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表 紙  救急訓練 

 P  2  MCC 役員会報告 

 P  3  自動観測ブイ情報 

P  4  ２０１４年間行事表 

   

     

3 月 30 日 ＭＣＣトレーニングレース 

4 月 6 日 JSAF 三河湾周遊レース 

       幡豆―幡豆 

4 月 20 日 4 月ＭＣＣポイントレース 

4 月 27 日 4 月スモールレース 

3 月 8 日 海陽ハーバー救急訓練 

 



 

 

 

日時、場所   ２０１４年２月２３日１２時から、蒲郡荘会議室 

 

議題議題議題議題 
 

決算承認について決算承認について決算承認について決算承認について 

 北河担当は欠席したが中村から資料により説明、役員会前に八木監査担当の監査を終了したことの報告。決算

案は年会費を止めたこと、４０周年関連の記念誌、記念品、パーティー特別賞等で約３０万円支出。レース参加

艇の減少、レースの不成立もありレース収入が極端に少ない。年会費を止めたなどで繰越金は３０万円減少し４

６万円に減少した。 

 今後の収支は安定する予定である。記念品が２１セット残っておりぜひ販売したい。 

 全員の拍手で承認された。 

 

行事行事行事行事、レース、レース、レース、レースについてについてについてについて 

外洋東海のレース計画でデニスコナーカップを８月３１日、ラグーナカップと併催する。例年理事長杯をこの

時期に開催しており海陽ハーバーに日程の変更案を聞くと、８月中はディンギの行事予定が詰まっていて難しい。

９月なら可能である。 

協議した結果、理事長杯、デニスコナーを優先しＭＣＣレースポイントとする。 

８月ポイントとしてデニスコナー、９月ポイントとして理事長杯、 

９月早朝は１１月に変更し１１月のラグーナ合同を取りやめることに決定しました。 

ほかにはナイトレースの左右回航方法選択性を止め、生田先回りの単一コースに変更。 

レースごとの得点を１位２０点を１０点に変更し差が大きくならないようにしました。 

 

その他その他その他その他 

３月８日海陽ハーバーで安全訓練が開催される。できるだけ参加ください。 

ハヤブサが艇乗り換え、ヤマハ３０Ｃに。大阪から蒲郡へ回航する予定。 

海陽ハーバー、ネーミングライツ、豊田自動織機に決定。 愛称 豊田自動織機豊田自動織機豊田自動織機豊田自動織機    海陽ヨットハーバー海陽ヨットハーバー海陽ヨットハーバー海陽ヨットハーバー  に 

アクアマリン、小笠原クルージングを計画中。 

ホーネットミドルボート関西遠征、四国クルージング、阿波踊りレース参加計画中。 

蒲郡マリンカップは開催予定。 

昨年のような山の子、体験乗船は難しい。会員の関係で体験乗船行事希望があれば申し込みください。 

ヨット、海の普及には今後とも協力したい。 

 

 



位置は従来位置と同じです。 

毎時の風向風速実績が２時間後に見られます。 

波高、流速、水温等も表示 

過去１週間分の実績データをグラフか数値で見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三谷温泉、ふきぬき建物撤去されました。 

自動観測ブイ情報自動観測ブイ情報自動観測ブイ情報自動観測ブイ情報    

◎水試三河湾ブイ  

   【お知らせ】 自動観測ブイを設置しました。付近を航行の際はご注意ください。現在はデータ通信等の調整中です。 

      ４月１日から運用予定です。 （浮体：黄色、直径3.5m。   灯高：4.6m。   灯質：群閃黄光 毎20 秒に 5 閃光。） 

◎伊勢湾環境モニタリングシステム 

   国土交通省中部地方整備局では、伊勢湾の水質環境を観測するため、平成21 年度に水質自動観測装置を湾口

部、湾央部および湾奥部の3カ所に設置しまし た。愛知水試では中部地方整備局との連携のもとに、平成22年11月

よりその情報を三河湾ブイと同様な形式にまとめ、情報提供します。なお、観測項目は、 水温、塩分、溶存酸素飽和

度（DO）等で、原則1 時間毎に観測をしています。                                     

（リアルタイム情報等は中部地方整備局の伊勢湾環境データベースを参照：

http://www.isewan-db.go.jp/real_web/REAL_WEB_buoy/PointSelect/Index.asp）  

伊勢湾観測ブイ位置情報 

伊勢湾湾奥部  

・北緯  34 度55 分35.0 秒 

・東経 136 度44 分27.0 秒 

    湾央部 

・北緯  34 度40 分07.7 秒 

・東経 136 度50 分28.7 秒 

    湾口部 

・北緯  34 度30 分33.7 秒 

・東経 137 度01 分06.4 秒 

三河湾観測ブイ位置情報 

1 号ブイ  

・北緯  34 度44 分36 秒 

・東経 137 度13 分13 秒 

  2 号ブイ 

・北緯  34 度44 分42 秒 

・東経 137 度04 分19 秒 

  3 号ブイ 

・北緯  34 度40 分30 秒 

・東経 137 度05 分49 秒        



２０１４年度　三河湾クルージングクラブレース要領 　　　　２０１４．２．２３　ＭＣＣレース委員会

- 前前前前 期期期期 後後後後 期期期期

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) ８月ポイント 理事長杯 秋のﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ 佐久島（早朝）

開 催 日 3月30日 4月20日 5月18日 6月15日 7月19,20日 8月31日 9月21日 10月19日 11月16日

Ｓ→小島（東） Ｓ→小島（東） Ｓ→小島（東）

当日指示 ラグーナレース ラグーナレース 　→豊橋潮流ﾌﾞｲ（南） 　→豊橋潮流ﾌﾞｲ（南） デニスコナーカップ 理事長杯 ラグーナレース 　→豊橋潮流ﾌﾞｲ（南）

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） 兼ＭＣＣ８月ポイント 兼ＭＣＣ９月ポイント 三角＆ソーセージ 　→佐久島（西）

（２レース） （２レース） 　→豊橋潮流ﾌﾞｲ（南） 　→一色ブイ（北） （２レース） 　→生田鼻ブイ（北）

　→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 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 別途指示 10:30 7:00

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 10:00 9:00 9:00 6:00 22:00 9:00 6:00
レース委員会 アルミスⅤ ホーネット スーパーウェーブ べべ ＪＳＡＦ 海陽ハーバー オデッセイ ダンシングビーンズⅢ

帆走委員長 稲垣 中村 長坂 都築 外洋東海 伊勢谷 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１０点とし、以下は順位が下がる毎に１点づつ減じる。ただし、６位以下は、全て５点とする。また、１位には、１／４点を加算する。

　　　＊＊＊＊ＯＣＳ・ＤＮＦの得点は、５点とする。＊＊＊＊ＤＮＣ・ＤＮＳ・ＲＥＴ・ＤＳＱの得点は、４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(７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20日（日）　　 MCC　　蒲郡荘   4月6日（日） :三河湾周遊レース (幡豆－幡豆） ＪＳＡＦ

  5月  日(別途連絡) ：鳥羽クルージング MCC   4月29日（祝）－ :沖縄－東海レース (宜野湾－蒲郡） ＪＳＡＦ

  7月20日（日）　 　 ：蒲郡花火大会観賞 竹島沖   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

  8月 3日（日）  ：蒲郡マリンカップヨットレース 蒲郡沖   5月25日 (日） :エリカカップ (ラグーナ沖） ＪＳＡＦ

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19-20日（日） :ｸﾙｰｻﾞｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 　　未定 ＪＳＡＦ

 12月13日（土）　    ：総会・表彰式・年末パーティー MCC　　蒲郡荘   7月25-27日（日） :パールレース (五ヶ所－江ノ島） ＪＳＡＦ

  8月30日（土） :安全訓練 (ラグナマリーナ） ＪＳＡＦ

  8月31日（日） :ﾃﾞﾆｽｺﾅｰｶｯﾌﾟ (ラグーナ沖） ＪＳＡＦ

　ｽﾓｰﾙｸﾙｰｻﾞｰﾚｰｽ  ：3/30,4/27,5/18,6/22,8/3,8/31,9/28,10/19,11/23  10月26日（日） :東海ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ (ラグーナ沖） ＪＳＡＦ

 11月1-2日（日） :東海ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ (ラグーナ沖） ＪＳＡＦ

 11月 29日（土） :年末パーティ (金山、グランコート） ＪＳＡＦ

ＭＣＣ・ヨットハーバー行事日程

 ：バーベキューパーティー（レース終了後）
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