
 
2018年一文字ヨットクラブ会報２月号 

会長の挨拶 

会員の皆様へ  

平成１７年に一文字ヨットクラブが西宮北護岸から現在泊地、甲子園ハーバーに移り変わり１４年目を迎えます 

平成３０年の許可申請書も受け取り、提出しました。引き続き許可を受けるには、我々のヨットクラブの保安維持、 

ハーバーの美化運動（ヨットも桟橋も）、活発なクラブ活動が必須であり、会員のご協力をお願い致します。 

                                                 一文字ヨットクラブ 会長  小山正明 

 

１、2017年度総会開催 

2018年 1月 13日NICC大ホール 

議長：高倍 

書記：上浦、川西 

 

＊＊＊詳細は添付ファイル 

   「総会議事録」 

 

２、初回合同委員会：1月 27日 

総会の総括に基いて開催、委員会の概要を「総会議事録」に追記事項として記載しています。 

 

３、各委員長の今年の活動予定 

＊安全委員会活動予定： 志水/吉本 

① 係留設備の点検 

・共有桟橋の上板及び側板を点検し、交換が必要な板を交換する。 

  ・横付け桟橋接続部のボルト穴が変形している所は、金具を追加取り付けする。 

②  AEDのメンテナンス 

・AEDのパッド交換をする（契約後の２０か月経過後） 

③ 台風・強風等の事後点検 

・もやいロープの点検 

・共有桟橋、横付け桟橋、H鋼の損傷調査 

④ 招待セーリング時の責任賠償保険の加入 

  ・保険代理店と契約締結 

⑤ 招待セーリング時のレスキュウ艇出動要請 

  ・出動時の燃料代支払い 

⑥ 現在、全艇の最新の「船舶検査証」の調査を実施中です。 

検査証のコピーをクラブハウス１Fの回収Boxに提出願いします。 

また、有効な検査証でない場合は、検査実施予定日をお知らせください。 



＊広報委員会活動予定：児玉/川西 

① 配布文書： 会報 3回予定（２月、７月、１２月） 

お知らせハガキ（共同作業・夏祭り・総会案内など） 

② 会員名簿の管理：各委員長に配布、クラブハウス内に添付（個人情報なので取り扱い注意） 

③ 合同委員会会議：初回１月２７日～随時（臨時）委員会～１２月１５日～最終 2019年 1月５日、 

メール委員会は随時→決議事項は会報 or総会で報告 

④ 尼崎港管理事務所・事務折衝 →報告書作成 

⑤ 夏祭り（7月 21日）の事前準備（実行委員会：ハガキ、ワッペン、パンフ・・・・収支報告） 

⑥ ＩＹＣホームページの更新、掲示板の管理・・・・・毎月更新 

⑦ クラブ旗の管理・・・・総会出席者に交換配布・・・今後はボロボロになったクラブ旗の無償交換します 

⑧ 規約改訂委員会：（児玉、黒岡、宮本）移動が具現化するまで休止 

・規約の付則書を毎年更新、総会議事録と同封して配布 

⑨ PT(実行チーム)/DIY クラブ：連絡係（初回Meeting/2月３日、・・・・・・） 

⑩ 西クラブハウスの管理：補修、机、椅子、床の塗装、殺虫剤の補充、劣化物や不要物の廃棄 

⑪ クラブハウス２Fの事務所＆PCシステムの保守管理 

⑫ 総会の準備・・・・新年度初頭に総会を開催（レジメの作成とNICCの予約） 

・・・2019年 1月 12日（土）14時～NICC 

＊施設管理委員会活動予定：高橋/臼井 

高齢者、弱者、散策休憩をされる方などを考慮した安全で楽し

く過ごせるハーバーを目指して整理整頓、補修、保全、改善、

を推進する。 

 

作業内容  ⇒⇒⇒ 

1） 安全、移設を考慮した共用桟橋の保全 

2） 東西クラブハウスの補修 

3） 作業用機器の整理整頓作業場の改善 

4） 備品の整理保管方法改善 

5） 物置場の修復（台風被害）  

＊泊地委員会活動予定：横尾/藤井 

●共同義務作業は下記を予定 

3/25（日） 桟橋塗装、周辺草刈り、廃棄物処理他 

4/22（日） ジンク交換、アンカー設置 

7/8 （日） 杭のリングと桟橋舫いロープの設置 

11/18（日） ジンク交換、草刈り他 

●杭の状況確認 

3月の干潮時に杭の現状をチェックし、対策を検討予定 

 

 

＊社会貢献委員会活動予定：上浦 

４月８日：知的障害者授産施設あさひ会 

５月１３日：NPO法人トイ・ボックス 

６月３日：西宮ボーイスカウト＆缶トリー 

６月２４日：西宮児童養護施設三光塾 

 

４、PT/DIY クラブMeeting：2月 3日よりスタート 

２０１８年、移動実行チーム（Practice Team）とDIY（Do it yourself）クラブは合同で作業を実施します。 

IYC施設管理の下部組織になりますが、作業は盛りだくさんあります（別添資料） 

DIYは高橋リーダーの持つ「不言実行」を指標にして、自主的に楽しくやりましょう！ 

毎週、水・土曜日（クラブ行事の日は除く）１０時頃から～、カップ麺などの軽食は用意しています。 

準会員も含めて随時、参加歓迎します、退出はOK、皆さまの Sailing Lifeが最優先です！ 



５、２０１８年『会計だより』 会計委員長：高倍 

総会を終え今年度広報１号紙発行の機会を借りー 

 例年同様会計資料をＡ４サイズ１ページ裏表に以下①②を準備し、同封しました。 

数的内情につきホームページへの公開は致しません。 

 合わせて所属準会員皆様には各艇代表から必要に応じ口伝をお願いするものです。 

 会員皆様から委託を請けての貴重な財源です、合同委員会では誠実に予算執行を行っている事をお伝えし、

内情の第三者伝達譲渡は無用とします。 

 予算は突発的な事案や、付帯設備の劣化／更新の要などに合わせ将来を見据えた一策が平行して求められ

てもいます、日々の実態観察からご理解を願うものです。 

①   平成２９年（２０１７年）会計報告最終版 

②   平成３０年（２０１８年）クラブ活動予算書 

６、ＡＥＤ設置に関するお知らせ（安全委員長：志水） 

ＡＥＤ設置に関して周知が不十分であった為、ここに補足説明を行います。 

【ＡＥＤの設置場所】 

設置場所は、西クラブハウス内の北側棚（屋内）に設置しています。設置位置の屋外側窓ガラスには、ＡＥＤのシ

ールが貼っていますので確認下さい。 

尚、風雨等による機器への影響を考え、屋内設置としています。 

万が一ＡＥＤが必要となりハウスが施錠された状態の時は、人命を優先し躊躇することなく、窓ガラスを破ってＡ

ＥＤを取り出して使用して下さい。 

【厚生労働省のガイドライン】 

  厚生労働省のホームページに『ＡＥＤの適正配置に関するガイドライン』が記載されていますので抜粋します。 

1. はじめに 

総務省消防庁の救急蘇生統計によると、ＡＥＤの普及に伴い、ＡＥＤを用いて電気ショックがなされた病院外

心停止数は年々増加している。「平成２４年版救急・救助の現状」によると、病院外での心原性心停止のうち、

心停止を目撃され、ＡＥＤにより電気ショックが行われた患者の４５％が救命されている。しかし、市民により目

撃された心原性心停止患者２３，２９６名のうち、ＡＥＤを用いて電気ショックが実施された患者はその中の

３％（７３８名）で、全心停止の中でのＡＥＤ使用例はまだまだ少ないのが現状である。 

2. ＡＥＤ設置が推奨される施設（例） 

1. 駅・空港 

2. 旅客機、長距離列車・長距離旅客船等の長距離輸送機関 

3. スポーツジム及びスポーツ関連施設 等々 

 【大阪湾内の主要マリーナのＡＥＤ設置状況】 

   主要マリーナに電話等でＡＥＤの設置に対して聞き取り調査をしました。結果設置済のマリーナは下記の通りでした。 

  須磨マリーナ、芦屋マリーナ、新西宮ヨットハーバー、神戸マリーナ、北港マリーナ、関空マリーナ、淡輪マリーナ、

サントピアマリーナ・・・・・ほかにも多数あると推察されますが、未調査です。 

（付記） 

  年間リース料約 65000円は、（その他収入）からの充当を目論み管轄を安全委員会とします。 

 日本ＡＤＥ財団ではーさらなる普及に向け、“人の命が医者でなく”“現場に居合わせた市民”によって救える

時代を主題に広報活動を行っています、心臓突然死７万人の中でＡＥＤ応用により４％の貴重な命が救われ

ているーとしています。 



ＩＹＣは、この１０年水難も含め年間５回程度

の落水が発生しています。 

それ等の事例が何時―思わぬ死―に繋がら

ないとも言えません。 

改めて、ＡＥＤ設置場所の公開（写真）と会

員不在時にはガラス窓の破壊をも辞さない

本体取り出し／迅速行動を再認識願うもの

です。    

 

本体設置場所 西クラブハウス内中央位置 

（緊急時ガラス戸破壊取出可とする） 

 

 

 

７、正会員名の変更承認 （１/２７：合同委員会） 

チャールストン：久保雅克さん→菊池秀利さん 

ヨット経験は学生時代のヨット部入部から。週末の合宿を四年間。ＯＢになった

あとも学生の世話に関わり続け、気付けばＯＢ会の役員。クルーザー経験は同

じ琵琶湖にてＯＢ仲間と共同でヤマハのマイレディを５年維持しておりました。 

一文字ヨットクラブへはご縁をいただいてから四年目となります。現在デヘラー

の３４ｆｔを共有しております。 

アウトドア好きが高じ３年前に千早の自宅に薪ストーブを導入しました。身も心

も暖まる最高の暖房グッズです。燃料となる薪の調達もあれこれ知恵をしぼり

楽しんでおります。ご興味おありの方はお問い合わせくださいませ。特技は薪

割りとレンコン掘り（丁寧な掘りかたが畑のオーナーに好評）。 

このたびチャールストンへはヨット未経験の新メンバーが入りちょっとだけ若返

ります。船の方も若返らせようかとも思案中。今後はほかのクラブメンバーの

方々にご迷惑をおかけしないよう心機一転頑張ります。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

菊池秀利さん 

 

８、新規アンカーのロープサイズについて 

４月２２日、共同義務作業のアンカー設置作業において、全艇にアンカーとアンカーロープを提供します。 

クラブはヨットのサイズに応じた下記のロープを用意しますが、希望があれば事前に委員長会のメンバーにお知

らせください。 

・・・・・３０ft未満：１６ｍm・・・・３０～４０ft未満：１８ｍｍ・・・・４０ｆｔ以上：２０ｍｍ 

 

９、会員の皆さまへ 

 ２/５の bbsでもお願いしていますが、総会で審議されている、まだ進行中のプログラムについて、 

一人歩きして外に出てしまう懸念がありますので不用意に流布しないようにお願いします。 

 

 



１０、２０１８年のクラブ行事日程一覧表（1/27合同委員会） 

月日 クラブ行事 備考 時間 担当 

１/27（土） 2018年初回合同委員会議 新年会/親睦会 17時～（会費制） 13時～ 広報 

２/3（土） 初回 PT/ＤＩＹクラブＭｅｅｔｉｎｇ  作業：13時～、            

親睦会：１７時～（会費制） 

11時～ ＰＴＬ 

毎週水、土曜日

（クラブ行事日は

除く） 

ビジター桟橋の製作と改修  廃

棄物の処理、老朽化した建造物

の補修・・・・ 

正会員/準会員          

カップ麺などの軽食は用意 

10時～ ＰＴ/DIY 

３/24（土） 帆走練習会 アフターは親睦会 13時～ 運営 

３/25（日） 共同義務作業：周辺草刈り、  

桟橋塗装、廃棄物処理 

ランチあり、              

ミニ集会（作業終了次第） 

10時～ 泊地/施設  

４/８（日） 招待セ～リング 知的障害者授産施設あさひ会   

支援者のランチあり 

10時～ 社会貢献 

4/22（日） 共同義務作業：ジンク交換   

アンカーの設置 

ランチあり                

ミニ集会（作業終了次第） 

10時～ 泊地/施設 

５/13（日） 招待セ～リング ＮＰＯ法人トイボックス発達障害  

支援者のランチあり 

12時～ 社会貢献 

６/３（日） 招待セ～リング＆缶トリー        西宮市ボーイスカウト          

支援者のランチあり                     

10時～  社会貢献   

６/９（土）    

～１0（日）   

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 

親睦会  

運営 

６/24（日） 招待セ～リング 西宮児童養護施設三光塾     

支援者のランチあり 

10時～ 社会貢献 

７/８（日） 共同義務作業：杭のリングと桟

橋舫いロープの設置 

ランチあり                

ミニ集会（作業終了次第） 

10時～ 泊地//施設 

７/２1（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 

7/29（日） クラブ帆走練習会 アフターは親睦会 10時～ 運営 

９/15（土）   

～16（日） 

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 

親睦会  

運営 

10/21（日） 帆走練習会 アフターは親睦会 10時～ 運営 

11/17（土） 帆走練習会 アフターは親睦会 13時～ 運営 

11/18（日） 共同義務作業：ジンク交換、  

草刈り、缶トリー 

ランチあり               

ミニ集会（作業終了次第） 

10時～ 泊地/施設 

社会貢献   

11/24（土） 最終 PT/ＤＩＹミーティング 総括 13時～ PTL 

12/１5（土） 合同委員会議  17時～忘年会（会費制） 10時～ 広報 

2019年    

１/５（土） 

2018年度最終合同委員会議 17時～新年会（会費制） 13時～ 
広報 

１/１２（土） 2018年度年次総会 ＮＩＣＣ大ホール １4時～ 会長 

委員長会 

＊＊＊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。＊＊＊ 



２０１８年 PT/DIY クラブ 

２０１８年、移動実行チーム（Practice Team）とDIY（Do it yourself）クラブは合同で作業を実施します。 

IYC施設管理委員会の下部組織になりますが、作業は盛りだくさんあります（下表）。 

DIYは高橋リーダーの持つ「不言実行」を指標にして、自主的に楽しくやりましょう！ 

毎週、水・土曜日（クラブ行事の日は除く）１０時頃から～、カップ麺などの軽食は用意しています。 

メンバーズリスト 

PT/DIY 高橋明 Leader/DIY 小山正明/DIY 高倍正典 児玉良和/DIY 

谷河省造 黒岡義一 中井龍暢/DIY 志水泰三/DIY 岡崎賢二 

横尾 淳 細入誠一 藤井 寛 斎元和範 臼井幹水 

     

DIY/準会員 市田博久 川西雅之 吉本 寛 吉村隆治 

清水義之     

 

主な作業内容リスト 

ビジターバース ユニックで上架、改修後下架・設置 ２月中  

鉄骨廃材の整理 鉄骨廃材と木材の分離、産廃処理 ２月中  

廃棄発泡物の処理 発泡スチロールの分割と処理 ３月末  

物置場の修復 台風で分解した物置場の修復（コンジットパイプと波板の購入） ２月中  

クラブハウスの屋根 防水シートの張替えと腐食した木材の交換   

クラブハウス柱 腐食している柱の修復   

クラブハウス階段の補修 階段回りの腐食木材の交換と防水シートの交換   

洗濯機の設置 シャワールーム内にある洗濯機の水道パイプと配管、電気コード・・ ２月中  

クラブハウス回りの椅子 腐食した椅子を廃棄・・・新設、ベンチの座板の交換 ３月末  

ビジターバースの天板 幅１ｍのビジターバースの天板の交換 ３月末  

廃棄木材の整理 桟橋から出た廃棄木材の整理と処理   

六角堂トイレ内の手洗い 手洗い器の設置と配管   

出入港ボードの補修 支柱の交換、全体の再塗装、ネームの整理 広報担当  

工作室の整理整頓 工具類の整理と保守管理（東と西の倉庫）   

桟橋の作製 １ｍｘ１０ｍ個人桟橋の作製   

トイレ浄化対策 浄化槽設置の検討と対策   

クラブハウスシンク キッチンシンクの交換（中古品を模索中）   

作業船の保守整備 上架船底塗装及び船外機の整備（換装も検討）   

渡り桟橋の保守 東側渡り桟橋のチェーンによる補強、補修、塗装   

緑地の美化 緑地の整備、刈り込みなど   

岸壁側溝の清掃 蚊が発生する原因になる   

その他 目聡く、気が付いたら、自主的に行動してください！ 

工具や資材が不足していたら、リーダーに申し出てください！ 

  

 

                                              ２０１８年２月７日一文字ヨットクラブ合同委員長会 


