2012 年ISAFデヴェロップメント＆ユース委員会
（Development and Youth Committee ＝ D&YC）
会議報告
ISAF デヴェロップメント＆ユース委員会

委員

柴沼克己

（国際委員会委員）

会議開催日：11 月 4 日（日）9：00～13：30
開催場所：アイルランド・ダブリン・ダンレアリ ロイヤルマリンホテル
委員会委員（正副委員長を含む）21 名中 14 名＋ISAF 担当副会長 Nazil Imre＋ISAF 担当事務局
（Training and Development Manager)Dan Jasper と女性事務局員が出席
文中の「009-12」等の数字は 2012 年提案（サブミッション）番号 009 意味します。提案の詳細につ
いては、ISAF の WEBSITE から取り出して見てください。なお以下の参考和訳について不明な点等あ
りましたら原文にあたって下さい。
なお、会議で承認された提案はカウンシル会議に D&YC の意見として報告され、審議されます。
従って D&YC の承認が ISAF の最終決定ということではありません

1、 開会のあいさつ･･･Olivier Bovyn（委員長）
2、 前回会議の議事録･･･承認
3、 提案（サブミッション）の審議
(a) 009-12 … 「D&YC の名称と権限の変更」（規則 6.3）について／カナダヨット協会提案
･･･却下《カウンシル会議前に取り下げられた》
(b) 037-12 … 「コーチのためのテクニカルコースの ISAF 指名専門家」（規則 6.3.3） に関
する ISAF クラスコーチについて／D&YC 委員長提案
･･･承認（一部修正／「最初の任命には MNAs の承認が必要」を挿入する）
《カウンシル会議・・・承認》
(c) 038-12 … 「コーチのためのテクニカルコースの ISAF 指名専門家」（規則 6.3.3） に関
する指名専門家について／国際カイトボーディング協会案
･･･承認（一部修正／「最初の任命には MNAs の承認が必要、詳細の手続きにつ
いては 2013 年に開催する Development シンポジュームにて定められる、ISAF
委員会の推薦と似たような手順とする」を挿入する）
《カウンシル会議・・・承認》
(d) 039-12 … 「コーチのためのテクニカルコースの ISA 指名専門家」（規則 6.3.3） に関し
国際カイトボーディング協会が ISAF 指名専門家を推薦することについ／国
際カイトボーディング協会提案
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･･･承認（一部修正／「最初の任命には MNAs の承認が必要、詳細の手続きにつ
いては 2013 年に開催する Development シンポジューム）にて定められる、
ISAF 委員会委員の推薦と似たような手順とする」を挿入する）
《カウンシル会議・・・承認》
(e) 040-12 … 「MNA 認定」 に関する ISAF 公認トレーニングについて／D&YC 委員長提
案
･･･承認《カウンシル会議・・・承認》
(f) 041-12 … 「外洋トレーニング」に関して ISAF トレーニング資料の所用の利用について
いて／D&YC 委員長提案
･･･保留《カウンシル会議前に取り下げられた》
(g) 042-12 … 「ISAF モーターボートトレーニング指針」を LSTP に包含させることについて
の検討／ D&YC 委員長提案 （LSTP: Learn to Sail Training Program)
･･･承認《カウンシル会議・・・承認》
4、 委員会の活動
（a）2011 年 11 月から作業部会によりなされた進捗の報告･･･Olivier Bovyn
（b）2012 年 ISAF デヴェロップメントシンポジウム報告･･･Nazil Imre ISAF 副会長
＋Dan Jaspers
・3 月 17 日～18 日にアイルランド・ダブリンのホースヨットクラブで開催され、13
か国から 29 名が参加した（アイルランド、トルコ、フランス、南アフリカ、セ
シール、ロシア、オランダ、ニュージーランド、アイスランド、アラブ首長国
連邦、韓国、スペイン、ポーランド）
・2013 年のシンポジウムは 4 月 13 日～14 日にオマーンでの開催を計画
(c) トレーニングとデヴェロップメントに特に関連している ISAF 戦略計画に提示され
ている目標の見直しと、どのようにして委員会はこれらの目的に向かって
2013-2016 の期間に継続していくかを助言する･･･Dan Jaspers
5、 委員長の年次報告･･･Olivier Bovyn
（a）2012 年 1 月 1 日からの委員会の作業に関する委員長の口頭報告
6、 オリンピックソリダリティー(OS)･･･Dan Jaspers
(a) 2012 年の全ての OS の概容についての口頭報告
(b) 2012 年の ISAF トレーニングスカラシップについて ISAF トレーニングスカラシッ
プコーディネーターである Richard Percy による口頭報告
(c) 2012 年コーチのための ISAF テクニカルコースに関する口頭報告
7、 ISAF 指名専門家の任命･･･Olivier Bovyn
(a) ISAF 指名専門家としての地位の任命と地位の更新に関する申請を検討すること、
8、 ISAF ユースワールド･･･Nazil Imre ISAF 副会長
(a)アイルランドで開催された 2012 年 ISAF ユースワールドについてナジリ・イムレ
(副会長)からの口頭報告
9、 クラスからの報告
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（a）デヴェロップメント・プログラムと新しい試みに関する ISAF クラスからの何らか
の報告に留意すること･･･Olivier Bovyn
2012 年の国際オプティミストディンギー協会からの報告･･･IODA Helen,R.Wilkers
10、 勧告･･･Olivier Bovyn
サブミッションに基づかないカウンシルへの勧告の検討
・ユースワールド選手権大会小委員会と D&Y 委員会から構成される作業部会メンバー
の任命について
11、 その他の事項･･･Olivier Bovyn
・コネクトツーセーリングのパートナーについての報告･･･Dan Jaspers
新パートナー：MBrands（パフォーマンスパートナー）
Goalscape（パフォーマンスパートナー）
spiniock（オフィシャルサプライヤーパートナー）
従来からのパートナー:
Rs セーリング（オフィシャルサプライヤーパートナー）
ホビー（オフィシャルサプライヤーパートナー）
ハートレーボート（オフィシャルサプライヤーパートナー）
レーザーパフォーマンス（オフィシャルサプライヤーパートナー）
トッパーセールボート（オフィシャルサプライヤーパートナー）
・その他特になし、
Olivier Bovyn 委員長と Nazil Imre ISAF 副会長から 4 年間の活動について謝意が述べられた。
以上
（記：2012.11.15）
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