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４月１８日 4 月ポイントレース 
４月２５日 スモールクルーザーレース 
5 月 3 日   五箇所湾合同レース 
5 月 16 日 三河湾合同レース 
5 月 23 日 エリカカップヨットレース 

 

 

春の整備 
4 月天候に恵まれた休日 

レースに備え整備が進みます 



２０１０年度　三河湾クルージングクラブレース要領 　　　　２００９．２．２８　ＭＣＣレース委員会

- 前 期 後 期
レース名 ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟﾚｰｽ 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 3月21日 4月18日 5月16日 6月20日 7月/10,11日 8月29日 9月19日 10月24日 11月14日

Ｓ→小島（東） Ｓ→小島（東） Ｓ→小島（東）
当日指示 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 　→生田鼻ブイ 　→佐久島西 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 　→生田鼻ブイ （２レース） （２レース）

　→小島（東） 　→野島（西） 　→豊橋潮流ﾌﾞｲ
　　　　　→Ｆ 　→豊橋潮流ﾌﾞｲ 　→小島（東）→Ｆ

　→小島（東）→Ｆ
※ 当日ｺｰｽ変更あり

直線距離 - - - 19.3 38.4 - 28.5 - -
スタート 11:00 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 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 艇長会議前
艇長会議 10:00 9:00 9:00 6:00 22:00 6:00 9:00 9:00

レース委員会 ホーネット オデッセイ スーパーウェーブ べべ 海陽ハーバー アルミスⅤ ダンシングビーンズⅢ セレスティーヌ
帆走委員長 中村 伊勢谷 長坂 水藤 稲垣 安田 加藤

出 艇 料 ナシ 　　　　　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、ＭＣＣ独自ルールによる。

　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：中村（ホーネット）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：都築（べべ）、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18日（日）　　 ：バーベキューパーティー（レース終了MCC　　蒲郡荘   4月 4日（日） :三河湾周遊レース (衣浦－幡豆） 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25日（日）　 　 ：海の日・体験乗船 ラグナマリーナ   5月23日 (日） :エリカカップ (ラグーナ沖） JSAF/OP
  7月25日（日）　 　 ：蒲郡花火大会観賞 竹島沖   6月20日（日） :伊勢湾合同レース (津　沖） JSAF/OP

その他行事   8月 1日（日）  ：蒲郡マリンカップヨットレース 蒲郡沖   7月17-19日 :鳥羽パールレース (五ヶ所－江ノ島） ＪＳＡＦ

 10月  日（日）　　 ：みやまつり　海中渡御観賞 三谷海岸   7月24,25日（日） :ｸﾙｰｻﾞｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ (豊浜港） ＪＳＡＦ

 12月11日（土）　   ：総会・表彰式・年末パーティー MCC　　蒲郡荘  10月10日（日） :東海ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟﾞ & ﾃﾞﾆｽｺﾅｰｶｯﾌﾟ(ラグーナ沖) JSAF/OP
　ｽﾓｰﾙｸﾙｰｻﾞｰﾚｰｽ  ：4/25,5/16,6/27,7/18,8/29,9/26,10/24,11/21  10月16,17日（日） :東海ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ  (日産マリーナ沖） ＪＳＡＦ

 12月 5日（日） :年末パーティ （ラグーナ蒲郡） ＪＳＡＦ

  4月29日-5月9日 :沖縄－東海レース （宜野湾－ラグーナ） ＪＳＡＦ

ＭＣＣ・ヨットハーバー行事日程 ＪＳＡＦ・その他レース日程



   ２月役員会報告 
２月２８日、チリ大地震による津波警報が発令される中、海陽ヨットハーバー会議室で開催されました。 
当日は役員とレース委員１５名の参加で開催され、まずは北河会計委員長から２１年度の会計報告の説明があり

田中監査委員の監査報告のあと承認されました。２２年度のレース日程では再確認したものの前年と変更点は無

く上位７艇の分担で割り振りがされた。出席者から出た話題はクルー不足で困っていること、ソーセージコース

を減らせないか、各艇合同でも参加できる態勢は採れないかなどの話題もでました。 
クルー不足はレース不参加につながる重要な問題です。解決策の一つとして今年も体験乗艇を前年に続き実施す

ることに決まりました。若いクルーを拾うために今年は若者向けの雑誌を広告媒体に使ってみようということに

なりました。簡単にはいきませんが努力することからはじめましょう。 
 
議題 
２００９年度会計決算報告 

北河会計担当から資料により説明、監査の承認も報告された。 
会報の郵送を止めたので大きな支出が無く順調に繰越金が 
増えています。全員異議無く承認されました。 
エンブレム、ネクタイは今後景品で処分予定。 

 
２０１０年度行事予定 

レース日程と担当を協議決定 
レース上位順位７艇で担当を分担。日程はＪＳＡＦ日程とバッティング

しないように調整、別紙のように決定した。３月ウォーミングアップレ

ースを開催予定。その他はすべて前年並みで決定。 
行事関係では 
鳥羽クルージング従来どおり５月連休に計画します。 
海の日、マリンカップ、理事長杯には体験乗船を計画しヨット希望者を

掘り起こしたい、 
海の日はパールレースとバッティングするため第４日曜で計画を進める。 
募集方法に若者向け雑誌も活用したい、今後、進め方を検討していきます。ご協力をお願いします。 
 

会報、ＨＰについて 
会報委員の仕事を助けるためにもレース委員はスタート等の写真記録をお願いする。 
 

参考、ＪＳＡＦレース、変更分 
沖縄―東海レースが実施される。 
４月三河湾周遊は、第１日曜日に幡豆スタート衣浦フィニッシュ。 
５月五ヶ所湾合同は、衣浦スタートで。 
パールレースが海の日に開催される。 
デニスコナーは１０月１０日に東海チャンピオンシップに合わせ実施。 
東海チャンピオンシップは１０月１０,１６,１７日に実施。 



4月１０日全国公開開始、愛知県ではイオンシネマ・ワンダー店（名古屋市西区）で上映中です。 

鹿児島・桜島を舞台に５人の高校生らが輝く青春ヨットムービー 

波と戯れ、風と遊ぶ。海は大人たちだけのものなんかじゃない！ 

海でのつらく悲しい出来事を体験し、傷つき、心を閉

ざしてしまった二人の少女。でも、そんな彼女たちを

鍛え、癒してくれるのも激しくもやさしい海風だった。

勇気を持って、もう一度、海へ。今はじまる、海を愛

する新しいタイプの女子“うみガール”たちの冒険と

挑戦。そして、強く、美しく成長した彼女たちは、信頼

と友情で人生の巨大な荒波を乗り越えていく！ 

 

鹿児島の錦江湾で毎年行われている鹿児島カップ火

山めぐりヨットレース、その過酷なレースに参加する

高校生たち。夢と希望に満ち、無限の可能性を秘め

ながら、不安と苦悩に押しつぶされそうな彼らの思春期の姿。それはまるで大海原で自由に泳ぐことを夢見る金魚鉢の中の金魚だ。「海の

金魚」はそんな彼らの冒険を、鹿児島の大自然を背景に、ダイナミックかつスリリングなヨットレースの面白さとともにさわやかに描いた、興

奮と感動の青春チャレンジ・ムービーである。 

 

監督は 08 年に公開された「チェスト!」で、錦江湾遠泳大会に出場する小学生たちの成長を描いて高い評価を受けた雑賀俊郎。これは雑賀

監督による鹿児島三部作の第二弾となる。 

 

父の失踪で心を閉ざし、父のヨットに引きこもってしまったミオを演じるのは、第32 回ホリプロタレントスカウトキャラバン特別賞を受賞後、ド

ラマ「四つの嘘」や映画「愛流通センター」などに出演する入来茉里。ヨットの練習中に起きた親友の事故死を乗り越えられないキヨミには、

セブンティーン専属モデルで、ドラマ「スクラップ・ティーチャー」、映画「ジャージの二人」などの田中あさみ。2 人のヒロインを見守り、チー

ム・メイトとしてヨットレースに参加する 3 人の個性的な男子を「ごくせん THE MOVIE」「銀色の雨」「ソフトボーイ」の賀来賢人、「ごくせん 

THE MOVIE」「大洗にも星はふるなり」の白石隼也、「ホームレス中学生」「蟹工船」の柄本時生という人気実力ともに絶好調の若手俳優た

ちが演じる。さらに近年数多くのＣＭに出演し、「白夜」「死刑台のエレベーター」など主演映画も目白押しの吉瀬美智子が水族館で獣医とし

て働く有名女性ヨットレーサー朝井出皐を好演、「チェスト!」に続いての雑賀監督作への出演となる高嶋政宏が、キヨミの父親役で若手中心

のキャストの芝居を強力にバックアップする。また人気コメディアンの小島よしおが漁師、桑島役で本格的な演技を披露するのも見逃せな

い。  

©2010「海の金魚」製作委員会    http://umikin.com 



「海の金魚」公開初日となる4月10日、東京・新宿のバルト９で

初日舞台挨拶が行なわれ、出演者の入来茉里さん、田中あさみさん、

賀来賢人さん、白石隼也さん、柄本時生さん、雑賀俊郎監督が舞台

挨拶を行ないました。 

 

ヨットにつきものの船酔いは、特に入来さん、賀来さん、白石さんがひどかったそう。入来さんは「走るヨット

にぶら下がるシーンは大変でしたし、長くカメラが回っていたので余計につらかったです」と過酷な撮影を振り

返り、賀来さんは「その頃、僕と柄本くんは２人で遊んでました」と会場を笑わせました。また、鹿児島での１

カ月間合宿について、「ラーメン屋にひたすら行きましたね」（賀来さん）、「男子 3 人だけで焼き肉も行きまし

た」（柄本さん）、「女子チームで“しろくま”（鹿児島名物のかき氷）を食べました！」（田中さん）とそれぞれ鹿

児島名物を堪能した様子。 

 

後に、これから見る人へのメッセージを聞かれた５人は「実際にヨットに乗ってるシーンがかっこいいのでそ

こを見てください」（柄本さん）、「ヨットを教えていただいた方から『今のヨット界が若者が少ないのでぜひ盛り

上げてください』と言われた。興味をもってもらえるように頑張りました」（白石さん）、「イマドキの若者の悩み

や葛藤がリアルに描かれています」（賀来さん）、「気づかないうちに周りの人に支えられていると感じられる作

品です」（田中さん）、「みんなで頑張ったので、自信を持って見てくださいと言える作品です」（入来さん）とそ

れぞれコメント。監督も「『海の金魚』は今日、この場所から船出をします。小さな金魚が大きな魚に変わる奇跡

が起きるかもしれません」と締めくくっていました。 

 

MCC 会費 納入のお願い 

MCC会計 

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。 

 

郵便局、郵貯銀行での振替、払込 

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 

・ 郵便貯金「ぱるる総合口座」から郵便振替。（ＡＴＭ扱いなら無料） 

・ 郵便局ＡＴＭによる現金払込。（３万円未満８０円、手数料はご負担ください） 

一般金融機関から振込  

店 番 預金種目 
郵便貯金 

２１８ 普通預金 

口座名 三河湾クルージングクラブ 代表 中村 孝 

・手数料は取扱い金融機関により違います、手数料はご負担ください。 

★ＭＣＣレース（第３日曜日）等行事時にも入金受付けいたします。 
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