報担当（2 月 6 日、
・・・・・・・・・・・・・）→メンバーに概要報告
⑩西クラブハウスの管理：机、椅子、床の塗装、殺虫剤の補充、劣化物や不要物の廃棄
⑪総会の準備・・・・新年度初頭に総会を開催→2017 年 1 月 14 日（土）
（試行後規約変更の流れ）

・ホームページの新規ページ： ヨットマンの情報交換

・・・全国のヨットマンに発信します！

http://www.ichimonjiyc.com/yachtmaninfomation.html

長距離航海者のブログには多くの泊地情報が UP されていますが、古いデータも多く

最新の情報が必要です。航海中の寄港地での情報交換が頼りになります！
セーリングクルーザーと云えども、やはりエンジンに頼らざるをえません。
エンジンは補機ではなく、セールと共に主機ですね！
セールやマスト・リギン、キールやラダ―・・・などのトラブルの対処について情報をお寄せ下さい。
経験豊富なヨットマンほど危険な目に遭遇していると思います。
また、あまり公表したくない失敗談もあると思いますが、みんなで共有しましょう！
この貴重な経験談に対して他人が批評したり、チクリは絶対にしないでください！
長距離航海ヨットには何故かシングルハンドが多い！？
気軽な一人旅も良いのですが、マルチでうまくやる秘訣は！？

＊２０１６年のクラブ行事日程（一覧表）
月日

クラブ行事

備考

時間

担当

１/１６

合同委員長会議

17 時～新年会

１３時～

広報

２/６

移動実行チーム初回ミーティング

17 時～新年会

１３時～

高橋ＰＴＬ

２/１３，１４

東部渡り桟橋の補修

実行チームと有志

13 時～

高橋ＰＴＬ

４/３

杭のジンク交換/桟橋塗装/廃棄物処理

共同義務作業

１０時～

泊地/施設

４/１7

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

５/21（土）

招待セ～リング

ＮＰＯ法人トイボックス発達障害支援

1０時～

社会貢献

６/５

招待セ～リング＆缶トリー

西宮ボーイスカウト

１０時～

社会貢献

安全講習会（落水者救助法）

神戸海上保安庁 （日程調整中）

14 時～

安全

クラブ合同クル～ジング

目的地はホームページのｂｂｓで発表

夕方から

運営

６/１１～１２

親睦会
６/19

招待セ～リング

西宮児童養護施設三光塾

１０時～

社会貢献

7/３

クラブ帆走会

アフターは親睦会

10 時～

運営

７/23

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

９/17～18

クラブ合同クル～ジング

目的地はホームページのｂｂｓで発表

夕方から

運営

親睦会
１０/２３

クラブ帆走会

アフターは親睦会

１０時～

運営

１１/13

杭のジンク交換/草刈り、流木の整理

共同義務作業

１０時～

泊地/施設

（安全講習会/6 月 5 日の予備日）
１２/17

合同委員長会議

１/１４

年次総会

安全
17 時～忘年会

１３時～

広報

ＮＩＣＣ大ホール

１５時～

会長

＊2016 年の年次総会は、２017 年 1 月 14 日（土）に・・・
・クラブの会計年度は 1 月 1 日～12 月 31 日であるが、年次総会は 12 月に行なう矛盾に対して、今回は年明けの 1 月
早々に試行開催を委員長会で決議しました。総会で承認されれば規約変更の流れになります。

＊総会議事録より
・移動実行チームの意思確認の保管金は 12 月 5 日現在、利息を含め 8,401,082 円である。（黒岡）
→預金通帳は小山会長、カードは高橋ＰＴＬ、印鑑は黒岡ＰＴ会計、それぞれ振り分けて保管する。
・個人桟橋の艇の移動に関して・・・（委員長会承認）
「移動しなければならない事由がある場合、移動先・移動前の桟橋の維持管理を前提に、桟橋の保有者及び近隣の艇の
会員の了承を得る条件で、可能とする。希望者は、泊地委員長に申し出されたい。合同委員長会で審議し、承認する。」
→
「マーチ」 ：現状は大型艇 2 艇で 1 本の桟橋では強度上脆弱になる→9 番桟橋（ブービーと共有）に移動
「スプラッシュ」 ：隣艇のビームが広く、出入港が困難→オリアナと入れ替え
「コントレール」 ：隣艇のビームが広く、出入港が困難→海鈴と入れ替え

＊準会員登録（新規）承認
・川西雅之さん：「マーチ」クルー

・伊川正能さん：「ウインドミル」クルー

＊現在クラブには以下の補修部材を準備しています。（高橋施設管理）
・足場板・・・４ｍｘ50 枚
・チェーン
・シャックル
・係留ロープ：在庫少なく準備中
・シャクル穴の補強用プレート
・・・供用桟橋を補修する場合は施設管理委員長に申し出て自由に使って下さい。
・・・個人桟橋の補修に使う場合は原価で譲渡します→ＤＩＹ委員に申し出て下さい。
・・尚、クラブの倉庫にある工具類は個人桟橋の補修に使用しないでください。
自前の工具をお使い下さい。ＤＩＹ委員も自前の工具を持参しています。

＊会計だよりー／報告をお読みいただく前に
実際の前期決算／今期予算は添付資料をご覧下さい、これ等の中には前々期総会や、前期中の半期予算執行公開、
また前期総会等で会員皆さまが発言された概ねのご意見が反映されています。
今一度、述べた意見とこの情報公開を見比べていただければ幸いです。
手当、対策金等の不毛の会話はサヨウナラ、限られた予算の中から会員奉仕に各委員会が繰り出すプラン、
アイデアに積極的にご参加下さい、すべての会計資料は委員長会の年間活動案と実行結果の中に読み取れます、
ご理解下さい、会計担当。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・会計委員長報告（別添/正会員のみ配布）に続く・・・・

