201４年（平成 2６年）活動の記録！
１月
初日の出クルージング（1/1）
とても穏やかな天気の元旦でした。今年は、赤穂から「あ
かほ」、相生から「DREAM」が出港したので、中間地点
でのランデブー、ちょうど落ち合
った頃に待ちに待った御来光が
見えました。風も無く絶好の日和
に恵まれました。
「あかほ」今井、家根、橋本ジ
ュニア、長安兄弟「DREAM」川畑夫妻

２月
初日生源平放水合戦見学クルーズ（2/2）
この日は、赤穂海浜公園では
かき祭りが行われているので赤
穂を出発する時は大賑わいであ
る。今回も青空が見られ、風、
波が穏やかでした。昼食は帰路
の途中で大多府島へ寄り、桟橋
での鍋料理。中身は忘れてしま
いました。 あかほ DREAM

４月

ジュニアヨットスクールが始まる（４/6～１０／２6)

練習日 年間１２回
４月６日、初日は中学生に
なった湯川、橋本くん、さら
に高校生になった湯川兄達も
参加したが、新学期に入って
からは小学生だけの参加とな
った。今年は、昨年からの中
島くん、今年から目木兄妹、
上田くん、小路さん、秋から
の参加の寺嶋さんの６名での
ジュニアとなった。
日頃のジュニア練習では、
保護者の方々が準備や
片付けの時よく動いて
くれていたので、指導者
にとっては助かった。

第３９回舵杯ヨットレース

牛窓で行われる (4/12.13)
ここ数年、白石島で行われていた舵杯が、牛窓に
やって来ました。だんだんと近くのレースが少なく
なったことからも出
ないわけはありませ
ん。前夜はペンション
にも泊まり、体制は万
全でしたが、スタート
から風が無く、陸コースをとった「あかほ」は
風よりも潮の方が勝り、とうとうバックするこ
とに。この日の結果は、参加６６艇のうち、フィニッシュしたのは１１艇。クルー
ジング部門は全艇タイムリミットという有様でした。 参加艇 とも アルゴナビス あかほ

５月
坂越湾忠臣蔵２０１4・第 12 回舵杯ジュニアヨットレースを開催（５/10.11)
坂越のふるさと海岸にて広島、鳥取、そして、阪神間や四国
高松などのジュニアセーラー１４名がヨットレースに参加し、
操船の技術を高めた。赤穂からは１年間経験の中島大輝くん
が参加した。
まだ、こいのぼりが舞い上がる五月晴れの朝を迎えた１日
目、山陽沿線ヨット連絡会の協力のもと、午前１０時に運営
者ミーティングが行われた。それまでに、地元の赤穂ヨット
クラブのメンバーは、早朝より競技で使用するＯＰ艇１４隻、
運営艇５隻、さらに、陸上本部やパーティ
用のテント設営、机、いすの配置、そして、
受付の準備を済ませた。毎年のことでもあ
り、天候さえ良ければ、この日のように、
段取りよく予定より作業は早く終わった。
ミーティングでは、まずは赤穂を中心に神
戸、明石、姫路など山陽沿線のヨット関係
者が１６名集まる。
（２日間で運営協力者は総勢３０名）競技者１４名
よりも運営側の人数の方が多いのも、この大会の特徴で、これから全国
区へ挑戦しようとするジュニア達を大人達が見守るというモチーフで行っている。内容は、２日間のタイムテー
ブル、各運営の役割や帆走指示書の確認などの話し合いであったが、最も共通理解で大事にしたことは、レース
委員長（猪谷晋一氏）の指示の下、ルール違反で失格にならないためにも、ケースが起きた場合、その場でのジ
ャッジを行うことを確認し合った。
艇の抽選では、セール№１２のくじを引いたＢ＆Ｇ高松の石川和歩くんが明日
の開会式で選手宣誓の大役を仕留めた。和歩くんは、この大会、３連覇を目指
してやって来た少年である。運も味方したようである。
この日の模擬レースでは、出艇した時は沖から吹いてくる南風が坂越湾にも入
って来て初心者には少々強い風であったが、スタート時には、安定した風とな
り、艇に慣れるとともに坂越湾の風や潮流の様子も実感できたレースとなった。
交歓会では、子ども達が好きそうなラーメン、いかの姿焼き、ケーキ。大人達
が好みそうなマグロの刺身、スズギの奉書焼き、そして、バーベキュ、さらに
は、差し入れのカキなどなど、品も量も豊富であった食材。食事が充
実していると心もウキウキとなるのは人の常である。食事関係を一手
に引き受けた本荘ヨットクラブの佐山幹児さんのご尽力であった。
２日目のレース当日は、南の風、３m/s 前後と風のコンディション
がよく、午前中で全３レースを終えることができた。優勝は選手宣誓
した高松の石川くんでこの大会三連覇をなしとげた。
今年も、このようなすばらしいロケーションで行うことができたの
も、地元および関係機関，ボランティアで参加頂いた方々のお力添え
があればこそと、この行事を通して実感できたことである。

６月

家島諸島グルメクルージング

27 名参加

(6/29)

梅雨の合間をぬってジ
ュニアファミリーを中心
に男鹿島の中村荘へ行き
ました。大人も子供も活
き作りの料理を頼み、海
の幸を堪能しました。子
ども達は、日頃のＯＰ練
習とは違ったヨットの楽
しみを体験できた１日で
した。
参加艇 あかほ DREAM シャティイルアマン 出船巣

７月

赤穗市民体育祭ヨット競技大会

（７/６）

ジュニアの部 5 名参加
１位 中島大輝 2 位 上田蒼大郎

3 位 目木琉聖

４位 小路璃子 ５位 目木みゆう

市民の部
4 名参加
1 位 猪谷晋一 2 位 長安康二

3 位 黒田 司

4 位 上田健次郎

ジュニアスクール 夏合宿（７/20・21)
１日目は
坂越からＯ
Ｐ艇にてお
わん島へ上
陸。子ども
は元気、大
人はぐっす
り高いびきの
お寝んねとの
んびりムード。
2 日目はクル
ーザーにて院
下島へ上陸。毎
年の活動では
ありますが、ほ
とんどの子ども達が、２つの島は初上陸です。自然な海で遊び回った 2 日間でした。

８月

ハウステンボスヨットレース＆九州一周クルージング

(8/11～8/30)

今回の九州行きはあかほが進
水した 2000 年以来であった。
全航程参加したのは今井、松尾の
2 人。前半の 8 日間は長安、3 日
間は山田。
後半の 12 日間は檜木、
7 日間は家根。レースのメンバー
は今井・松尾・檜木・家根・猪谷
の 5 名での参加。航程は、赤穂ヨ
ットクラブのホームページのブ
ログに載せているので、また、見
て下さい。クルージングも結構天
候が不安定であったが、レース当日も大雨といった状況でした。
今回は、屋久島への航程を計画していたが、日数の都合上、行けなかったの
で、再挑戦の機会があればぜひ計画してみたいです。長期クルージングでは、何人かのメンバーが集まってこそ
行けることなので、皆さん、また、声をかけたら一緒に行きましょう。 あかほ 32 艇中 11 位

９月 高砂万灯祭ヨットレース

（9/14）
昨年は、台風の影響で、前夜祭の万灯祭だけでヨットレ
ースは中止になってしまいましたが、今年は、穏やかな天
候に恵まれ、レースにも参加し、完走して帰りました。順
位はよくありませんでしたが、第 1 マークまでの走りや
回り込みのフィニッシュでのスピンの取り込みなど結構
楽しめたレース展開でした。レースもいいですが、前夜祭
の万灯祭はとてもきれいで音楽も楽しめるイベントなの
で、皆さん、お勧めですよ
あかほ 8 艇中 5 位

１０月

第 20 回赤穂わくわく体験ヨットレース

(10/12)

32 名参加

今年は、一般の人を募集しての体験レースを行ったが、宣伝
が行き届かなかったので参加者のほとんどがジュニア会員で
あった。
当日は、台風１９号の影響で海上の状況が心配されたため、
予定していた午後からの乗船を止め、午前中のみの実施とな
った。
そのため、午前中の予定時間を延ばし、昼食を１３：００と
し、陸上でヨットレースの概略の説明後、４艇のヨットに分
乗し、赤穂わくわくランド沖を１時間ほど、操船技術の練習を行い、模擬レースを実施。
スタート時は東の強風で少々白波も立ち、初めての参加者にとってはスリル溢れた体験となったが、だんだんと
風も７～８ｍ/ｓと落ち着き、また、太陽も雲の間から見え、絶好のレース日和となった。
コースは沖の灯台付近から丸山海岸までの約３ｋｍの距離であったが、海苔網をよけるため、岸側コースと沖側
コースと２艇ずつ分かれてのフィニッシュとなった。参加者は、それぞれ、帆を調整するロープ、ヨットの傾き
をおさえるための体重移動などを受け持ってレースの醍醐味を感じることができた。フィニッシュ後、港に帰る
時は、ほとんどの参加者がかじ取りも行い操船の面白みも体験できた。
体験レース後は、会員が準備していたおでんやうどんを食べた後、レース結果を発表して模擬表彰式も行った。

第１０回赤穂わくわく矢野杯ヨットレース（ＯＰ艇）（１０/２6)
ジュニア達の 1 年間のまとめ
としてのレース。天候は初級者
にとってはすばらしいコンディ
ションで参加者全員がすべての
レースを完走できそれぞれ自信
を付けた 1 日でした。ほとんど
のスポーツは順位がつき、上位
を目指して練習に励んで自己を高めていくものですが、ヨッ
トは仲間と競争するだけでなく海の自然の優しさ、厳しさを
身体全体で感じ取れる環境で育っていきます。その自然の豊
かさにも気がついてくれることを期待して来年もやっていき
たいです。
〈レース結果〉
１レース ２レース ３レース 得点
順位
中島 大輝
１
１
１
３
１
上田蒼大郎
２
２
２
６
２
小路 璃子
３
３
３
９
３
目木 琉聖
４
４
５
１３
４
目木みゆう
５
５
４
１４
５

１１月

こんぴら参りクルージング（11/1～3)
今年のこんぴらは、雨で荒れ模様という天気予報でした
が、決行しました。1 日目は、何とか朝方だけの雨でした
が、2 日目の白石島へのクルージングは大変だったようで
す。（長安は初日だけの参加）ただ、いつもながらの多度
津のメンバーのおもてなしにより美味しい肴とお酒が飲
めました。少々、離れているヨット仲間と 1 年に 1 度の
ご対面の行事。色気はないものの古代の七夕のお話と一緒
ですね。この行事も欠かせないイベントの１つです。
9 艇中
参加
あかほ DREAM

