
 

令和４年４⽉２⽇ オンライン帆友会総会 議事録  

  

＜司会進⾏＞⾦川総務委員⻑  

  

式次第  

  

●物故者黙祷：⾦川総務委員⻑ 19:00〜19:03  

昭和 16 年卒 川⾢正男 先輩     

      昭和 22 年卒 堀⾦蔵 先輩  

      昭和 24 年卒 吉⽥泰次郎 先輩  

      昭和 36 年卒  七條⽂昭  先輩  

      昭和 36 年卒  宮原弘義  先輩  

●会⻑挨拶：岡部会⻑ 19:03〜19:05  

●議⻑選出：⾦川総務委員⻑より岡部会⻑を指名 19:05~19:07  

●審議事項：岡部会⻑ 19:07〜19:25  

   ・令和３年度 会計報告：⼤⽊会計担当  

   ・令和４年度 予算案：⼤⽊会計担当  

   ・令和３年度  事業報告：⾦川総務委員⻑  

   ・令和４年度  事業計画：⾦川総務委員⻑  

●議長解任 

● 協議事項 19:25〜20:20  

・100 周年記念事業をどうしたらよいか？（お尋ね）：⾦川総務委員⻑  

・艇庫建設について（報告・お願い）  

●各⽀部より 20:20〜20:30  

・関東⽀部：佐々⽊幹事⻑  

・関⻄⽀部：富崎総務 

・南九州⽀部：橋元総務  

●監督挨拶：平畑監督  20:30〜20:33  

●顧問挨拶：⼭⼝顧問  20:33〜20:36  

●コーチ挨拶：⾼崎コーチ   20:36〜20:38  

●現役活動報告：⼭下主将   20:38〜20:40  

●その他(報告事項) 20:40〜20:48  

  

  

  

  

  



 

●物故者黙祷  

昭和 16 年卒 川⾢正男 先輩     

     昭和 22 年卒 堀⾦蔵 先輩  

     昭和 24 年卒 吉⽥泰次郎 先輩  

     昭和 36 年卒  七條⽂昭  先輩  

     昭和 36 年卒  宮原弘義  先輩  

  

●会⻑挨拶  

岡部会⻑：2 年連続で対⾯での総会を実現できなかった。こういった形ではあるが元気なお顔

を⾒ることができ嬉しく思う。帆友会の年度初めに決めないといけないことを含め審議に加わ

り意⾒をいただきたい。福岡では感染に関する規制は外れているはずだが、今少しずつ増えて

いるところなので、セーリング競技に影響がないことを祈っている。帆友会の活動の⽅も、A 

級ディンギーの全国⼤会も連続で開催できていないが、今年は東京の⽅でやるということで進

んでいる。博多湾の OB 戦も開催したい。そうした⼤会で皆様とお会いしたい。  

  

●議⻑選出  

⾦川総務委員⻑より岡部会⻑を指名→承認     

  

●審議事項  

・令和３年度会計報告  

⼤⽊会計：決算としては、251 名の先輩⽅の寄付の寄付を含めて、360 万 3000 円となってい

る。これは、ほとんど⽬標額ということになっている。納⼊率に関しては、約 50％である。

今後、納⼊率が上がるように努⼒していきたいので、協⼒を頂戴したい。広告掲載料について
は、現役部員が事業者をまわってくれた結果 8 万 5000 円となっている。そして、前 
年度の積⽴⾦が 100 万円となっている。予算としては、472 万 9274 円となっている。⽀出に

関しては、ヨット部の援助費として、現役部員のセール購⼊や新⼊⽣の勧誘費⽤に使うという

こととなった。艇庫建設基⾦として 100 万円を九州⼤学に寄付している。したがって今年度

の積⽴⾦としては、50 万円を積み上げて、150  万円ということになっている。合計として 473 

万  9074 円の⽀出となっている。別⼝座にもこれまでの積⽴⾦があり、それの収 

⼊が 43 円となっており、合計が 3 万 5313 円となっている。  

→承認  

  

・令和４年度予算案  

⼤⽊会計：予算案に関して、まず収⼊の部としては、新卒の部員が 10 名ほどいることを考

慮して、260 名による 370 万円の納⼊を⾒込んでいる。それから、別途積⽴⾦が前年度の 



 

150 万ということで合計 533 万 773 円の収⼊を予定している。⽀出の部では、例年度の⽀ 

出を参考にしている。それから、⼀応コロナの状況がどうなるか分からないので、昨年度はな

かったが、旅費として 20 万円ほど組んでいる。別途積⽴⾦が 190 万程度になる予定である。  

九州⼤学ヨット部基⾦会計に関して、帆友会より前年度までで 600 万円、個⼈的に先輩⽅ 

から 436 万 8841 円の納⼊を頂いている。合計としては 1638 万 841 円である。  

→承認  

  

・令和 3 年度事業報告  

⾦川総務：昨年度はコロナの影響で、ほとんどの⾏事が中⽌となっている。現役にとってはこ

のことは本当に⼤変なことで、九州インカレ個⼈戦が代の初戦となるという、⾮常に苦しい⼀
年となった。帆友会本部としても、なかなか集まれず、追い出しコンパもオンラインによる開
催となった。前年度はコロナに振り回された⼀年だった。  

  

岡部会⻑：九州インカレ、全⽇本インカレは開催することが出来たものの、多くの⼤会が中 

⽌になった⼀年だった。  

→承認  

  

・令和 4 年度事業計画  

⾦川総務：今年度は資料に⽰すような形で進めていきたい。なお、村上先輩から全⽇本 A 級デ

ィンギー選⼿権が A Class Dinghy All Japan Championship に変更されたとの連絡があった

ため、了承いただきたい。七⼤戦が東北で、九州インカレは 10 ⽉中旬に、全⽇本インカレは 11 

⽉上旬に予定されている。  

  

岡部会⻑：九州インカレは 9 ⽉ 23，24、25 に変更となっている。七⼤戦について、東北⼤学

の主管で⾏われる。OB の七⼤戦も初⽇に開催される予定である。  

→承認  

  

● 協議事項  

・100 周年記念事業をどうしたらよいか？（お尋ね）  

どの様に進めたらよいか、何をメインに据えたらよいか。  

  

⾚穂(s41)：⼀番の課題は新艇庫建設。募⾦の収集が⼤事。現在の進捗状況はどれくらいか？  

  

・艇庫建設について（報告・お願い） 
岡部会⻑：現在の進捗状況について。  



  
 

艇庫建設候補地  

①ヨットハーバー緑地帯  

②九⼤公務員宿舎敷地  

③今津  

  

①ヨットハーバー緑地帯  

メリット→ハーバーが近い、安全⾯もよい  

ヨットハーバーの運営の⺠営化が進められようとしている。  

市の港湾空港局港湾振興部が管理する⼟地であり、今は委託された指定管理者が管理、運営を

⾏っている。  

3 年後を⽬標に⺠営化を進めている。しかし、受け⼊れ企業が現れない。理由としては、年間

を通じての運営で利益を⽣むことが難しいから。業者の選定が決まらないため、ハーバーの
管理者が定まらず、市との交渉が難航。福岡県のセーリング連盟とはすでに相談済みであり、
バックアップしたいとの声をいただいている。港湾空港局の⽅とも平畑監督が直接相談し

ており、前向きには考えてくれているが、⺠営化の⾒通しがはっきりしないことで議論できず。

⼤学側も、これまで1200万円の基⾦を蓄積している実績を評価してくれているが、建設場所が決ま
らないとバックアップできないとの対応。  

  

②九⼤公務員宿舎敷地  

海側に防塁の遺跡があるので、海へつながる道を作ることはできないが、合宿所兼
艇庫という形で活⽤する⽅向。東北の震災後、地元より防災林を切ることに反対を
受けているため、建物を建てることにはハードルが高い。  

  

③今津     

市街化調整区域となっており、合宿所が⾮常に⽴てにくい地域。  

  

第⼀⽬標はハーバーの緑地帯に建てられること。  

ヨット部基⾦としては、1200 万円ほどの蓄積あり。艇庫を建てるとなると 4000 万前後の費⽤
が必要になる。  

  

⼩宮(s42)：ヨットハーバーに建てるなら、⼟地を借りる形になるのか？  

岡部会⻑：ハーバーの⼟地は間違いなく売ることはない。建てるならば⼟地を借⽤する形。 

賃借料が発⽣する。借⽤料は九⼤が払える可能性はある。  

  

⾚穂(s41)：ドッグランの施設のところに建てることは？  

岡部会⻑：ハーバー側が運営。今は市の⼟地であり、艇庫を建てるとしても、緑地帯に建てる
ことと条件に違いはない。  



  
 

⾚穂(s41)：東北⼤学の艇庫再建では、⼀⼈ 10 万で寄付をつのったときいたが？  

岡部会⻑：復興⽀援の基⾦もあった。九⼤基⾦であっても 2000  万は超える。⽬標額をさらに上

げていくならば、思い切った呼びかけも必要かもしれない。⼀⽅で、建設のめどが⽴たない状
況での呼びかけの難しさもある。  

  

⾚穂(s41)：レスキューの⽼朽化。100周年に向けて、帆友会からレスキューを送るのはどうだろ

うか。艇庫建設と並⾏して考えてみては？  

岡部会⻑：良い考えだと思う。安全⼤⼊りという考え⽅からも贈り物としてふさわしいとも思う。

およそ 800 万円で購⼊できると考えらえる。80 周年、90 周年ではおよそ 400 万円の寄付を募
った。その倍の額となる。建設地の問題で艇庫建設がさらに難航することも考えられるため、
レスキューの新艇購⼊も並⾏して考えていくことも一つの案である。  

  

佐々⽊(s59)：90周年の時の⼤きなテーマは 100 周年記念に向けた基⾦を創設することだった。

艇庫建設に向けてさらに基⾦を積み上げていくことはまっとうな考え⽅。初めの案のハーバー

の緑地帯のどれくらいの広さを利⽤するのか。  

岡部会⻑：利⽤するのは緑地帯の⼀部分。先に艇庫建設を決めて、ハーバーを運営する企業を

⼊れるいう段取りでは、順番が違うため、対応は不可能。  

  

佐々⽊(s59)：⽣野松原に建てることは、現実的でない。名前だけの艇庫になってしまう。今の 

3 案以外にもほかに候補地を考えながら、進める必要があるのでは？他⼒本願ではなく、 

⾃分たちの⼒で進められる候補地で、⼤学を巻き込んで、後どれだけの基⾦が必要なのか⾒ 

通しをたてて、プランを⽴てていかないといけないのでは。  

岡部会⻑：ヨットハーバーが⼀番なのは確かだが、⼿を付けられないのが現状。

他の案が全くないわけではないが、納得のいく場所は⾒つかっていない。  

今津の現在の艇庫は⼤学側が、⽉々賃借料を払ってくれている。そのことから新艇庫に関して

も⼤学側が賃借料をはらってくれる可能性は⾼い。上の建物に関しては OB 会のほうで建
てていきたい。より明確な案と予算を公表していきたい。艇庫建設のための委員会などを作る
ことも必要だし、進捗状況をより発信して意⾒をいただいていくことも必要。  

  

⾚穂(s41)：全国で初めての 100 周年のヨット部。式典イベントの会場をどこにするのか、
何をするのかも考えなくてはいけない。イベント会場での、シャンティーを提案。合唱団を
呼んで、現役と OB が⼀緒になって合唱するとか。  

  

実⾏委員会について  

百周年記念実⾏委員会を⽴ち上げる⽅向。ぜひ、百周年事業に関わりたいと思ってくださる 



 

 

⽅がいればご相談したいところ。  

佐々⽊(s59)：やはり福岡にいる⼈が中⼼になって進めていかないと、計画が進みにくいという
ところもある。  

  

●各⽀部より  

・関東⽀部  

佐々⽊幹事長：周知の通り、令和 3 年度は新型コロナウイルスの影響で、資料に⽰した全ての 

⾏事を中⽌せざるを得なかった。令和 4 年度についてだが、同じように資料に⽰したもの 

に従って進めていきたい。新型コロナウイルスの影響があるが、⽐較的早い 3 ⽉に⾯会を 

⾏うことで、多くの⾏事が実⾏されることを祈っている。コロナが落ち着けば、6 ⽉に関東 

⽀部総会・懇親会を⾏う予定である。  

  

・関⻄⽀部  

富崎総務：関⻄⽀部もコロナの影響でほとんど集まっていない。若い⽅に対して幹事を募った
が、思うように集まらなかった。引継ぎがあまり、順調に進んでいない。インカレが今年度は
琵琶湖で開催されるので、応援に駆け付けたい。  

  

・南九州⽀部  

橋元総務：470 ⿅屋遠征と新⼈戦において、差し⼊れと激励の気持ちを渡している。9 ⽉に 

⿅屋で開催される九州インカレ団体戦では、運営で携わる予定だが、これからも現役の⽀援

を⾏いたい。  

  

●監督挨拶  

平畑監督：成績としては、昨年度の全⽇本インカレは総合 10 位ということで、少し残念なと

ころもある。しかし、現役部員は⾊々と⼯夫しながら練習している。良い成績を今年こそは報

告したい。また、今年度は昨年度と⽐較して、部員の数が少ないことが特徴である。新3，4 年

⽣は少ないものの、新 2 年⽣が多いので、これらの育成を⾏うことで九⼤ヨット部の強さを

確保していきたい。また、新歓の際に、先輩⽅が新歓の際 Genkai に新⼊⽣を乗せて下さって

いることも、新⼊⽣確保において⾮常に⼤きな⼒になっている。この場をお借りして御礼申し

上げたい。関東⽀部の先輩⽅ともリアルでお⽬にかかることを楽しみにしている。  

  

●顧問挨拶  

⼭⼝顧問：コロナの影響で⼤学の⽅もまだ通常に戻っておらず、戻りそうにもない。ちょうど

先週⽂部科学省から授業を対⾯でやるように通達が来るなど、なるべく早く通常の状態に
もどしたいという気持ちはあるが現状なかなか難しいのではないかと思っている。部員 



 

 

も⻑い期間苦しい状態が続いているので⼤変だとは思うが、頑張っていただきたい。部員に 

は研究分野である波の中での船体運動に⼿を貸していただくこともあるかもしれない。こ
うした状況だからこそ、新しいことを始めていきたい。  

  

●コーチ挨拶  

⾼崎コーチ：現在は広島に勤めているが、毎⽉オンラインで幹部の⽅々とミーティングを⾏って

いる。始まって３，４年になる。毎⽉遠隔でマネシステムの様⼦を知ることが出来るのはよい。

良ければ応援に⾏かれた際にはマネージャーにも声掛けをして頂きたい。新⼈戦の成績が芳し

くなかったというのは正直あるが、⻄インに向けて頑張っていく選⼿を⽀えていきたい。  

  

●現役活動報告  

⼭下主将：下級⽣が多く、技術、安全⾯で劣る部分もあるが、ボトムアップに努めていく。今

年の⽬標は全⽇本インカレインカレ団体戦の総合優勝ということで、新⼈戦の結果は思う
ようなものではなかったが、今後結果が残せるように練習に励んでいきたい。10 連覇のか
かる七⼤戦でも勝ちに⾏きたい。  

  

●その他（報告事項）  

岡部会⻑：帆友会の⽅から現役諸君へ、10 万円を新人歓費として現役に寄付する。直接は

渡せないが、これを活⽤して、今年は沢⼭の新⼊⽣を勧誘してほしい。⼝座に振り込まれ
る。  

  

⾚穂(s41)：2 点注⽂をしたい。まず、執⾏部の報告があまりないので、もう少し情報発信をして

頂きたい。続いて、団員の親睦を深めることについて、関東⽀部ではゴルフ⼤会やクル ージング

などが開催されているが、福岡ではこのような催しがない。ただ現役の為にお⾦を 集めて、現役の
為にあげるということだけではなくて、せっかく多くの会員がいるのだから、積極的に働きかけ
を⾏って頂きたい。  

  

〜現役によるエール〜  

  

  


