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３月 27 日 ＭＣＣトレーニングレース 
4 月 3 日 JSAF 三河湾周遊レース（中止） 
       幡豆―衣浦 
4 月 17 日 4 月ポイントレース 

3 月ながら寒い日が続きます 
19 日の旧蒲郡ハーバーでの整備風景 



２０１１年度　三河湾クルージングクラブレース要領 　　　　２０１１．２．２７　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27日 4月17日 5月15日 6月19日 7月/16,17日 8月28日 9月11日 10月16日 11月13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（南） 　→豊橋潮流ﾌﾞｲ（南） 理事長杯 　→豊橋潮流ﾌﾞｲ（南） 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（北） 　→生田鼻ブイ（南） 　→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（南） 　→一色ブイ（北） 　→生田鼻ブイ（北） （２レース） （２レース）

　→小島（東） 　→野島（西） 　→豊橋潮流ﾌﾞｲ（南）

　　　　　→Ｆ 　→豊橋潮流ﾌﾞｲ（南） 　→小島（東）→Ｆ
　→小島（東）→Ｆ ※ 当日ｺｰｽ変更あり

マリン広場の掃除当番 ※ 当日ｺｰｽ変更あり マリン広場の掃除当番

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 ルートリス オデッセイ セレスティーヌ べべ 海陽ハーバー スーパーウェーブ アルミスⅤ ダンシングビーンズⅢ
帆走委員長 菱田 伊勢谷 加藤 水藤 長坂 稲垣 安田

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。（同得点は２レース目の順位で決定する）＊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．優勝艇とコミッティは、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。

ＪＳＡＦ・その他レース日程

  4月17日（日）　　 ：バーベキューパーティー（レース終了MCC　　蒲郡荘   4月3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24日（日）　 　 ：海の日・体験乗船 MCC,ラグナマリーナ   5月22日 (日） :エリカカップ (ラグーナ沖） JSAF/OP
  7月31日（日）　 　 ：蒲郡花火大会観賞 竹島沖   6月26日（日） :伊勢湾合同レース (津　沖） JSAF/OP

その他行事   8月 7日（日）  ：蒲郡マリンカップヨットレース 蒲郡沖 　7月17日（日） :ひと・ヒト・人ヨットレース（障碍者体験乗船）竹島沖 ＪＳＡＦ

  9月15日-19日  ：プレ国体 海陽ハーバー沖   7月23,24日（日） :ｸﾙｰｻﾞｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ (豊浜港） ＪＳＡＦ

 10月  日（日）　　 ：みやまつり　海中渡御観賞 三谷海岸   7月29-31日（日） :鳥羽パールレース (五ヶ所－江ノ島） ＪＳＡＦ

 12月10日（土）　   ：総会・表彰式・年末パーティー MCC　　蒲郡荘 　9月25日（日） :伊勢湾マリンカップ(津　沖） JSAF/OP
　ｽﾓｰﾙｸﾙｰｻﾞｰﾚｰｽ  ：4/24,5/15,6/26,7/24,8/28,9/25,10/16,11/20  10月 2日（日） :ﾃﾞﾆｽｺﾅｰｶｯﾌﾟ (ラグーナ沖） JSAF/OP

10月30日 11月5,6日（日） :東海ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ (日産マリーナ沖） ＪＳＡＦ

 11月26日（土） :年末パーティ (ラグーナ蒲郡） ＪＳＡＦ

ＭＣＣ・ヨットハーバー行事日程



２月役員会報告 
 
２月２７日、今回は蒲郡荘で新年度の行事日程などを決める役員会が開催さ

れました。 
当日は役員とレース委員１７名が出席し活発に討議、プロジェクターが用意

され手持ち資料を省略、討議資料を画面表示し修正箇所を訂正しながら進め

られました。 
まずは会計報告、北河会計委員長が欠席のため中村会長が説明。 
会員艇は３０艇、会費入金は一部未入金がある。レース収入に比しレース支

出は少なめ、会報の郵送は年１回等で繰越金は増加している。八木監査から監査報告の後承認されました 
続いて行事計画、都築レース委員長の司会でレース内容の変更すべき点の有無から 
まずはコース 
ナイトレースのコースを元に戻すべきかの意見が出る。コース変更は篠

島の西で漁船の船団に遭遇する機会を避けるために変更したものだが、

遭遇は風しだいのことでもある。遭遇も向かい合うがよいか追越がよい

か等討議の中で参加艇の選択に任せる案が浮上。結果は新案、参加艇の

選択性で決着しました。風向、風速を考慮してコース選択、走ってみな

ければどちらが良いか・・・面白いレースになりそう 
日程では 
７月レースはパールレースが最終第５日曜日になったことから第３日曜

日に。９月レースがプレ国体が第３日曜日に掛かり開催され海陽の利用

制限があることから第２日曜日に変更しました。 
レースレポートの提出については 
優勝艇のほかにコミッティも提出義務を付加する。参加艇はアフターパーティでメモ書きをコミッティに

提出する。コミッティはこれをまとめる。連続優勝の場合は２位の艇が担当する。 
マリン広場の清掃をＭＣＣも担当する。参加者が集まりやすい６月９月の早朝レース時に担当。 
（７月９月のスモール、３月も担当することになりました） 
体験乗船は昨年並みで海の日、マリンカップ、理事長杯の３回を予定する。海の日は７月第４とする。 
その他は前年並みである。 
レース後のアフターパーティの充実について 
蒲郡荘の協力で４月以降プロジェクターの利用が可能になり、レース後の

アフターパーティでスタート時の動画、航跡データ表示が出来る予定です。 
このための役割分担と必要機材の準備を討議しました。 
各艇のロガーはレース賞品を節約しレース参加料から捻出、一括ＭＣＣ備

品とする。他にカメラ、パソコンも必要、新古品の活用等値打ちに予算化、

ＭＣＣ備品として購入する。 
役割分担 
レース委員は帆走指示書準備、成績計算管理と備品管理（ロガー、パソコ

ン、ビデオカメラ等） 
コミッティは艇長会議の開催、レース運営、ロガーの授受、写真・ビデオ

撮影、着順データ管理、アフターパーティ開催、レースレポートまとめ 
航跡担当（新）は回収されたロガーデータのまとめ、蒲郡荘での映像化、

ＨＰ担当への提供 
 
その他 
役員名簿の記載内容の確認、会費未納艇の確認等をしました。 



新入会員艇紹介  形原漁港 「はやぶさ」 

MCC会員のみなさん、今年度よりMCCへ入会させていただきますはやぶさです。 
今後ともよろしくお願いします。 
 

艇名「はやぶさは」宇宙から無事帰還した 
あの「はやぶさ」にあやかって決めました。 

 
オーナーはじめメンバーは65才前後の元気な老人 

グループですが、ヨットは全くのシロート集団で、昨年

10月から特訓中です。 
デイセーリング中心ですが、クルージングも、時には

レースにも参加したいと思っています。 
 

艇  種   FARR 727  （旧もどき）    ホームポート  形原漁港 
オーナー   柴田泰暢  豊田市 
メンバー   稲垣 刈谷市・本田 岡崎市・石原 安城市  鈴木 岡崎市・大形 安城市・岩本 岡崎市 

今後ともよろしくご指導、お付き合いをお願いします。 
 

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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