日本 OP 第 5-20-12 号

2020 年度

第 6 回日本オプティミストディンギー協会 理事会 議事録

[日時]

2020 年 10 月 31 日（土）10:00～15:00

[場所]

電子会議（ＺＯＯＭ利用）

[出席] 濱本理事長、髙山副理事長、松尾副理事長、中村理事、青野理事、飯島理事（AM のみ）
本多理事、菅澤理事、西村理事、山田理事、村松理事（PM のみ）、安永理事、秋山監事、檜皮監事
[欠席] 秋山監事
議長：濱本理事長、議事録：青野理事、確認：菅澤理事、西村理事
１．議事に先立ち、濱本理事長から開会挨拶があり、議事録作成者と確認者を決定して審議を実施した。
２.前回議事録の確認が行われた。
３.議案
１） 総務委員会
１．事務局議案【高山理事】
ＪＳＡＦイベント主催者保険の継続加入：東西前の 9/14 に加入完了済。
実績¥20,000/延べ 1000 人未満(昨年の 2000 人未満から半減、¥28,000 から¥20,000 に支出削減)
※昨年の半分に変更した
総会について：規約により１２月までに開催必須→12/5(土)10 時に決定済
役員改選：理事８年満期：なし

会長副会長改選：なし

理事改選：濱本さん、本多さん、菅澤さん、飯島さん、監事改選：檜皮さん
規定の改版：なし（但し法人化の状況による）
規定改版時には評議員の 2/3 以上の賛成（委任状含む）が必須（規約第 21 条 2 項）
総会準備のスケジュール；
９月２０日
１０月

７日

選挙管理委員長の決定→福岡の岡田元理事に決定済
役員改選の公示済（選挙管理規定３条２）により、選挙４５日前までに公示）

１０月３０日

会計監査完了締切→監査済

１０月３１日

総会資料の最終締切＆最終確認

１１月

役員公募締切（選挙管理規定１４条により、選挙３０日前）

５日

１１月１４日

総会開催案内、資料の評議員への発送期限
（規約１９条３）により、開催２１日前までに発送必須）

１１月２９日

総会出席評議員の出欠締切
総会の成立には評議員の 1/2 以上の出席（委任状含む）が必須

１２月

５日

総会開催（１０時、ＺＯＯＭ）

※課題：役員選挙で投票となった場合、オンラインＺＯＯＭでできるか？
２．会計議案【飯島理事】
東日本、西日本大会の会計を含める事とする事になった
３．広報議案【青野理事】
現状特に無し

４．国際事務局議案【西村理事】
AGM 今年は不参加
５．協賛議案（旧イヤーブック）【菅澤理事】
全日本 JODA の協賛は、フォーシーズ様、デンマーク農業理事会様、ライオンズ財団様の
3 社より協賛いただける事となった
イヤーブックに今年の中止となったレースも入れ、カラー電子版で作成中
６．法人化議案【濱本理事長】
濱本理事長と檜皮監事が近日中に会い、相談を進める
事務局を何処にするのか？などを継続検討とした
7. 全日本大会出場の学校へのお願い文について
内容確認し、理事長名での発行とする事となった

２）レース委員会(松尾副理事長)
１．

全日本 OP 準備状況
１）NOR 公示済み
２）エントリーはほぼ完了
３）協賛状況（スポンサー、物品提供など）
全日本 JODA の協賛は、フォーシーズ様、デンマーク農業理事会様、ライオンズ財団様の
3 社より協賛いただける事となった
４）SI 作成中
５）JODA 役員派遣
撮影（青野 S）、計測（村松 S）、レース委員会（松尾）、檜皮さん
レーザーワールドでクラスターが発生した
ドクター1 名とナース 2 名を JSAF より派遣してもらい、症状の確認と判断をしてもらう、
ゲートは一か所、検温も毎日ゲートでチェックするか？
などの検討をこれから行う、マスク、手洗いに徹底
大会が終わった２週間後に健康状態の提出をしてもらう

２．2021 年 2 月

2 次選考会

１）開催地決定

高松は辞退、蒲郡の立候補

２）蒲郡にて決定

海陽海洋が協力体制

３）NOR 作成中

レース日程、参加費、コロナ対策等

４）JODA 派遣役員

プロテスト（檜皮 S）、計測（村松 S）、レース委員会（松尾）
海外派遣（西村 S）※最終日のみ、費用負担 JODA

５）愛知県連より、2 次選考会の最低 5 年連続開催の申し出あり。
（複数年のほうが協賛を募りやすいため。）
※総会にて確認する

３．2021 年全日本 OP の公募
１）第 53 回全日本オプティミスト級セーリング選手権大会開催地、2020 年 6 月末に公示、9 月初
旬締切で公募を行ったが応募無し。
２）今年の全日本 OP までに決める？

保留する？

※保留とする
３）候補は、琵琶湖、光、別府・・・等
４．2020 年アジアビーチゲームズ

中国・三亜

海外派遣委員会より報告
※当初は 8 月だったが、4 月へ延期、12 月頭のワールドセーリングにて決定

３）強化海外派遣委員会(西村理事)
1.

国際レース

AGM == > ヨーロッパ選手権開催中に開催済 不参加
議事録が公開されたら公表します。
IODA アジア＆オセアニア選手権大会 ( 開催地：スリランカ コロンボ ゴールドファイスグリーン )
== > 大会日程決定 : 2020 年 12 月 6 日から 13 日 (もとは 2020.6.6-13 からの変更)

※スリランカの空港がやっとオープンになったが、まだ特別な人のみビザが発給される状況である
また新しい動きがでたら情報を共有する

2.

国際レース情報 :

アジアビーチゲームズ (2020.11.28 〜 12.6＝>変更済) 開催地 : 中国 三亜(サンア)

競技種目 OP(男女) /テクノ 293 / レーザー4.7 / フォーミュラーカイト の 4 クラス
2005 年 1 月 1 日以降に生まれた方で上限は 15 歳
エントリー締切 8 月末

== > 8 月の JOC 和歌山にて選考済の選手
*東道すず選手、堤悠人選手
*日程が延期変更。
新日程：2021 年 4 月 2 日（⾦）〜10 日（土）
尚、年齢制限などについてはどうなっているのか再確認中で
現在 JSAF からの連絡待ちの状態。

3.

2021 年度 NT 合宿 :
日程 2021 年 5 月 1 日(土曜)から 3 日(月曜憲法記念日)の三日間で海陽ヨットハーバーにて開催予定

４）普及育成委員会(山田理事)
1. パンフレット

・HP に掲載（印刷無し）

2.Facebook での記事

・OP 卒業生の写真とメッセージを掲載

・過去最高の 139 イイね獲得
・第 2 弾の人選済み

５）テクニカル委員会（村松理事）
①

事業報告
a. 選考会(2/21-25)の計測
蒲郡の広い屋根下スペースが使えたために、効率の良い計測が実施できた。
b. 東日本大会の計測
コロナ渦の中、極力選手との接触を避ける工夫を行った。
具体的には、選手自身に事前の計測書の作成をお願いして、
バースにおけるレジストナンバーのチェックのみをコーチとだけに行った。
c. 11 月の江ノ島における全日本においても、第１日目の午前の短時間で、
部分的な（セイルとハル重量）行うこととした。
② 予算請求
a. 講習会開催補助金として、＠ 25,000 ×

２回分

＝

50,000 円

b. ハル用重量計（2004 年購入）の寿命が来ていると感じる。
具体的には、毎回約 20g の誤差があり修正を余儀なくされている。
@ 25,000 円
c. フォイル用重量計の電池、@1,000 x ２回分 ＝ 2,000 円
合計 77,000 円を請求いたします。
4.その他
年次総会の内容を確認した
次回理事会
*2020 年 12 月 5 日（土） 10 時より総会にて
以

上

