2017 年一文字ヨットクラブ会報２月号
会長の挨拶
一文字ヨットクラブ正会員及び準会員の皆様、新しい年が始まっています、
今年も活発な活動を通じ、友好の輪を広げて行きましょう。
私たちは、話すだけで常に不満を述べ、行動を起こさず、課題に対応しようとしない会員を受け入れる
余地はありません。
空虚な話をする時間は終わりました、行動を起こすべきです、できないことを話すのはもうやめましょう。
2017 年会長 小山正明

１ ２０１６年度 総会・２０１７年１月１４日
寒波到来の中、多数の総会ご出席ありがとうございました！
おかげ様で、「最重要課題」も大多数の御賛同を頂いて可決いたしました！
今年も皆様と楽しいクラブ活動を更に発展させて参りたいと思います！
クラブ員の皆さま、ご協力を宜しくお願い致します。
総会議事録、会計報告、規約の付則書、総会欠席者には「２０１６年委員長活動報告」を同封します。

２ ２０１７年初回合同委員長会（2 月 4 日）
総会で選出された今年の会長以下各委員長が全員集い、初回合同委員長会を開催しました。
①総会で懸案事項となった課題を吟味し、時間をかけて審議しました。
→「営利行為禁止」の過去の議事録の説明文については、規約 4 条（２）項に帰属し、疑義が生じた場合は合同委員長会
で判断する。
→会計監査が必要との少数意見 →活動計画に応じて各委員会に配分された経費は、各委員長により適正に管理され
ており、領収書等の資料もきちんと保管されている。その様な現状を踏まえ、監査は必要ないとする。
→ジンクやロープはもっと安価な物がある →単価、送料の問題、配送時の受取の問題などを検討し、最終的には、泊地
委員長に一任することとした。
→準会員登録の簡略化を →過去の申請書をベースに 2 年前に更新したが、推薦人 2 名は必要不可欠。
→規約の付則書について誤解のないように →「詳細は総会・合同委員長会議事録で確認をお願いする事」を明記した。
→空きバースの有効活用について・・→再検証し、早急に実施はしないが、今後も、有効活用について検討を継続する。
→レスキュー艇の会費に付いて →水面使用料の減免を基本に、段階的に会費負担をして頂くよう提案しました。

②バースの老朽化対策について（横付け桟橋）
→各バースの老朽化は確実に進行しており、修理や取替え、補修・補強が必要となっている箇所が多数有ると考
えられる。しかし、会員退会により従前は２艇で共有していたＨ鋼及び桟橋を単独で管理している艇もあり、特にその
様な艇にとっては自己管理による労力・金銭面での負担が大きく、各自での対応は難しくなっていると思われる。
残念ながら、会員数減に伴う納入会費の減少により予算が厳しい中、すぐさまクラブで対応することも難しい現状で
ある。しかし、この問題を放置すれば多数の会員が被害を受ける大きな事故が起こる可能性が有り、放置できない
問題である。ついては、各会員の負担増（＝会費値上げ）が難しいのであれば、会費の値上げに換えて、将来的に
個人所有の桟橋等をクラブに譲渡する方向で、各会員の理解を得られないかとの意見が出た。
合同委員長会では、上記内容を今年度からの重要議題として、慎重かつ前向きに検討することとした。

③合同委員長会で決定した今年の活動計画は以下の通りです。

・・・２０１７年各委員長の活動予定・・・・
社会貢献委員長の活動計画：上浦
１、招待セ～リング
４月 ９日（日）障害者施設あさひ会 １０時～１４時
５月１３日（土）NPO 法人トイボックス（発達障害・不登校）１２時～１６時
６月 ４日（日）西宮ボーイスカウト １０時～１４時
６月１８日（日）児童養護施設 三光塾（昼食用意）１０時～１４時
２、缶トリー作戦（ハーバー周辺美化運動）
共同作業日、ボーイスカウト招待セ～リング時に実施（２～３回）
３、ゴミ処理チェック・整理（業者委託分・自販機周辺）随時実施
安全委員長の活動計画：志水

広報委員長活動予定：児玉

１． 係留設備の点検

①配布文書： 会報 3 回予定

・共有桟橋の接合ボルトを点検し、未交換のボルトは交換

お知らせハガキ（共同作業・夏祭り・総会案内など）

の指示をする。

②会員名簿の管理：各委員長に配布、クラブハウス内

・横付け桟橋接続部のボルトを点検し、交換が必要な所は

に添付（個人情報なので取り扱い注意）

修理の指示をする。

③合同委員長会議：初回 2 月４日～随時～最終 2018 年

・H 鋼と横付け桟橋の接続部にトラブルがある所は修理の

1 月６日、

指示をする。

メール委員会は随時→決議事項は会報 or 総会で報告

２． AED の再開

④尼崎港管理事務所・事務折衝 →報告書作成

・AED 取り扱い業者の選定

⑤夏祭りの事前準備（実行委員会：ハガキ、ワッペン、

・機種の選定（取り扱いの容易さ、補用部品の入手性、リー

パンフ・・・・収支報告）

ス価格等を考慮する。）

⑥ＩＹＣホームページの更新、掲示板の管理・・・

・AED の設置基準の資料入手

・・毎月更新

・AED の設置状況の調査（大阪湾内の主要マリーナ等）

⑦クラブ旗の管理・・・・総会出席者に交換配布・・・

３． 共有桟橋の転落防止ロープの更新

今後はボロボロになったクラブ旗の無償交換します

・ロープの耐用年数の確認 ・ロープの劣化状況の調査

⑧規約改訂委員会：
（児玉、黒岡、宮本）移動が具現化

・ロープの購入手配

するまで休止

４． 台風・強風等の事後点検

・規約の付則書を毎年更新、総会で配布

・もやいロープの劣化調査

⑨実行チーム：連絡係（初回 2 月 11 日、
・・・・・・）

・共有桟橋、横付け桟橋、H 鋼の損傷調査

⑩西クラブハウスの管理：机、椅子、床の塗装、

５．招待セーリング時の責任賠償保険の加入

殺虫剤の補充、劣化物や不要物の廃棄

・保険代理店の選定

⑪クラブハウス２F に事務所＆PC システムの設置

・保険価格の妥当性確認

６．招待セーリング時のレスキュウ艇出動要請

⑫IYC DIY クラブに参加（連絡係）

・出動時の燃料代の負担確認

⑬総会の準備・・・・新年度初頭に総会を開催

７．防犯カメラの運用の補助

・・2018 年 1 月 1３日（土）14 時～NICC

・利用方法の説明会の補助 ・カメラのメンテ方法の確認
８．落水者救助法実技講習・・・・・・・実施可能か検討

泊地委員長の活動計画：横尾

運営委員長の活動計画：漆川

３月２６日（日）共同義務作業

３月２５日（土）帆走練習会＆親睦会：１０時～

周辺草刈り、桟橋塗装、廃棄ボート、コンテナ引き揚

（３/２６共同作業日の前日）

げ（ユニックレンタル）
、ライブカメラ講習

６月１０日（土）～１１日（日）合同クル～ジング

４月１６日（日）共同義務作業

（洲本港 or 和歌山マリーナシティー）

桟橋係留ロープ＆ジンク・ワイヤーの交換、補強プレートの

７月３０日（日）帆走練習会＆親睦会：１０時～

取り付け

９月１６日（土）～１７日（土）合同クル～ジング

１１月１２日（日）共同義務作業

（洲本港 or 和歌山マリーナシティー）

杭のジンク交換、草刈り、流木の整理、缶トリー

１０月２２日（日）帆走練習会＆親睦会：１０時～
１１月１１日（土）帆走練習会＆親睦会：１０時～
（１１/１２共同作業日の前日）
＊帆走会はスプラッシュ、ウインドミルがサポート

施設管理委員長の活動計画：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
１、供用桟橋の補修（１月～１２月）
接続金具部の補強、ボルトナット、チェーン類の点検交換、取り付け作業を実施（共同作業＋DIY＋PT＋有志）
２、クラブハウスの補修（２月～６月の木・土）
階段部、トイレ床、補強筋交い等の腐食部の補修、二階床部の腐食一階部への雨漏れ対策を実施（DIY＋有志）
３、作業用機器の設置場所保管方法改善（２月～６月の木・土）
作業場兼用の屋内保管場所の設置、整理整頓（DIY＋有志）
４、備品の整理保管方法検討改善（１月～６月の木・土）
行事用備品、予備ロープ等の整理整頓（DIY＋有志）
５、西側緑地整備廃材整理（共同作業＋DIY＋有志）（１月～１２月）
６、横付け桟橋整備（１月～１２月の木・土）
空きバース等危険な物を整備する（DIY＋有志）
７、不要ボートの撤去、コンテナ陸揚げ（DIY＋有志）
（３月の共同作業日）
８、夏祭りの準備（実行委員会、６～７月）

３ 新役員の紹介
安全委員長：志水さん
新しく安全委員長になって
実績がないので、どうしたら良いのか、まだ不安ですが、
前任者の活動内容を踏襲し、前期達成出来なかった項
目の実現化をめざします。
又、施設の老朽化を考えると、台風等の自然災害に対し
て施設が十分対応出来るか、どこに問題があるのかを把
握し、
安全・安心のマリーナを目指して行きたいと思います。

４ 新正会員の紹介
アポロ：川西由美子さん
「いつかは 2 人でヨットを」と、憧れながらも「サラリーマンだし、
夢のまた夢」と思い続けていたところ、ご縁に恵まれ、西岡さん
よりアポロを引き継がせていただく事になりました。
昨年から始まったアポロ再生計画。今でもエンジンの調子はイ
マイッチョなのですが。ハリヤード交換、マストに登っての作業、
潜っての船底掃除と、手助けくださった方々と“ダンナ殿の努
力”の甲斐あって、昨年末にはアポロ発射ならぬアポロ出航に
漕ぎ着けました。
黙ってコツコツタイプのダンナ殿の計らいにより、デボスケかつ
愛 想 も ソ コソ コの わ た く し が オーナ ーに 据 え ら れ たの で す
が。。。はてさて、これからどうなりますことやら？
大先輩のみなさまをお手本に、家でも海でも頼りになるダンナ
殿と末永くセーリングを楽しみたいと思います！
微力ながら一文字ヨットクラブの活動を盛り上げるべく、がんば
って参りますので今後とも夫婦ともども宜しくお願いいたします。
川西由美子

ブービーⅢ：吉岡まどかさん

・・・・病気療養中につき、紹介は次号で・・・・

TOM：佐田耕一さん

30 年以上前から父親のヨットに一緒に乗り始めました。
その後、クルーとして本格的なレース艇に乗るようにな
り、ケンウッドカップ等の国際レースにも参加したりもしま
した。
近年は父親から引き継いだ家業が多忙になり、ヨットに
乗る時間も少なくなっていましたが、縁あってトム号に乗
せて頂くことになり、一文字 YC の準会員として帆走練
習会やその他の行事に参加させて頂いておりました。
今回、山口さんの後を引き継ぐことになりましたので、今
後も父親共々時間を見つけて出来る限りハーバーに顔
を出したいと思いますので、よろしくお願い致します。
佐田 耕一

５実行チーム（PT）の活動予定
現行泊地の老朽化対策のため、補修実習を中心に活動します。DIY クラブとメンバーは重複しますが、PT は泊地：主に海
上部分の作業を行います。移動に関わるミーティングもあるので正会員のみの募集になります。
応募は直接高橋リーダーに申し出るか、PT メンバー連絡用メールに投稿してください。（随時受け付けています）

・2 月 11 日初回ミーティング
・現在 11 人の参加表明があり、当日は 10 人で今年の活動方針などのミーティングを行ないました
・当面の作業は杭の取り付け金具の製作、共有桟橋の転落防止ロープの交換（３/４）、共同作業の事前準備（４/15）
・老朽化した個人桟橋の対策（今年の最重要課題として、PT からも様々な提案が出され、前向きに検討しています）

６IYC

DIY クラブの活動予定（ メンバー募集中）

DIY クラブは２月から物作り作業を開始します。
クラブハウス西側の雨ざらしの作業場の改修工事から始めます。
木工が中心の作業ですが、工具の使い方やボール盤、溶接の技術習得も可能です！
楽しみながらの作業ですのでノルマは有りませんが、手弁当でお願いします。
毎月随時 木・土 手弁当：１０時頃から１６時頃まで・・・・正・準会員及びクルーの方も参加をお願いします。
→２月より作業開始・・・作業場の改修、作業工具補強、クラブハウス２F にクラブ事務所と PC システム設置

７準会員会費振り込みについて
準会員の年会費は 2017 年より、3000 円に決定しました。原則所属する艇の正会員と同時に振り込んで頂いて
おりますが、単独で振り込む場合は所属する艇の正会員に継続の了承を得た上でお振込下さい。
尚、期限までに（２/２８）納入されない場合は、当人に打診した上、退会とさせて頂きます。

８準会員申請→合同委員長会承認
RT ローデス：藤谷啓次さん（２月４日）
９ その他
・・・メカ好きの Engine DIY Club→「エンジン勉強会」は春の兆しが見えたころから再開します。
→３名の会員艇から提供された Yanmar２GM をバラバラにして再生しています。
・去年３月から始めた「２GM２０F」はほぼ完成し、現在慣らし運転と、最終の微調整中です。
・新たに提供して頂いた「２GM２０」は３月後半にバラバラにして勉強会をスタートします。
・・・・「勉強会」日程は HPｂｂｓに書き込みますので、皆様の参加をお待ちしています。
→youtube: https://youtu.be/aouHG_x-E7Y

＊＊＊、会長の挨拶の続き・・・
クラブが何をしてくれるかでは無く、クラブに何か貢献出来るのか・・・・
会員の皆さん、クラブに求めるのみではなく、共にクラブの発展に貢献しようではありませんか＊＊＊
小山正明
２０１７年２月一文字ヨットクラブ合同委員長会

→Next
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２０１７年のクラブ行事日程一覧表（２/４合同委員長会）
月日

クラブ行事

備考

時間

２/４ （土）

2017 年初回合同委員長会議

２/１１（土）

初回 PT ミーティング

２/２、９、１６

クラブハウス西側工作場の整理と改修、

DIY クラブ

１８、２３、２５

クラブ事務所の改修

に手弁当で随時作業実施・・・・

３/４ （土）

共有桟橋転落防止ロープの交換

PT＋DIY＋有志

３/２５（土）

帆走練習会＆親睦会

３/２６
４/９

担当

１３時～

広報

１３時～

ＰＴＬ

10 時～

DIY

10 時～

安全

アフターは親睦会

10 時～

運営

共同義務作業：周辺草刈り、桟橋塗

ランチあり、

10 時～

泊地/施設

装、ボート＆コンテナ引揚げ

15 時頃～ライブカメラ講習

招待セ～リング

知的障害者授産施設あさひ会

17 時３０分～PT 新年会（会費制）
・・・・毎月、木・土曜日

手弁当

委員長会
１０時～

社会貢献

支援者のランチあり
４/１５（土）

ロープとワイヤーの仕分け（作業準備）

PT＋DIY＋有志

13 時～

PTL

４/１６

共同義務作業：桟橋係留ロープ＆ジン

ランチあり

10 時～

泊地/施設

ク・ワイヤーの交換
ミニ集会（作業終了次第）
５/１３（土）

招待セ～リング

ＮＰＯ法人トイボックス発達障害

委員長会
1２時～

社会貢献

１０時～

社会貢献

目的地はホームページのｂｂｓで発表

夕方から

運営

洲本港 or 和歌山 MC

親睦会

西宮児童養護施設三光塾

１０時～

社会貢献

支援者のランチあり
６/４

招待セ～リング＆缶トリー

西宮ボーイスカウト
支援者のランチあり

６/１０～１１

６/1８

クラブ合同クル～ジング
招待セ～リング

支援者のランチあり

７/２２（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

7/３０

クラブ帆走練習会

アフターは親睦会

10 時～

運営

９/1６～1７

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

洲本港 or 和歌山 MC

親睦会

１０/２２

帆走練習会＆親睦会

アフターは親睦会

１０時～

運営

１１/１１（土）

帆走練習会＆親睦会

アフターは親睦会

１０時～

運営

１１/1２

共同義務作業：杭のジンク交換、

ランチあり

１０時～

泊地/施設

草刈り、流木の整理、缶トリー

ミニ集会（作業終了次第）

社会貢献
委員長会

１１/２５（土）

最終 PT ミーティング

１２/１６（土）

合同委員長会議

2018 年

2017 年度最終合同委員長会議

17 時 30 分～新年会（会費制）

１３時～

2017 年度年次総会

ＮＩＣＣ大ホール

１５時～

17 時 30 分～忘年会（会費制）

13 時～

PTL

１０時～

広報

１/６（土）

１/１３
（土）

＊＊＊行事の追加・変更は随時ホームページ掲示板で報告します。＊＊＊

広報

会長
委員長会

