レースへ行きたいなぁ……

クロアチアマスターズの思い出 2017 年 9 月 24 日 Spulit の出艇風景 街全体が遺跡でした。
街の方々は、とても親切でモデルの様な体型で美男、美女だらけです。

７月末日「キャプテンズミーティング」を開催しました。ただ
しくは「復活」と表現した方がいいのかもしれません。
私のような若手セーラーは知らない時代ですが、協会事務局の
奥津さんに 1980 年代後半の資料を見せていただきました。すべて
の資料は手書き、集合場所の地図も手書きでした。（次ページ）
１泊２日でホームステイしながらセーリング技術を教え合ったり、
フリート運営の方法などをディスカッションしていたようです。
持ち物リストに「各地の旨いもの」とあるところは変わらない
なぁと思いました。

50 名近くのキャプテン・水域マネージャ・役員・委員が顔を揃え
ました。進行の制約上、自由闊達なディスカッションが難しいと
ころはあるのですが、よりよい形を模索しながら継続していきた
いと思っています。
メンバーとクラス協会が近いのがレーザークラスの特徴でもあ
ります。ぜひみなさんからもフリートキャプテンを通していろん
な意見を協会に上げてもらえればと思います。
残念なことの多い 2020 年ですが、ポジティブに考えれば、オン
ライン会議の急速な普及はひとつの光明とも言えます。
まだまだ予断を許さない状況ではありますが、新しい生活様式
の上でレーザーセイリングを楽しみましょう。

今回のミーティングは ZOOM を使ったオンライン形式で実施し、
国内セクレタリー
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大工昌也

（キャプテンズミーティングの招集にあたり、メールでのご連
絡が行き届かなかったケースも考えられます。協会への登録メー
ルアドレスが古くなっている可能性もあり、心当たりの方は協会
にお問い合わせください。
また、多数のアンケート回答をいただきながら個別のお返事が
できなかったことをお許しください。心から御礼申し上げます）

評議会報告

６月に全役員が顔を合わせ、協会運営に必要な事項について活
発な議論を交わしました。今年はコロナ禍で集合形式が取れなか
ったものの、オンラインミーティングにてスムーズに会議が進行
されました。
概要を紹介しますので、ぜひご一読を。

昔のキャプテンズミーティング案内 手書き地図わかりやすい！

2020 年６月６日

ZOOM オンラインミーティング

・FY2019 会計決算報告および監査報告
・FY2019 事業報告
・FY2020 予算案
・FY2020 事業計画
・全日本クオリファイに関する決議
協会ウェブサイトの強化委員会ページに 2020AllJapan へのク
オリファイについて掲載してあります。今年は地方選手権が開
催できていないこともあり、クオリファイ方針が変更となって
いますので、確認しておいてください。
・その他議決事項
協会ウェブサイトに水域マネージャやフリートキャプテンの一
覧を掲載することになりました。また、大会での受付作業軽減
のため、年会費支払い済みの会員番号も掲載します。
各主催大会や地方選手権での安全対策が議論され、傷害保険や
損害賠償保険への加入について協会としてのガイドラインを検
討していくこととなりました。

2020 Laser All Japan Championships
クォリファイ方法の変更
2020 年 6 月 12 日
日本レーザークラス協会
イベント委員会、強化委員会
2020 Laser All Japan Championships クォリファイ方法の変更
2016 年から毎年開催されている Laser All Japan Championships
への参加にはクオリファイ制度を設けており、当該大会に参加す
るためには一部の例外を除きあらかじめ指定された地域選手権等
に参加し、一定の基準を満たす必要がありました。
しかしながら現在世界中に猛威を振るっている新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、2020 年３月以降はクオリファイ対象大
会のほとんどが開催できない状況が続いています。
そのため、2020 年 11 月に三重県津市にて開催予定の Laser All
Japan Championships におけるクオリファイ基準を以下の通り変
更することとします。
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大会名

2020 Laser All Japan Championships

対象クラス

Standard、Radial、４.７

クオリファイ基準
(1)エントリー時点において、2020 年度レーザークラス協会
会員であること(※1)
(2)所属するレーザーフリートのフリートキャプテンもしく
は水域マネージャーの推薦があること(※2)

四国

九州
(※1) 少なくとも大会エントリー締切日までに申請手続きがなさ
れていなければ、参加承認されません。
(※2) 推薦を受ける形式は問いません（口頭、メール、文書等）
が、大会へのオンラインエントリー時に、推薦を受けたフ
リートキャプテンもしくは水域マネージャー名を入力して
いただきます。エントリー後に大会事務局にて該当するフ
リートキャプテンもしくは水域マネージャーに確認し、問
題なければ参加承認を行い、エントリーサイトに掲示しま
す。
問合せ先 （一社）日本レーザークラス協会事務局 奥津
Mail: ilcajpn‑kyouka@cityfujisawa.ne.jp

北海道

東北

北信越

関東

中部

関西

中国

フリート
小 樽
函 館
道 東
札 幌
屈斜路湖
室 蘭
青森合浦
岩 手
秋 田
仙 台
伊 達
猪苗代
いわき
寺 泊
野尻湖
柏 崎
三 国
新 潟
諏訪湖
東京 Bay
江の島
逗 葉
材木座
笠島芦名
若 洲
浜名湖
河 和
知 多
津
蒲 郡
沼 津
清 水
柳が崎
彦 根
淡 輪
芦 屋
宮 津
和歌浦
大阪北港
広 島
光

キャプテン氏名
葛西 研一
金盛 明
田原 修
鈴木 康夫
三宅 建吾
沼倉 隆彰
小笠原 規安
佐藤 裕典
高橋 基
志鎌 裕之
小野 正一郎
佐藤 正志
高橋 哲司
野崎 喜一郎
宮崎 祐希
重田 湧
藤井 章一郎
市村 壮生
野沢 博
芳野 紀良
羽曽部 恭美
諸橋 春雄
山下 力蔵
福田 和宏
福井 洪一
植田 順大
久松 克典
深谷 芳邦
笠見 彰
井村 孝
小見山 三知男
杉山 武靖
小松原 賢治
吉居 正
中尾 周史
久保 雅敬
細野 英
高橋 航
弘中 健史
小菅 正幸
藤村 智一

長本 好政
菊池 耕三
谷口 昭文
大井 正典
森岡 数明
加藤 匠
井土 晴喜
片岡 裕行
山田 佳明
納富 希志夫
高 修治
古水 次郎
渡辺 真吾
本田 肇
河野 義樹
樋口 宗司
榮樂 洋光

(参考 2) 水域マネージャー一覧（2020 年６月現在）
http://www.laserjapan.org/info/organisation.html
北海道
東北
関東
北信越
中部
関西
中国
四国
九州・沖縄

(参考 1) 全国レーザーフリート一覧
http://www.laserjapan.org/info/organisation.html
活動水域

下 関
島 根
境 港
山 口
岡 山
鳥取湖山池
高 知
松 山
高 松
福 岡
津屋崎
北九州
唐 津
熊 本
別 府
宮 崎
鹿児島

榊原宏洋
二瓶誠志
石原 学
野沢 博
櫻井 真也
部坂 仁
楠本 達也
九冨 潤一
河野 義樹

(道東)
(仙台)
(江の島)
(諏訪湖)
(知多)
(芦屋)
(広島)
(高松)
(別府)

（参考 3） フリートキャプテンもしくは水域マネージャーによる
推薦の目安
(1) 直近２年以内においてレーザークラスもしくは他の艇種に
てレース活動の実績があること
(2)ウェットスーツ等、コンディションに合わせた適切なウェア
を持っていること
(3)強風時(平均風速 15 ノット以上)に一人で沈起こしが出来る
こと（黒球ありでも可）
(4)コンディション悪化時に自分自身の力量や残存体力を見極
め、レースへの参加・不参加もしくはリタイヤを判断できる
能力があること
(5)サバイバルもしくは艇トラブル時に安全にハーバーに帰る
方法や救助を受ける方法について知っていること
(6)安全に関わる装備を正しくセットできること
(A)帆走前の艤装チェックができること（ロープの擦れ、セ
ールの亀裂、金具の緩み等）
(B)センターボードの抜け止めが適切にセットされているか
（完沈時にセンターボードが抜け落ちてしまわないか）
(C)マスト抜け止めが適切にセットされているか
(D)曳航用バウロープが適切にセットされているか
(E)ラダー抜け止めが適切にセットされているか
(F)ティラーエクステンションのジョイントに亀裂はないか
(G)メインシートが過度に出過ぎないように途中で結び目が
作られているか
(H)出艇前にドレンプラグが締まっているか確認しているか
(7)その他
以上
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2020All Japan Championships 参加枠獲得者 （推薦者）
2020/07/16 現在

3

スタンダードクラス
北海道
東北
関東
北信越
中部
関西
中国
四国
九州・沖縄

......Laser on the INTERNET......
日本レーザークラス協会ホームページ

0
ラジアルクラス
北海道
東北
関東
山田真理歩（水域Ｍ）
北信越
中部
関西
中国
四国
九州・沖縄

綿抜慶一郎（水域Ｍ）

2

2
４.７クラス
北海道
東北
関東
岡山紗奈（水域Ｍ）
北信越
中部
関西
中国
四国
九州・沖縄

http://www.laserjapan.org
日本レーザークラス協会ホームページは協会と各委員会
からのオフィシャルな広報をはじめ、レガッタの案内から
レーザーNews のバックナンバーまでさまざまな情報を見る
ことが出来ます。

レーザーＥメイルリスト
全国のレーザーセイラーが情報や話題を交換するオープン
なメイリングリストです。
参加登録は協会ＨＰ http://www.laserjapan.org
表紙右上「レーザーメーリングリストへの参加」からお名前、メ
ールアドレスを入力後、参加ボタンを押して下さい。

国際レーザークラス協会（ILCA）ホームページ
1

http://www.laserinternational.org
国際レース情報やクラスルール、各国の活動などレーザー
に関する世界中の最新情報がここに集まります。

1

Sponsors

コーチ派遣
９月 26ー27
10 月３− ４

芦屋フリート
担当コーチ：永井
大阪北港フリート 担当コーチ：佐々木
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第 29 回ジアイカップ オンラインレセプション
(５/16～17 芦屋フリート主催)
いつでもどこでも楽しめる Laser バンザイ！

北海道からは、
ジンギスカンとホッケの差し入れ

仙台からは、厚切り牛タン焼き
難しいクイズで盛り上がりました
５月 16 日（土）〜17 日（日）に兵庫県立海洋体育館にて予定して
おりました「第 29 回ジアイカップ」ですが、コロナウィルス感染拡
大に伴い残念ながら中止とせざるを得ないことになりました。また
全国各地でヨットレースが中止・延期となり、緊急事態宣言も発出
され海上での練習も自粛せざるを得ない４月下旬のある日、フリー
トの数人で流行りのウェブ飲み会でもやってみようか？画面共有し
ながらセーリング談義とかできないか？とメールのやりとりをして
いたときのことです。
だったら、いっそのことジアイカップのレセプションが開催され
る予定だった同じ日同じ時間に、全国のレーザー仲間にお声がけし
てみんなでウェブ飲み会を「バーチャルレセプション」としてやっ
てみようか？みんな海に出られず悶々としているはずだろうし、遠
征でお世話になっている方たちに画面越しでも会えれば楽しいか
も！と意見が盛り上がりました。そしてさっそくジアイさんに相談
すると「おもしろい、やってみろ！」ふたつ返事で Go サインをいた
だき計画がスタートしました。
ウェブ上とはいえ大人数での会合ですので、世の中の状況も鑑み
不謹慎な会と誰かに言われないよう慎重にバーチャルレセプション
の内容を検討しつつ、大人数ウェブ飲み会の課題・問題点をネット
で調べながら数回にわたる事前テスト会を実施するなど、普段の仕
事以上にまじめに準備をおこないました。
たくさんの方のご協力のもとなんとか実施のめどが立ち、ギリギ
リ直前となりましたが通常のレースで使用しているエントリーサイ
ト SAIL JPN さんにお願いしたところ迅速な神対応いただき、わずか
５日間だけのエントリー期間でしたが北は北海道から南は熊本まで、
全国 29 ヶ所のフリート、49 名の選手に参加いただきました。芦屋フ
リートメンバーも参加し、総勢 70 名！！ 画面にはおなじみのお顔
がずらーっと並び、それはもう熱い・濃いレーザーセイラーの会の
はじまりです。
日本各地からの名産の差し入れや（もちろんバーチャルです）、
全国各地のセイラーから活動場所の状況の報告、また豪華賞品のあ
るバーチャルクイズ大会など、大いに盛り上がっていただけたと思
います。
そしてワールドセイラーの冨部柚三子さんにお家で出来るトレー
ニング講座も実施いただきくことに！トレーニングを頑張りすぎた
セイラーのため「保健室」もウェブ上に設置いたしましたが幸いに
も利用されずに済みました。
バーチャルレセプションならではと思いますが、選手だけでなく
ご家族での参加もあり各地のセイラーのお話しを聞きながら、あっ
という間の２時間でした。不慣れな点も多く進行も詰まることがあ
りましたが、しかしやはりそこはレーザーセイラー達の集い。皆さ
まの温かい応対で楽しい２時間に出来たと思います。
ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました。
（芦屋フリート 押井猛）
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芝さんのデジフォンを聴きながらなごやかに会は進み

盛り上がったところで、冨部選手の ZOOM トレーニング

頑張りすぎた人のために、保健室も設置。安全対策は万全です。

バーチャルクイズでも、シーマンシップは大切です

＜猪苗代フリート＞

どこのフリートへ遊びに行こうかなぁ～。
＜道東フリート＞

フリートレースは、いつもオープン

ご無沙汰しております。道東フリートです！
本日（８月１日）は道東フリートでフリートレース。参加メンバー
はバラさん兄弟、アボさん、N 川さん、ホタテさん、トシ。その後ソ
ーシャルディスタンスを保ち、ジンギスカン（ラム肉、ポーク、モ
ヤシ、玉ねぎ、うどん）＆ノンアルコールビール！
明日もフリートレースを３レース位行う予定です。
今年度は新型コロナウィルスの影響で遠征、レース参戦も出来ず
ひと月に３〜４回ほど、網走湖でフリートレースで楽しんでいます
(^^)/
道東フリート 田原修
＜青森合浦フリート＞

春のおつまみ
猪苗代フリートは、春から秋にかけて志田浜に集ういろんな艇種
の仲間たちと湖畔時間を満喫しています。
コロナが収まったらぜひ遊びに来てケロー
猪苗代フリート 佐藤正志

＜TokyoBay フリート＞

右端の筆者からフリートメンバー、日焼けした青森工業高校ヨット部の皆さん

「夢はワールドに!」
フリート活動は、通常３〜５人が高校ヨット部の練習に参加させ
てもらっています。課題は依然若手メンバーが増えない事です。 去
年までは各自遠征しましたが今年はレースが無く残念です。夏の今
でも４〜６ｍの風に恵まれ腕を上げている？だけに余計残念です。
初夏にはイルカと遊ぶ時もあります。
また、フリートとして救助艇は持っておりません。高校ヨット部
関係者が３艇出すので多少吹いても安心です。高校生が沈し始める
と我々はさっさとハーバーに戻ります(笑)。
冬は 11 月中旬から３月中旬まで練習できません。積雪が多い年は
２ｍ近くある為、艇庫まで行けません。もし体力増強と雪かき体験
希望者がいらっしゃれば長靴・スコップを貸します。一汗後の温泉
は天国です♪冬は各自アイスホッケー、スキー、カーリングなど楽
しんでいます。
新型コロナが収まったら、今春エントリーし中止になったワール
ドマスターズメルボルン後の来秋バルセロナ大会に複数で行こうか
と話しだけはワールドクラスです。その際にはセイルのねぶた絵を
もっと大きくします。
今後皆様に元気でお会いできる日を楽しみにしております。
青森合浦フリート 小笠原規安
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2020 年１月 ： TokyoBay フリート初乗り会
『令和』最初の恒例 初乗り会 を 1/4 に実施。メンバー９名が
集合し、全艇御神酒でお清め!!
順風下でプレーニングコンディションを堪能し、2020 年もレーザ
ーライフを堪能出来る予定でしたが。。。(T̲T)
６月からセーリング活動は再開し、月例フリートレースも復活し
ておりますが、公式レースが軒並み中止になっており、寂しい限り
です。
TokyoBay フリート 諏訪裕志

＜逗葉フリート＞

＜山口フリート＞

以前はレーザー新艇購入者しか置くことができず、200〜300？艇
あった逗葉フリートですが、現在は 20〜30 艇と激減、メンバーも高
齢化が著しい状況です。
しかし、先日、老朽化したフリートハウス、置場の改修工事が行
われ、使いやすく若返った逗葉フリート、メンバーもいつまでも若
いつもりですが、特に高齢者には危険な新型コロナ！対策を講じ、
緊急事態宣言解除後から活動を再開し、現在は月一のフリートレー
スをはじめ、ほぼ通常通りの活動を行っています。バース空きあり、
中古艇可、メンバー募集中！！
逗葉フリート 諸橋春雄

昨年度のクリスマスパーティーでの写真です。パーティーのメニ
ューはグルメの山口フリートらしさを表しているのでは。
フリートレースでは 30 代から 60 代までのメンバーが参加。まだ
まだ GG も頑張っています。最近 20 代、30 代のメンバーが増え若返
りました。フリートレースに参加する日を楽しみにしています。
サマーパーティー、クリスマスパーティー、なんだかんだと理由
をつけて行うパーティーが山口フリートらしさ。家族や隣人を招き、
美味しいグルメやお酒と共に楽しんでます。これがヨット(酔人)ラ
イフ？
今年の中国選手権が無事開催できるように、沖に浮かぶ竹島の神
様にお祈りしています。
山口フリート 大井正典

＜下関フリート＞

＜芦屋フリート＞

芦屋フリートは兵庫県立海洋体育館（芦屋マリンセンター）で活
動しています。メンバーは中高生から 80 歳以上まで、幅広い年齢層
の方が約 50 名在籍、老若男女で和気あいあいと活動しています。週
末を中心にメンバーが集まり、芦屋沖の海面で練習していますが、
新西宮ヨットハーバーが近くにあることもあり、土日の海面は大学
生、高校生やジュニアの OP、またクルーザーもたくさん出て、大変
賑やかです。
フリート公式行事は月１回のフリートレースと月１回の練習会を
行っています。フリートレースは毎月 20 艇以上が参加、今年からメ
ンバーによる「スポンサー制度」も取り入れ、毎月のフリートレー
スに賞品が出るようになりました。練習会も多くのメンバーが参加
し、コース練習などを行っています。
写真は毎年恒例のジアイカップの写真、神戸の街と六甲山をバッ
クに、毎年レースを行っています。
芦屋フリート 久保雅敬
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下関フリートは、山口県の西部にある下関市吉見古宿町の海岸で
活動しています。遠浅のきれいなビーチで、レース等で来られた方
から「セーリングパラダイス」と褒めて頂きました！
下関市の姉妹都市である韓国釜山広域市とのつながりもあり、釜
山のレーザーセーラーとの交流も 40 年以上続いています。
６年に１度開催する中国選手権では、下関名物と言えば……ふぐ
は欠かせません！（地元では縁起を担いでふくと言います）ふく刺
し、ふくちりや瓦そば、とんちゃん鍋など、レースよりもパーティ
ーを目指して来られているセーラーも少なくありません（笑）
下関にも是非ともお越しくださいね！
下関フリート 長本好政

EVENT ＆ RACE SCHEDULE
イベント＆レース スケジュール

★ 以下の各催し物参加にはメンバー資格が必要です ★

Date

Notice Of Race / Event Notice

８/16

湘南カップ/材木座F 材木座

中止

漸次webにて発表 http://www.laserjapan.org/

９/5-6
９/12-13

四国選手権/松山F

★☆

松山市堀江海岸

漸次webにて発表 http://www.laserjapan.org/

秋の北海道選手権/道東F

北海道網走市網走湖

全日本マスターズ選手権/東北水域合同

延期

特集ページ参照 http://www.laserjapan.org/

中止

10/10-11
10/24-25
11/7-8
11/21-24
2021/2

★☆

漸次webにて発表 http://www.laserjapan.org/

９/19-21
９/26-27

★☆

北海道ラジアル選手権/屈斜路湖Ｆ

岩手県宮古市

★☆

北海道弟子屈町屈斜路湖

★☆

漸次webにて発表 http://www.laserjapan.org/

関西選手権（WM2021プレ大会）/和歌浦Ｆ

和歌山セーリングセンター

★☆

漸次webにて発表 http://www.laserjapan.org/

秋の東北選手権/仙台Ｆ

仙台松島ヨットハーバー

★☆

漸次webにて発表 http://www.laserjapan.org/

中国選手権/山口F

山口県秋穂CAPE HOUSE

★☆

漸次webにて発表 http://www.laserjapan.org/

2020Laser All Japan Championships/津F 三重県津市津ヨットハーバー

★

漸次webにて発表 http://www.laserjapan.org/

2021レーザーミッドウィンターレガッタ/広島F 広島県広島市観音マリーナ

★☆

漸次webにて発表 http://www.laserjapan.org/

● セーリング競技規則2017-2020・日本セーリング連盟規程・レーザークラス規則・レースの公示、
(以上は帆走指示書による変更を除く)、および、帆走指示書が適用されます。
● ★＝各艇種別ランキング対象大会、☆＝All Japan Championshipsクオリファイ対象大会
● 内容は編集時のものです。詳細情報は問合せの上、ご確認ください。

その他選考対象レース等
Date

10/4-7
延期

12/19-20

Notice Of Race / Event Notice

国民体育大会／鹿児島
鹿児島県平川特設セーリング会場
ジュニア・ユースクリスマスカップ／江の島
江の島ヨットハーバー

● 内容は編集時のものです。詳細情報は問合せの上、ご確認ください。

2020 年度レーザークリニック
2020 年度

Date

9/12-13
10/３-４
11/７-８
2021/
1/16-17

Notice Of Race / Event Notice

ラジアル・スタンダードクリニック in 猪苗代湖 福島県猪苗代湖 志田浜
特集ページ参照

ラジアル・４.７クリニック in 江ノ島
担当コーチ 高橋、廣瀬

ラジアル・４.７クリニック in 浜名湖
担当コーチ：高橋、永井

ラジアル・４.７クリニック in 広島 広島県観音マリーナ
担当コーチ：調整中
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★☆
★☆

レーザークリニック
参加申込書
「

」 月 「

会員登録番号
」開催のレーザークリニックへの

JSAF番号

参加を希望します。
４.７

参加クラス

or

ラジアル or STD

＊参加希望クラスを○で囲んでください。

氏名

所属

フリガナ

生年月日

年

月

日

歳

ローマ字

〒
現住所

フリガナ：
電話：

ＦＡＸ：

携帯電話：

Ｅ－ｍａｉｌ

緊急時の連絡先

電話：

本人との関係

保護者

氏名：

本人との関係

（ １８歳以下の場合 ） 住所、電話（現住所と異なる場合）
〒
学校名

〒
学校名：

（学年

年生）

フリガナ
電話：
レーザーセーリング歴

ＦＡＸ：
年

大会成績記載欄
＊大会成績および現在のセーリング可能風域を記載してください。
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＠

9 月 13 日

8：30〜

集合
ミーティング

9:30〜11:30
12:00〜12:45
12:50〜13:00
13:30〜15:30

レーザークリニック開催公示
福島県猪苗代湖 志田浜
2020 年９月 12 日‑13 日

16:30〜17:15

練習内容説明

ミーティング

海上練習/練
習レース
ミーティング

解散
(注 )＊スケジュールに関しては変更することがあります。

福島県猪苗代志田浜にてレーザークリニックを開催します。
対象艇種はレーザー、レーザーラジアルクラスです。目標大会
に向けた準備として、技術・レース戦術等 のレベルアップの
アドバイスをさせて頂きます。なお参加についてはコロナ対策
指 針に従いご参加ください。
1. 主

海上練習
昼食

催 日本レーザークラス協会

14.コロナ対策について
以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること
1) 体調がよくない場合
（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
2) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
3) 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間
を必要とされている国、地域等 への渡航又は当該在住
者との濃厚接触がある場合

2．開催時期 2020 年９月 12 日（土）〜９月 13 日(日) ２日間
3．開催会場 福島県猪苗代湖 志田浜
〒969‑2274
福島県耶麻郡猪苗代町壺楊字浜 130‑3
レイクサイド盤光 敷地内

以下の事項に関して遵守お願いします
1) マスクを持参すること
（参加受付時や会話をする際にはマ スクを着用すること

4．練習内容 １）海上トレーニング
２）陸上トレーニング（コンディショニング）

2) こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施
3) 他の参加者、主催者スタッフ等との距離を確保すること

5．参加資格 2020 年日本レーザークラス協会会員
4) 講習開催中は大きな声での会話等をしないこと
6．対象種目 レーザークラス、レーザーラジアルクラス
7．募集人員 各クラス 15 名程度
（※参加承認については開催地域周辺選手及びエントリ
ー先着順位を考慮し承認通知を行います。）
8. 参 加 費 2,500/１日（※参加費は練習会当日に徴収します）
9. 参加申込手続き方法・期日
参加申込：2020 年９月３日（木）〆切
参加申込先：日本レーザークラス協会強化委員会 奥津
E‑mail : ilcajpn‑kyouka@cityfujisawa.ne.jp
10.コーチ・スタッフ

佐々木共之、廣瀬一貴、協力スタッフ

11.保険 参加選手は任意の傷害保険、賠償保険（対物 500 万円
以上、対人 3,000 万以上） に加入のこと。

5) 感染拡大防止のために主催者が決めたその他の措置を
遵守し、主催者の指示に従うこと 当日、参加者への同
伴者は連絡票に必要事項を記入し提出をお願いします
6) 講習終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を
発症した場合は、主催者に対して 速やかに 濃厚接触者
の有無等について報告すること
15．そ の 他
1）健康保険証を持参のこと。
2）トレーニングウェア＆シューズを持参のこと。
3）筆記具を持参すること
4）昼食（含む捕食バナナ、栄養ゼリー、水分）は各自持参のこと。

12. 責 任 参加者は、自己の責任において、このクリニックに
参加するものとする。主催 団体またはこのクリニ
ックに関わる運営役員、ボランティアは、参加者の
クリ ニック前クリニック中、クリニック後の死亡、
怪我、病気またはその他の物質 的な損害について
の責任を負わない。

16. 問い合わせ先
日本レーザークラス協会強化委員会 奥津
E‑mail : ilcajpn‑kyouka@cityfujisawa.ne.jp

以下は公示に含まれない連絡事項
13. スケジュール
日程
時間
9 月 12 日
8:30〜 9:30

内容
集合

備考
練習内容説明等

ミーティング

10:00〜12：00
12:15〜13:00
13:00〜13:15
13:30〜16:00
16:30〜17:15

17:15 〜18:00

練習会準備
海上練習
昼食

宿泊先等の地元情報
１． 講習会場に隣接されるレークサイド磐光は宿泊営業を自
粛しています。 宿泊は各自手配してください

昼食は陸上

２．駐車、テント料金（税込み）
駐車料金：1,000 円/日
テント 1 張り（4 人用以上）：2,200 円

ミーティング

海上練習/練
習レース
クーリング
ダウン

※猪苗代フリート問い合わせ先 保科
メールアドレス；hoshinakyc@key.ocn.ne.jp
携帯電話：070‑2611‑1078

ストレッチ
ミーティング
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CAPSIZE

2016 年岩手国体後、三浦勝さんより、キャプテンを引き継ぎまし
た。岩手フリート 佐藤裕典です。
今年の宮古マスターズは一旦、延期とさせていただきました。
岩手のマスターズセーラーにも、地元開催であればと、参加を楽し
みにされている方もいらっしゃいます。安全に開催できるよう時期
を伺いながら、いつか皆様をご招待できるよう調整してまいります。
活動場所は、リアス式海岸に守られ、安全にセーリングできる魅
力的な３ヶ所です。(北から)
・リアスハーバー宮古: 観光地 浄土ケ浜にレーザーで行ける。
・釜石 根浜海岸
:ラグビーワールドカップ会場 鵜住居を背
景にセーリングできる。
・大船渡湾
:観光地 穴通磯にレーザーで行って、季節
の かもめのたまご が食べられる。
普段は、とりもと 圭太さん、和嘉子さん、若手、高校生、ジュ
ニアと一緒に、週末を楽しんでいます。先日のオープンレースでは、
マスターズ参加を楽しみにされている長塚さんが、強風、微風の中、
安定した走りで、レーザトップ でした。
遠征活動は、
・三国マスターズ GM 1 位の坂本さんと、マスターズ巡り
・勝茂さん、勝さんと、レーザー東北選手権の寒風、強風後の一杯
・東北ヨット選手権での各地のセーラーとの交流
が恒例の楽しみです。
多くの東北 岩手のセーリング関係者のなかで、幅広い年代で、
日々、楽しく過ごさせていただいています。
最近の楽しみのひとつに、Instagram YOUTEN11068 に、レーザー
の動画をあげています。皆様からの乗り方等のアドバイスいただけ
れば、励みになります。
皆様が岩手にお越しの際、三陸海岸、平泉 等の観光に加え、ス
ポットセーリングも楽しみのオプションとしてご検討いただき、皆
様とお付き合いが広がるようきるよう、いきがいスポーツを楽しん
で行こうと思っています。
岩手フリート 佐藤裕典
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新型コロナウイルス感染症が終息しないまま、当初予定され
た 2020 東京オリンピックの開会式の７月 23 日も過ぎ、８月を
迎えようとしている。
４月ころには、夏までには終息しているだろうと思っていた
が、考えが甘かった。１日当たりの新規感染者の数は一旦下降
傾向を見せながらも最近は終息どころか益々増加して来ている。
検査回数の増加に起因する面もあろうが、やはり不安である。
レーザーの大会も軒並み中止に追い込まれており、小規模
なフリートレースが何とか実施されているのが実情である。私
は３月下旬からテレワークを実施して来たが、最初の２か月弱
は、不要不急の外出は避けるという要請を忠実に守り、延べ 45
日くらいは家から一歩も外に出ない生活を続けた。しかしなが
らこの生活は極端な運動不足を招き、体力が著しく低下した。
さすがにこれではまずいと思い、テレワークの合間をみて５月
の半ばからは、家から近くの海岸までのウォーキングやジョギ
ングを開始した。駅から海岸へ向かう大通りを通るため、海岸
までは、マスクやメガネに帽子を着用し、感染防止というより
も周囲の非難の目を防止した。海岸に着くとマスクや帽子をと
り、上半身も裸になってウォーキングやジョギングを実施した。
これまでは気づかなかったが、海岸線の一角に数杯のディン
ギーが置いてある、レーザーもある。この辺りでは、ビーチバ
レーやサーフィンは盛んであるが、これまでディンギーのセー
リングは見たことはなかった。ある日、海岸と波消しブロック
の間の狭い海域を 13 フィートクラスのディンギーがセーリン
グするのを見かけた。波消しブロックの内側でとは思ったが、
楽しそうである。早くコロナ禍を忘れて楽しくセーリングがで
きる日が来ることを願うばかりである。
（ニュース委員長 重松貴）

