
MCC 三河湾クルージングクラブ会報 
平成 20 年 4 月 10 日発行 第 344 号  

会報編集部 アルミス 稲垣 

e-mail edit@aichi-mcc.org 

http://www.aichi-mcc.org 

 

 

 

３月１６日穏やかな大島沖での練習レース（ホーネットとダンシングビーンズ） 
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行事予定 
4 月 13 日 MCC4 月ポイントレース （ラグーナレース） 

 レース終了後バーベキューパーティ（蒲郡荘） 

4 月 27 日 スモールクルーザーレース 

5 月 3 日 第 33 回五ケ所湾合同レース JSAF 

5 月    MCC 鳥羽クルージング 

5 月 18 日 MCC 春のチャンピオンシップ（三河湾合同レース） 

5 月 18 日 スモールクルーザーレース 

5 月 25 日 第 22 回エリカカップヨットレース JSAF 

 



３月１６日練習レース 

                                    アルミス稲垣 

 ３月のポイントレースが中止になり我慢のできなかった中村会長の呼び掛けで集まった、べべ、ダ

ンシングビーンズ、ホーネット、アルミスの４艇、コースは南風に合わせて旧蒲郡ハーバーの赤灯台

とリミットマークをスタートラインに、大島東側のブイを回るソーセージコース２レースが行われまし

た。３レース目は風向きが北に変わり中止になりました。 

各艇は穏やかな三河湾を気持ちよく帆走しました。 

  

                      昨年総合優勝のベベさん 

  

                  競い合うホーネットとダンシングビーンズ 

  

                                     たまたま通りかかった景虎さん 

 



蒲郡南駅前整備 

３月２６日、鉄道高架事業の完了と南駅前広場整備事業の完成式典が開催されました。 

南駅前バスレーンの中央部にはニッポンチャレンジ艇を設置、帆走時の１２度の傾斜をして展示され夜

間照明もされます。 

西側に設置された有料駐車場は最初３０分間無料、以降３０分間１００円で利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スターンから見た写真スターンには蒲郡と記載されています 

 
 

 

 



MCC 役員会報告 

場 所：海陽ハーバー会議室    

日 時：平成２０年２月１７日 12 時から   

出席者：各役員１１名 

Ⅰ 平成１９年度会計報告 

・ 北河会計委員長欠席のため中村から別紙により決算案の説明、田中監査から適正であったことの

報告があり承認された。 

 

Ⅱ 平成２０年度レース等行事計画 

ポイントレースのあり方を中心に各種協議した結果別紙の様に決定しました。 

なお、次のような確認・協議でした。 

 

ＭＣＣレース等 

・ 参加艇が少なく何か対策が必要・レース開催の目的は何か、グランプリレースではない、懇親が主

か、同程度の競い合いが楽しい、アフターパーティーが楽しい、参加艇は多いほうが良い、スモール

と合同にはできないか、会員が高齢化している、２艇合同で参加する方法はどうか 、ソーセージは要

員が必要、レースコースの見直しをしたら、他クラブへ案内し増やせないか、土曜日開催はどうか、 

ＭＣＣの存続、独自性は必要、等々各種意見交換があり協議しました。 

・ ナイトと早朝レースは昨年並みとしポイントレースをどう変更するか・ラグーナレースは３月なし、４月

１１月は第２日曜日の開催、日程変更と８月理事長杯の導入で８レースを確保する方法か、豊橋潮

流ブイ、梶島ブイを利用、スタート９時の新コースを設定する方法の案がまとまり、二者択一で採決し

た結果、今年はラグーナレースに参加する方法が採択されました。 

・ ３月レースがなくなる・今後希望者で開催を検討する。 

・ レース成績の上位７艇に各レースのコミッティーを割り当てました。 

・ その他行事は例年並、鳥羽クルージング日程は今後決定する。 

 

JSAF 外洋東海 

・ 4 月東海スプリングレガッタ、クラブ対抗レース（OP）はありません。 

・ 例年 10 月のデニスコナーカップ（ＯＰ）は９月１４日開催です。 

・ ９月 15－21 日でジャパンカップが開催されます。 

・ 東海チャンピオンシップは 11 月 22,23 日開催です。 

 

Ⅲ その他 

会報、3 月は各艇の代表者に郵送する。 

ホームページ、使いやすくしたいご意見あれば加藤委員にお願いします。 

レース結果等会報が出る前にもＨＰ上で分かるようにしたい、記事掲載掲示板の活用。 

役員会議事録等、会員周知掲載画面がほしい、設置を 

海陽ハーバー１階ミーティングルーム、ＭＣＣ図書コーナーの照明改善、明るくなりました。 

海陽ハーバーから・３月 16 日 10 時から清掃活動を実施します、多数のご参加をよろしく。 

マリーン広場、ＭＣＣテント、先日の強風で折損しました。この時期は畳むべきでした。 

 



 



２００８年度　三河湾クルージングクラブレース要領 　　　　２００８．２．１７　ＭＣＣレース委員会

前 期 後 期
レース名 ４月ポイント 春のﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ ＭＣＣｶｯﾌﾟ(早朝) 三河湾周航(ﾅｲﾄ) 理事長杯 佐久島（早朝） 秋のﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ 11月ポイント
開 催 日 4月13日 5月18日 6月15日 2000/7月/19,20日 8月24日 9月21日 10月19日 11月9日

Ｓ→小島（東） Ｓ→小島（東） Ｓ→小島（東）
ラグーナレース 三河湾合同レース 　→豊橋潮流ﾌﾞｲ 　→豊橋潮流ﾌﾞｲ 理事長杯 　→豊橋潮流ﾌﾞｲ 三河湾合同レース ラグーナレース

コ ー ス 三角＆ソーセージ 三角＆ソーセージ 　→梶島ブイ 　→野島（西） 　→佐久島東潮流ブイ 三角＆ソーセージ 三角＆ソーセージ
（２レース） （２レース） 　→豊橋潮流ﾌﾞｲ 　→一色ブイ 　→豊橋潮流ﾌﾞｲ （２レース） （２レース）

　→小島（東） 　→生田鼻ブイ 　→小島（東）
　　　　　→Ｆ 　→豊橋潮流ﾌﾞｲ 　　　　　→Ｆ

　→小島（東）→Ｆ
直線距離 - - 19.3 38.4 - 22.8 - -
スタート 10:30 10:30 7:00 23:00 別途指示 7:00 10:30 10:30
ﾀｲﾑﾘﾐｯﾄ 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
出艇申告 艇長会議前 艇長会議前 艇長会議前 艇長会議前 艇長会議前 艇長会議前 艇長会議前
艇長会議 9:00 9:00 6:00 22:00 6:00 9:00 9:00

ダンシングビーンズⅢ アルミスⅤ オデッセイ べべ 海陽ハーバー ルートリス うらなみⅨ ホーネット
帆走委員長 安田 稲垣 伊勢谷 水藤 菱田 近藤 中村

出 艇 料 　　　　　会員艇は、５０００円　　非会員艇は、６０００円（懇親パーティー不参加は５０００円）

　１．上記レースの実施要領詳細は、艇長会議にて帆走委員長が指示する。なお、コミッティー担当は、スタート１０分遅れで参加できるものとする。

　２．年間成績は、出場レースの内上位７レースの合計得点とする。なお、ＭＣＣ非会員艇は、得点の対象としない。

　３．各レースの得点は、１位を２０点とし、以下は順位が下がる毎に１点づつ減じる。ただし、１１位以下は、全て１０点とする。また、１位には、１／４点を加算する。

　　　＊ＯＣＳ・ＤＮＦの得点は、１０点とする。＊ＤＮＣ・ＤＮＳ・ＲＥＴ・ＤＳＱの得点は、８点とする。＊コミッティー担当で出艇しない時は、４位の得点を与える。

　　　＊チャンピオンシップとポイントレースは、２レースの総合成績による。（同順位、同得点有り）＊修正時間システムは、ＪＳＡＦ外洋東海・ＴＳＦを準用する。

　４．競技規則違反に対する抗議は、抗議書に抗議料（１０００円）を添えて帆走委員長に申告すること。（抗議成立の場合は、抗議料を返還する。）

要領補足 　５．レースに参加する艇は、小型船舶安全検査合格艇であること。適用規則は、このレース要領、ＲＲＳおよび帆走指示書とする。

　６．各レースの帆走の安全については、各艇長の責任において充分注意し、事故防止に努めること。

　７．レース終了後、１５時頃から蒲郡荘にて懇親パーティーおよび表彰を実施する。

　８．優勝艇は、レース記事を提出すること。（遅くとも１週間以内に会報担当：稲垣（アルミスⅤ）に送付のこと。）

　９．コミッティーには、２０００円の弁当料を支給し懇親パーティー費と相殺する。

１０．レース委員会は、レース委員長：鳥居（マーメイドプリンセス）、各レース帆走委員長で構成する。

１１. チャンピオンシップとポイントレースは他クラブとの共同開催とし、MCCはコミッティを応援する。

  4月13日（日）　　  ：バーベキューパーティー（レース終了後 MCC　　蒲郡荘   4月 6日（日） :三河湾周遊レース 　　　　　　　　　　　　　　　　 ＪＳＡＦ

  5月  日(別途連絡)  ：鳥羽クルージング MCC   5月 3日（祝） :五ヶ所湾合同レース （衣浦-沖の瀬-神島西-五ヶ所） JSAF/OP
  7月27日（日）　 　 ：蒲郡花火大会観賞 竹島沖   5月25日 (日） :エリカカップ （三河大島沖）　　　　　　　　JSAF/OP
  8月 3日（日）  ：蒲郡マリンカップヨットレース 蒲郡沖   6月15日（日） :伊勢湾合同レース （伊勢湾） 　　　　 JSAF/OP

その他行事  10月26日（日）　　  ：みやまつり　海中渡御観賞 三谷海岸   7月25-27日 :鳥羽パールレース 　　　 　　　　　 ＪＳＡＦ

 12月13日（土）　    ：総会・表彰式・年末パーティー MCC　　蒲郡荘   9月14日（日） :デニスコナーカップとﾁｰﾑ対抗ﾚｰｽ（三河湾  　OP
　ｽﾓｰﾙｸﾙｰｻﾞｰﾚｰｽ  ：4/27,5/18,6/22,7/27,8/24,9/28,10/19,11/16   9月15－21日 :JAPAN CUP （三河湾、伊勢湾） 　　　　　 ＪＳＡＦ

 10月12日（日） :伊勢湾マリンカップ （伊勢湾）  　OP
 11月22,23日（土日）:東海ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟｼﾘｰｽﾞ（三河湾） 　　　　　 ＪＳＡＦ

ＭＣＣ・ヨットハーバー行事日程 ＪＳＡＦ・その他レース日程



ＭＣＣ会費の納入について 

 

各艇の年会費、１艇、４０００円の納入をお願いします。 

なお、未納分の精算等、具体的な納入額は同封の納入資料によりお願いいたします。 

「請求金額」欄に記載した金額の納入をお願いいたします。 

 

振込先（郵便貯金口座） 

通 帳 記 号 番     号 
郵便貯金 

１２１４０ ５６３４６８０１ 

口座名 三河湾クルージングクラブ 代表 中村 孝 

振替／振込方法（手数料はご負担ください） 

・ 郵便貯金「ぱるる総合口座」から振替。 

・ 郵便局ＡＴＭによる現金振込。（１万円以下 60 円） 

・ 「郵便振替電信振込依頼書」による現金振込。（１万円以下 100 円） 

振込みをされるとき、「送金人住所氏名」欄には、氏名の前に＜艇名＞をご記入ください。 

 

★ＭＣＣレース等行事時にも入金受付けいたします。 

MCC 会計 北河 英明 

 

 

ＭＣＣ会報のお願い 

現在、ＭＣＣではホームページを作成、運用しています、ＨＰには最新の情報、毎月の会報等ＭＣＣの

情報を掲示しています。皆さんから掲示板への投稿をお待ちしています。 

ＨＰについてご意見がありましたらぜひ、会報編集委員(edit@aichi-mcc.org)か中村(naka@aichi-mcc.org)

へお願いします。 

ＨＰの中でＭＣＣメーリングリストの募集をしています、代表者はもちろん仲間の皆さんの登録をお願い

いたします。登録いただくと事務局からの大切な連絡事項や会員同士の連絡メールが届きます。このサ

ービスを充実させるため現在未登録艇は事務局で登録させていただきます、ご承知ください。 

今回の会報はＨＰ掲載の他に年 1 回の郵送をさせていただき、会員名簿も同封させていただきました。

記載内容にミスがないか確認してください。ミスがありましたら中村へ連絡ください。 

メール naka@aichi-mcc.org ＦＡＸ0533-57-4401 ＴＥＬ0533-57-4401 

なお、会員名簿内容は会員相互の連絡用にのみ利用いただくようおねがいいたします。 

メールアドレス空欄の艇はぜひ、アドレスを中村へ連絡ください。 



レース見直しについて 

※レースが見直しされています、ご確認ください。 

« ３月レースは廃止、変わりに８月理事長杯レース（第４日曜日）を加え年間８レースとする。 

« ４月から７月までを前期レース、８月から１１月を後期レースとする。 

« ３月１６日は練習レースを実施する。 

« ４月、１１月はラグーナレース（第２日曜日）に参加する、コミッティーを応援する。 

« ５月、１０月は三河湾合同レースに参加する、コミッティーを応援する。 

« 早朝、ナイトの距離は測定しなおした。 

« 佐久島レースはタイムリミット時間に対し距離が長い（他のレースに比べ）のでコースを見直した。 

« 参加料、非会員の参加料を見直した。 

« コミッティーの得点を見直し、４位の得点とする。 

« コミッティ経費、蒲郡荘の 2000 円と相殺とした。 

 

係留ヨットが沈没 

３月２６日、三谷漁港に係留中のヨットが沈没し、沈没に伴い油が浮遊、消防署、警察署、市役所、港

務所、東三事務所、海上保安署、漁協、関係部署が総動員されました。幸いにも積載されていた燃料が

少なく、吸着マット、中和剤、   オイルフェンス設置等対応が速やかにされ、一部の汚染ですみました。 

 沈没原因は保安署も立会い調査されましたが、確証はつかめません。中村の推測ではコックピットの

配水管が詰まり雨水がたまる、たまった水がコックピットにある計器盤等の小さな穴から船内にも浸水、

ある程度たまったところで日曜日から月曜日の集中豪雨、火曜日に何らかの機会から一挙に浸水、沈没 

あくまで推測です日頃から艇の管理には努めてください。管理が悪ければ、今回のような沈没にもつな

がります。 

  

 



ＪＳＡＦ外洋東海からの案内

ＪＳＡＦ外洋東海からレース参加艇のセールＮｏ登録について案内がきています、要約すれば次の様です

エリカカップ他ＪＳＡＦレース参加艇にはセールＮｏが必要、イコール登録が必要、ＪＳＡＦ会員でなければ登録できません

既参加艇のセールＮｏについては暫定処置があり、来年度までは登録なしでの参加は可能

セールＮｏ登録にはＪＰＮ４桁とＪＳＴ３桁の２種類がある

ＪＰＮ登録は特別会員が登録できる、特別会員の新規会費28,000円、更新年会費17,000円（艇登録料含む）

ＪＳＴ登録は正会員以上が登録できる、正会員の新規会費12,500円、更新年会費10,500円(ＪＳＴ登録料初回3000円）

非登録艇でＪＰＮ４桁が付いている艇、そのＮｏを利用しＪＰＮ登録できます

非登録艇でＪＰＮ以外のＮｏが付いている艇、そのＮｏに重複利用がない場合はそのＮｏを利用しＪＳＴ登録できます

非登録艇でＪＰＮ４桁が付いている艇、そのＮｏを３桁にし重複利用がなければＪＳＴ登録できます

艇登録手続きの詳細はＪＳＡＦ外洋東海のＨＰを参照してください

レーティングシステムの変更があります

無料のＴＳＦに替えて有料のＴＲＳが設定されました、

ＴＲＳ等を取得しなければノンレーティングでの参加ができますが、これは所要時間のみで順位はありません

ＴＲＳの取得は２，０００円で毎年必要、正会員または特別会員でなければなりません（ＪＰＮまたはＪＳＴ登録が条件）

ＴＲＳ取得手続きの詳細はＪＳＡＦ外洋東海のＨＰを参照してください

下記一覧表を参考にあなたの艇はどのようなハンディーキャップを取得しますか、ご検討ください

ＭＣＣレースは昨年利用した修正係数を継続利用します、ＭＣＣレース参加にはセールＮｏ規制はありません

ＪＳＡＦ外洋東海レースでの計測、安全検査取扱区分

艇登録、セールＮｏ ハンディーキャップ レース参加料区分 計測料、更新料 安全検査

ＯＲＣ－Ｉ 記載省略

ＯＲＣ－ｸﾗﾌﾞ 記載省略

ＩＲＣ－ｴﾝﾄﾞｰｽﾄﾞ 艇長ｍ×2000円＋計測員料

ＩＲＣ－ﾉｰﾏﾙ 艇長ｍ×2000円＋計測アドバイザー料

ＴＲＳ ２０００円

ノンレーティング 不要

ＴＲＳ ２０００円

ノンレーティング 不要

ＪＰＮ登録は特別会員が登録できる、特別会員の新規会費28,000円、更新年会費17,000円（艇登録料含む）

ＪＳＴ登録は正会員以上が登録できる、正会員の新規会費12,500円、更新年会費10,500円(ＪＳＴ登録料初回のみ3000円）

ＪＳＡＦ外洋東海レース、ハンディーキャップ別参加可能レース

ＯＲＣ－Ｉ

ＩＲＣ－ｴﾝﾄﾞｰｽﾄﾞ

ＯＲＣ－ｸﾗﾌﾞ

ＩＲＣ－ﾉｰﾏﾙ

ＴＲＳ

ノンレーティング

ＪＰＮ 会員登録艇

レースによっ
ては
安全検査が
必要
エリカは不要

ノンレーティング無し
不要
（船検のみ）

ＪＳＴ
不要
（船検のみ）

クラブ会員所属艇
または非会員艇

ジャパンカップと下記全てのレース

三河湾周遊、パール、東海チャンピオンと下記のレース

五ヶ所湾合同、エリカカップ、伊勢湾合同、デニスコナー、伊勢湾マリンカップ

不要
クラブ会員所属艇
または非会員艇


