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＜ファーストレディアキエ＞ 

＜桃香＞ 

本日のプログラム（Web 例会） 

司会  会場委員会   

・点鐘       会長      北  健司君 

・ROTARY SONG    「我らの生業」 

・会長挨拶     会長    北  健司君 

・卓話             廣瀬 清司君 

                内藤 修久君 

・幹事報告      幹事    青山 博徳君 

・点 鐘       会長     北  健司君 

 

前回（2月 28日）の記録 

 

幹事報告         幹事 青山 博徳君   

3月 6日 3月第一例会は新型コロナウイルス関連

でやむなく休会となりましたが、卓話予定の伊藤

太市長に於かれましては、近々に再び登壇の機会

を頂きたいとのお言葉を頂いて居ります。 

3 月期の理事会・クラブ協議会・加えて会員の皆

さんへの祝福・表彰など今後の事態の状況により

スケジュールが変更され、関係者の皆様にはご迷

惑とご心労をお掛けしますが、今回の事態につき、

お許し下さるようお願い致します。 

新型コロナウイルスに関連して今後も例会・委員

会・地区行事に大幅な変更が予想されます。遅滞 

なく会員全員にメールもしくは FAX にてお知らせ

致しますので、今後も事務局からのご案内にご留

意下さい。（他のクラブの例会状況も併せて御確認

ください。） 

3月 15日のポイ捨てふん害啓発活動は新型コロナ

ウイルスに関連し中止となりましたの。参加ご予

定を頂いた方は今一度ご確認願います。 

今月（3月、4月）の祝福 

会員誕生日 

3月 1日 川瀬 治通君 5日 松尾 隆徳君 

26日 村瀬 昌史君 

4月 4日 梅田 英夫君 16日 日比 雄将君 

２０２０年４月３日（金）２４３６回（４月第１例会） 

＜2020 年 3 月 6・13・27 日（金） は定款 8 条第１節にて取消＞ 

 

  18日 大西 信之君  20日 貴田 永克君 

21日 大橋 省吾君  22日 藤川 誠二君 

結婚記念 

3月 4日 和田 了司君   6日 成瀬 浩康君 

  6日 藤川 誠二君    16日  梅村  守君 

18日 廣瀬 清司君    21日 日比 雄将君 

26日 北  健司君    26日 速水 敬志君 

4月 2日 梅田 英夫君   3日 青山 博徳君 

  21日  加藤  茂君  23日 屋嘉比良夫君 

  24日 杤本 正樹君  29日 早川 八郎君 

夫人誕生日 

3月 10日  伊藤 一裕君・春美さん 

27日  大原 泰昭君・玲子さん 

29日  加藤 久仁明君・晴美さん 

4月 19日  岡本 博貴君・佳奈枝さん 

  25日  北  健司君・志津江さん 

  27日  青山 博徳君・倫子さん 

アテンダンス表彰（3月） 

4ヶ年 小柳出 和文君  

  〃  藤川  誠二君 

2ヶ年 友松    英樹君 

出席報告         委員長  藤川 誠二君 

会員 55名（2/28） 欠席 21名 出席率 61.8% 

前回（2/14）の修正出席 休会 休会 

 

ニコボックス委員会      委員長 梅村 守君 

○皆さんの友情に感謝しています 川瀬 治通君 

○祝福を受ける喜びで１９回目の誕生祝い 

２／２９            宅間 秀順君 

○ようこそ！！ 日本セーリング連盟 柴沼様、 

 レース委員長 奥田様、ブラックシャークオー 

ナー 北様           古屋 義夫君 



 

 

〇写真展盛況の内に終了できました。ありがとう 

ございます            和田 了司君 

〇新型コロナウイルスをやっつけましょう気力で！             

松尾 隆徳君 

〇祝福ありがとうございます    山田  治君 

〇祝福を受ける喜びで       小川  長君 

○卓話楽しみにしております 

稲垣 勝彦君  梅村  守君  大西 信之君 

大原 泰昭君  加藤  茂君  風岡 明憲君 

北  健司君  芝田 貴之君  社本 太郎君 

杤本 正樹君  内藤 修久君  長曽 篤志君 

成瀬 浩康君  西尾 隆吏君  西村 輝幸君 

速水 敬志君  廣瀬 清司君  藤川 誠二君 

水上 耕一君 

○ご協力ありがとうございます。 

ニコボックス委員会 

 

セーリング（ヨット）競技（副題：大会の運営とその

組織） 

日本セーリング連盟 International Judge 柴沼克己 様 

 

本日は、伝統ある春日井ロータリークラブ様の例会

にて、このような機会をいただきましたことに感謝申

し上げます。今回の誘いは本日もご一緒させていただ

いています蒲郡にあります東海地区最大のマリーナで

あるラグナマリーナのヨットクラブ副会長の奥田義明

様から戴いたものです。身の程もわきまえずお受けさ

せていただいたものですが、セーリング界にて日頃遊

ばせていただいている身といたしまして、社会的指導

者の集まりであるロータリークラブの皆様にセーリン

グの一端をご紹介できることは大変名誉なことであり

意義あることと有り難く思っています。 

本日の例会では、ヨットとは？ ということとセーリ

ング競技（レース）についてその一端を紹介させて頂

きたいと思います。 

見出しの表題についてお話しする前に、“ヨット”につ

いて少しお話をさせて頂きます。 

“ヨット”と言いますときっと皆様方は帆（セール）

を備えているのがそれだと思い浮かべるのではないか

と思います。実はヨットには帆が無いのもあるのです。 

もともと“ヨット”（YACHT）とは、遊びに用いる快速

艇/船（動力源がエンジンか帆かは問いません）のこと

を意味しており、宿泊・厨房設備付きの豪華な舟艇の

ことをいいます。 

従って米国大統領専用ヨット（ポトマック号とメイフ

ラワー号Ⅰ＆Ⅱ）や英国王室ヨット（ブイタニアⅠ）

には帆はなくクルーズ客船と見間違えるほどです。 

そして、1人乗り・2人乗りのディンギー（小型のボー

トのこと）は正しくは「セーリングボート／セーリン

グディンギー」といい、ヨットとは区別されていたの

ですが、日本語では一般的にはこれらも「ヨット」と

称されています。 

ディンギーとウィンドサーフィン、カイトボーディン

グ、アイス／ランドヨット、無線操縦ヨット等を総称

してセーリングボートの範疇としています。 

どんなセーリング（ヨット）があるか？ 

*“スーパーヨット”とか“メガヨット”と称されてい

るもので、一般的には全長 40～180 メーターのモータ

ー又はセーリングヨットを言いますが、24メーター以

上のセーリングヨットを含むこともあります。 

［例］“Sail-assisted motor yacht” 「モーターヨッ

ト“A”」 

全長 143 メートル、全幅 25 メートル、総トン数は

12,558トンもあります。 

世界最大のセーリングヨット“BLACK PEARL”…帆だけ

で走行できます。 

全長 107メートル、全幅 15メートル、総トン数 2,864

トン 

*トールシップ（tall ship）とは、伝統的な帆装を持

つ大型の帆船のことを言います。 

古い定義では、「全長 36.6m（120 フィート）以上で、

全てのマストに横帆を持つ船」と「全長 48.8m（160

フィート）以上で、一部に縦帆を持つ船」とされてい

ました（日本には日本丸Ⅱ世と海王丸Ⅱ世の 2 艇があ

ります）。しかしその後、国際セイルトレーニング協会

がトールシップレースへの参加条件を「全長 9.14m（30

フィート）以上の船」と緩和したため、多数の船がト

ールシップの定義に含まれると解されるようになりま

した。 

*セーリング競技 

セーリングとはもともとの英語の意味は「帆走、航海」

ですが、スポーツとしては帆（セール／カイト-凧）を

備えた船艇等を用いて技術やスピードを競うことを意

味しており、競技には環境に及ぼす如何なる悪影響も

最小限にすることが求められています。 

セーリング競技には、大型ヨットのキールボート（お

おむね 6メートル以上）、センターボードを有する小型

ヨットであるディンギー（おおむね 6 メートル以下）、

ウィンドサーフィン、ラジオコントロール艇（無線操

縦ヨット）、陸上を走るランドセーリング（ランドヨッ

ト／サンドヨットとも）、氷上を走るアイスヨッティン

グ、カイトボードボーディングの競技が含まれます。

キールボートとは、艇を安定させるため船底にバラス

ト・キール（バラストは重りの意）を有する大型ヨッ

トのことです。 

オリンピック、国民体育大会等では、かつては「ヨッ

ト競技」という言い方をしていましたが、現在ではオ

リンピック競技にウィンドサーフィンが導入されてか

ら、セール/カイトを用いて行うスポーツを全て「セー

リング・スポーツ」と称するようになりました。 

・オリンピックで用いられる艇種：一人乗り～レーザ

ー・レーザーラヂアル・フィン・ウィンドサーフィン

級-RS:X（アールエスエックス）、二人乗り～470（ヨン

ナナマル）・49er（フォーティーンナイナー）・49erFX

（フォーティーンナイナーエフエックス）・男女ミック

ス級ナクラ 17. 

・国体で用いられる艇種：一人乗り～レーザー・レー

ザーラヂアル・フィン・国体ウィンドサーフィン級、

二人乗り～470・セーリングスピリッツ・420（ヨンニ

ーマル） 



 

 

・他にジュニア用：一人乗り～オプティミストディン

ギー・レーザー4.7、高校選手権：レーザーラジアル・

420、学生選手権：470・スナイプ・レーザー・テクノ

293・オフショア、他にパラ（障がい者）大会：ハンザ

級（一人乗り・二人乗り）等があります 

なお、日本体育協会は 2018年 4月 1日付で「日本スポ

ーツ協会」に名称を変更し、国民体育大会についても

「国民スポーツ大会」への改称を決めました。 

『第 78 回大会（2023 年）から「国民スポーツ大会」

へと名称を変更する』ことになっています。また略称

を「国体」から「国スポ」に、英称を「JAPAN GAMES」

に変更することが決まっています。 

*どんなセーリング（ヨット）競技があるか？ どの様

に行うのか？  

・大型ヨットの場合 

オフショアレース（外洋）、インショア（近海・沿岸）

があり、世界一周、大洋縦・横断、都市・港間、島回

りレースでは着順を競うもの、ハンディキャップ／レ

ーティング（艇・セールの大きさ等から決まる独自の

係数）を所持する多数の艇が同時にスタートして行う

フリートレース/コースレース（所要時間と係数に基づ

く修正時間を競う）があります。またアメリカスカッ

プやブラインド（視覚障がい者）ヨットレースのよう

なマッチレース（1 艇対 1 艇で勝ちを競う）もありま

す。 

・セーリングボート（ディンギー等）の場合 

マッチレース、チームレース（2 チームがそれぞれ 3

～4艇で着順の合計を競う）、よく用いられているフリ

ートレース/コースレース（多数の艇が同時にスタート

し着順を競う）には、トラペゾイド/台形（インナー・

アウター）コース…オリンピック、国体、学生選手権

等多くの大会で用いられている、他にトライアングル/

三角コース、ソーセージ/上下コース等がある。 

また、パフォーマンス（ジャンプの高さ、美しさ等演

技を得点で競う）競技がウンドサーフィン、カイトボ

ーディングにて行われています。 

・スピードレース（帆走時の最高時速を競う）も行わ

れており、世界速度記録は Sailrocket 2 が 65ノット

（毎時 120キロ）を記録しています。 

*大型ヨットのレース／オフショアレースの例として

は、 

ボルボオーシャン世界一周レース：地球 1 周

（45,000NM）…8カ月、 

日本近海で開催されているレースとして、 

極東杯ヨットレース：青島～ウラジオストック～富山

～青島(2,300NM)…1カ月、 

隔年ごとに開催される沖縄～東海ヨットレース：宜野

湾～蒲郡 (720NM)…1週間、 

60 回を数えるパールレース：五ヶ所湾口～伊東港沖/

江の島沖(180NM)…2～3日 

等があります。 

*誰が大会（レース）を主催するのか？ 大会を主催で

きるのは、次の通りです。 

①ワールドセーリング（WS/前 ISAF:国際セーリング連

盟)とその加盟団体 145MNAｓ（各国連盟）、121 クラス、

加盟団体等（ORC,各大陸セーリング連盟） 

②日本セーリング連盟とその加盟団体 47 都道府県セ

ーリング/ヨット連盟（例：愛知県ヨット連盟）、16外

洋団体（例：JSAF 外洋東海）、42 クラス協会、9 階層

別団体（実業団、学連、高体連等）、22クラブ等 

大会を主催できる団体／組織は、セーリング競技規則

（RRS）89.1（主催団体）に規定されており、該当しな

い団体等はセーリングの大会を主催することはできま

せん。 

*どのように大会を運営するか？ 

大会運営についてはセーリング競技規則（RRS 89.2）

にて次の通り規定されています。 

①主催団体は、レース公示（実施/大会要項）を公表す

ること、 

②主催団体はレース委員会を任命する。 

③レース公示は以下が含まれていること 

・レースの名称・場所・期日・主催団体の名称 

・適用される規則及びその他の文書のリスト 

・レースを行うクラス 

・参加申し込みの条件・制限 

・時刻（登録、第１レースの予告信号、有ればプラク

ティスレース）等 

④帆走指示書を公表し、それに基づき舟艇・機器を準

備し、レース役員を配置する 

*大会運営組織について 

主要大会の組織についてはガイドラインが策定されて

おり、WS レース運営マニュアルに掲載されています。

主要組織として、主催団体の下にレースを運営するレ

ース委員会、審判/裁定を行う審判委員会（プロテスト

委員会／ジュリー）及び艇体とその装備を計測・検査

する技術委員会が設けられています。 

*ご参考までに： 

・ワールドセーリング（WS/前 ISAF:国際セーリング連

盟)の組織： 

執行役員会(10名)、理事会(44名)、事務局職員(27名)、

11の委員会と 10の小委員会、8つの諮問員会、660名

のレースオフィシャルズ/国際公認役員（IJ, IU, IRO, 

IM, ITD, IC） 

・日本セーリング連盟の組織： 

約 10,000 人の会員（5 つの会員区分がある）、理事会

（32 名）、評議員会（51 名）、事務局（5 名）、25 の委

員会と 3つの小委員会＋最高審判委員会 

*終わりに当たって… 

本年は皆様ご承知の通り 2020 東京オリンピックが開

催され、セーリング競技会は 7月 26 日（日）～8 月 6

日（木）に神奈川県藤沢市・江の島ヨットハーバー及

び同沖合で行われます。また、2026 年には 2026 アジ

ア大会が愛知県内で開催され、セーリング競技会は

2026年 9月 19日（土）～10月 4日（日）に愛知県蒲

郡市・海陽ヨットハーバー及び同沖合にて行われます。

皆様方のご声援、ご支援を心からお願い申し上げます。 

最後までお目通し下さり有難うございました。 
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祝福 アテンダンス表彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベネファクター認証 小川 長君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話 日本セーリング連盟 柴沼 克己様 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  日本セーリング連盟 奥田 義明様（右） 

  レース艇ブラックシャークオーナー 北陽介様 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 


