実施要項
一般社団法人 日本ジュニアヨットクラブ連盟
１ 大会名

ジュニアヨットクラブジャンボリー ２０１6

２ 主催

一般社団法人 日本ジュニアヨットクラブ連盟 (以下JJYUと云う)

３ 後援

ＮＰＯ法人静岡県セーリング連盟 （予定）
関東水域ＯＰ連絡会
（順不同）

４ 協力

静岡県立三ヶ日青年の家
東京都立若洲海浜公園ヨット訓練所
静岡県セーリング連盟浜名湖ジュニアクラブ

５ 会 場

（順不同）

静岡県立三ケ日青年の家
〒431-1402 静岡県浜松市北区三ヶ日町都筑523-1
TEL（053）526-7156 FAX（053）526-0665

６ 使用艇種

①OP級 ②レーザー4.7
③レーザーラジアル、シーホッパー級SR、ミニホッパー級その他どんな艇でも（自艇参加のみ）

７ 期 日

平成２７年５月３日（火）・４日（水）・５日(木)の計３日間

７ プログラム
①クラブの枠を超えて合宿しながら２泊３日を過ごします。
②元ＯＰ級セーラーで、活躍した若手コーチ、またコーチ経験豊富な方に指導していただきます。
③多くのドリルを用意して集中力が維持出来るように、密度の濃い練習をします。
④チャーターボート（ＯＰ級）を準備して遠方からの参加者の負担を軽減します。
⑤スタンドアップパドルボート、カヌーなどに乗艇できる機会を作り、
マリンスポーツの楽しさを体験します。
⑥皆で準備し協力し皆で片づける、大きな声で挨拶が出来、後輩の面倒をみる子供になって帰るようにします。

便所のスリッパは右写真のように揃えること玄関では脱いだ靴をつま先
から入れ段の上のスリッパ

食堂では食べ終わったら
テーブルの上、下など布

⑦保護者勉強会、指導者勉強会を準備します。
⑧特にクラブ員の初心者には丁寧に乗り方等指導します。
８ 行事日程

お風呂場の桶（おけ）は風呂
から上がる時片付ける

5月3日 （火曜日）

5月4日 （水曜日）

5月5日 （木曜日）

08:30-10:00
08:00-10:00
08:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
13:30-16:30
16:30-17:00
17:30-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00:-20:30
同上
20:30-21:30
22:30
6:30
7:10-7:40
7:40-8:10
8:30-9:00
9:00-12:00
12:00-13:00
13:30-17:00
17:30-18:00
18:00-19:00
19:00-20:30
20:30-21:30
22:30
6:30
7:10-7:40
7:40-8:10
8:30-9:00
9:00-12:00
12:00-13:00
13:30-14:00
14:00-15:00

艇搬入作業
ジャンボリー受付
受付完了後各自艇の準備、練習準備

マリーナ広場
艇庫前
マリーナ広場
研修室１
研修室１
マリーナ広場
湖上

開校式入所式
オリエンテーション
昼食
第一日目 湖上ジャンボリー体験A
入室、シーツ配布
夕べの集い（全員参加必修）、連盟旗降下、出会いの広場
食堂
夕食 歌の練習
講演会（講師 武村 洋一氏）
研修室 1
子供はヤングコーチによる勉強会
研修室 １
父兄勉強会(講師 ＪＪＹＵ理事）
研修室 ３
入浴
浴室
消灯
部屋
起床
朝の集い（全員参加必修）、連盟旗掲揚 出会いの広場
朝食
食堂
活動説明
マリーナ広場
第二日目 湖上ジャンボリー体験B
湖上
昼食
マリーナ広場
第二日目 湖上ジャンボリー体験C
湖上
夕べの集い（全員参加必修）、連盟旗降下、出会いの広場
夕食
食堂
勉強会
研修室１、３
入浴
浴室
消灯
部屋
起床
朝の集い（全員参加必修）、連盟旗掲揚 出会いの広場
朝食
食堂
活動説明
マリーナ広場
第三日目 湖上ジャンボリー体験D
湖上
昼食
マリーナ広場
退所式
出会いの広場
片付け、解散
マリーナ広場

７ ヨットの種類（５クラス）
ジュニア用ヨット（ＯＰ級ヨット）
ユース用シングルハンド（レーザー４．７、レーザーラジアル、シーホッパー級SR、ミニホッパー級）
スタンドアップパドルボート（通称：SUPサップ）、カヌー等の体験

８ 参加対象者
ヨット、ウィンドサーフィン乗艇経験１年未満～中級の子供とその父兄、クラブ指導者
９ カリキュラム
活動プログラムは当日発表します。当日の天候により、変更又は中止する場合があります。
１０ 募集人数（定員）
①ヨット経験１年未満の小学１年生～中学３年生までの男女
②ヨット経験１年以上２年未満の小学１年生～中学３年生までの男女
③父兄でセーリングに興味のある方（未経験者歓迎）

④普段ＯＰ級に乗っているが他のヨットやSUP、カヌーに乗ってみたいと興味のある方
⑤ヨット経験２年以上で技術的に上達したい小学生～高校生までの男女（自艇参加が原則）
①～⑤で計１００名
尚応募者が定員を超えた場合は、締切り後抽選により参加者を決定し、応募者に連絡します。
１１ 参加料
【ＪＪＹＵ登録クラブの場合】
選手、コーチ・指導者とも２泊３日の宿泊代＋５月３日の昼食～５月５日の昼食まで含む
選手各１名１５，０００円（自艇）
選手各１名１９，０００円（自艇無し）
【ＪＪＹＵに登録していないクラブの場合】
選手、コーチ・指導者とも２泊３日の宿泊代＋５月３日の昼食～５月５日の昼食まで含む
選手各１名 １９，０００円（自艇）
選手各１名 ２３，０００円（自艇無し）
保護者・コーチ各１名 １９，０００円
【参加する選手の弟、妹】 ＪＪＹＵ登録クラブ、未登録クラブとも
１名８，０００円（選手と同様に２泊３日の宿泊代＋全食事付き）
【チャーター艇希望】旧式ＯＰ級 １艇 ８，０００円（期間中）
【注意】参加費支払いは事前振込みのみです。尚、宿泊数の変更、食事の数変更等は受け付けられ
ませんのでご協力をお願いいたします。
振込み人はカタカナで「ジャンボリー」とクラブ名または自分のお名前の前に打ち込んでください
振込先 三菱東京ＵＦＪ銀行 横浜支店 普通口座 ４０５４４０６
一般社団法人 日本ジュニアヨットクラブ連盟
代表理事 佐藤精知夫
１２ 参加申込
４月２０日必着で所定の申込書に記入後下記宛先にe-mail又は郵送して下さい。
所定の申込書はＪＪＹＵホームページからも取得できます。
【申し込み先】
一般社団法人日本ジュニアヨットクラブ連盟
ジュニアヨットクラブジャンボリー２０１６ 実行委員 元 憲幸
実行委員事務局/〒251-0038 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡 ２－１６－１１
ＦＡＸ ０４６６－２８－１５５０
Ｅ－mail mnmoto@carrot.ocn.ne.jp
携帯電話 ０９０－１０３９－３８６７

１３ 持ち物（携帯品）
水に濡れても良い服装（運動出来る服装）、着替え一式、タオル、
運動靴（サンダルは不可）、帽子、健康保険証（写しで結構です）等。
１４ 救命具
参加者は離岸から着岸までの間は有効な浮力を有する適切な救命具を着用しなければなりません。
参加者各自が用意して下さい
１５ その他
ジャンボリー期間中はハーバーや浜名湖にごみを捨てない。気が付いたごみは拾いゴミ箱に捨てて下さい。
ジャンボリー期間中は指導者の指示に必ず従って下さい。
参加者は必ず保険に加入して参加してください。受付時に保険加入のチェックを行います。
未加入の場合は現地で保険加入を受け付けます。（別途経費と致します）
１６ 本件問い合わせ先
一般社団法人 日本ジュニアヨットクラブ連盟
実行委員長 元 憲幸
実行委員事務局 〒251-0038 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡 ２－１６－１１
ＦＡＸ ０４６６－２８－１５５０
Ｅ－mail mnmoto@carrot.ocn.ne.jp
携帯電話 ０９０－１０３９－３８６７

（１）施設配置図（所内全体図）

（２）施設平面図・防災設備・避難経路（本館・体育館・艇庫）
→は、避難経路です。入所した際には必ず確認してください。
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