
2020年1月31日

2020年1月27日現在
2020年度

外洋湘南　主催・共同主催レース日程

KTS：関東トラディッションシリーズ 以下のレースは島廻りレースシリーズとして年間表彰されます。

表彰式は12月 3日(木)　関東外洋四団体合同忘年会場にて行ないます。

5月 第70回大島レース30（土）-31（日）

開催予定日 レース名 主催団体

開催予定日 レース名 主催団体

外洋湘南

外洋湘南

7月 第61回パールレース23（木・祝）-26（日）
日本セーリング連盟

外洋東海
外洋湘南

8月 第15回石廊崎レース22（土）
リビエラリゾート

三浦外洋セーリングクラブ
外洋湘南

リビエラリゾート
三浦外洋セーリングクラブ

外洋湘南
リビエラリゾート

三浦外洋セーリングクラブ
外洋湘南

Trans-Sagami Yacht Race 202023（日）

11月

10月

4月   4（土） - 5（日） 第65回初島卯月レース KTS#1

KTS#2

KTS#3

KTS#4

KTS#5

外洋三崎

5月 30（土）-31（日） 第70回大島レース 外洋湘南

9月

10月

19（土）-20（日） 第65回神子元島レース 外洋三崎

  3（土） - 4（日） 初島ムーンライトレース 外洋三崎
10月
-11月 31（土） - 1（日） 第58回小網代カップレース 三浦外洋セーリングクラブ

外洋湘南水域の他団体主催の主なレース 詳細は主催団体のウェブサイトなどで確認ください。
開催予定日 レース名 主催団体

4月 18（土）-19（日） NIPPON CUP 葉山スプリングシリーズ2020 葉山マリーナヨットクラブ

9月 21（月・祝）-22（火・祝）第32回初島ダブルハンドヨットレース 逗子マリーナヨットクラブ

9月 19（土）-20（日） 逗子レガッタ2020 逗子マリーナヨットクラブ

11月 8（日） 2020ルヴァンカップ 江の島ヨットクラブ

10月 17（土）-18（日） NIPPON CUP 葉山オータムシリーズ2020 葉山マリーナヨットクラブ

湘南コモドアズカップ2020

第38回リビエラ逗子マリーナヨットレース
加山雄三 invitational 「若大将カップ」25（日）

22（日）

外洋湘南ホームページ http://www.jsaf.or.jp/shonan

＊1.諸般の事情により日程が変更になる場合があります。
＊2.最新情報、各レースの詳細情報（レース公示など）は外洋湘南ホームページをご覧ください。
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事務局より

■「外洋湘南会員証」（裏面にJSAF会員証印刷）送付
　2020年度会費を3月15日までに納入の会員には、3月末日までに郵送にてお送りします。
　また、外洋湘南会員証の裏面にはJSAF会員証を印刷して配布します。

A-1.JSAFメンバー登録料およびA-2.艇登録料は、（公財）日本セーリング連盟に納める費用です。
B-1～3.の合計金額（特別会員8,500円、正会員5,000円）が外洋湘南の会費となります。
上記表の金額は、会費の支払い方法が口座振替の場合です。
口座振替未契約者は表の金額に3,000円が加算された金額となります（会費納入規則による）。
JSAFメンバー保険【JSAF会員に付帯】JSAFメンバーには「JSAFメンバー保険」が付帯されています。
・｢JSAFメンバー保険｣に関しての詳細は、JSAFホームページ「保険制度」にてご確認下さい。
　→http://www.jsaf.or.jp/hoken/outline.pdf
C-1.セーラーズ保険（=スポーツ保険）【任意】セーラーズ保険への加入は任意です。
・新規加入を希望される方は、保険料+手数料￥150と生年月日、性別の申告が必要です。2月15日までに事務
局へ連絡いただいた場合、口座振替会員は会費と共に引き落とし可能です。
・詳細はスポーツ保険のホームページ（http://www.sportsanzen.org/hoken/）お知らせの
  「スポーツ安全保険のあらまし」区分『Ｂ』もしくは『Ｃ』をご覧ください。
　　　　　　　事故が起きた場合は、速やかに事務局までご連絡下さい。

■「年会費」のご案内2020年度の会費内訳は下記の通りとなります。（前年度と同じ）

【特別会員】艇所有者 一般会員【正会員】

■JSAF会員証の完全電子データ化　メールアドレス登録必須
・JSAF会員証は、2017年度から電子データとなりました（PDFデータにて表示提出が可能）。
・電子会員証はメールアドレスを登録しないと取得できません。未登録者は至急メールアドレスを
外洋湘南事務局までご連絡ください。
メールアドレスをお持ちでない場合は、外洋湘南事務局までご一報ください。

■住所など登録情報のご確認を！
登録情報の変更については、必ず事務局まで連絡いただくか、
または自身のJSAF会員サイトで自ら変更ください。

■特別会員(艇所有者)の皆様
･ 登録艇データと実際の所有艇と違っている場合があります。今一度登録艇のセールナンバー、
　艇名、艇種をご確認ください。訂正がございましたら、事務局までご連絡下さい。
･ 会員証と同じように自身のJSAF会員登録システムから『艇登録証明書』をデータで入手可能に
　なりました。

■氏名のローマ字表記について
2020年度より、ローマ字表記が「姓→名」の順に統一されます。
現在「名→姓」でご登録の皆様におかれましては、ご了承ください。

外洋湘南事務局 sorc@jsaf.or.jp 03-5336-8004メール ファックス

JSAFメンバー登録料

外洋湘南会費
外洋湘南基金

合計
セーラーズ保険加入者　　

区分C　保険料
セーラーズ保険加入者合計

区分B　保険料
セーラーズ保険加入者合計

6,500円

4,000円
1,000円

11,500円
＜任意＞
1,850円
13,350円
1,200円
12,700円

JSAFメンバー登録料
艇登録料

外洋湘南会費
外洋湘南基金
オーナー会費

合計
セーラーズ保険加入者　　

区分C　保険料
セーラーズ保険加入者合計

区分B　保険料
セーラーズ保険加入者合計

A-1.
A-2.
B-1.
B-2.
B-3.

C-1a.

C-1b.

A-1.

B-1.
B-2.

C-1a.

C-1b.

6,500円
3,000円
4,000円
1,000円
3,500円
18,000円
＜任意＞
1,850円
19,850円
1,200円
19,200円

JSAFへ納入
9,500円

外洋湘南分
8,500円

64歳以下
64歳以下
65歳以上
65歳以上

JSAFへ納入
6,500円

外洋湘南分
5,000円

64歳以下
64歳以下
65歳以上
65歳以上

外洋湘南HP

日本セーリング連盟メンバー ログイン https://kaiin.jsaf.or.jp/auth/login



【IRCレーティング】更新、新規共に1月から受付を開始しております。
2019年度証書からの主な改正点
①ウイスカポールを搭載の艇は申告が必要となりました。
②変更がある場合変更等申告書（RV）はIRC事務局に直接メールで提出
③2019 年証書から変更がない場合は、更新申告書の提出は不要です。
申し込み方法 ： JSAF 外洋計測委員会IRC委員会サイト＞新着情報＞「2020年IRC証書申
し込み」の中に掲示されている「お申込みはこちらから」ボタンから行います。
2018年度証書からの更新 ： 2019年度証書と同様に手続できます。
ご不明な点はJSAF IRC委員会事務局もしくは外洋湘南事務局IRC担当古関 までお問い
合わせください。

【ORCレーティング】3月より順次証書発行を進めていく予定です。
新しい申込書類はJSAF ORCサイト(jsaforc.org )から入手できます。
「ORC申し込み」ページの「2020年 ORC申請手順」をご参照ください。
2019年度取得艇にはORC委員会から更新資料がメールで配信されます。直接申し込みが
可能です。
変更等がある場合には、申込書中程にあるコメント欄に記入ください。ORC事務局からご連
絡します。
2020年度から通常証書に加えて「ダブルハンド証書」も発行できるようになりました。
新規のORC証書申し込みも外洋湘南事務局へお問い合わせください。
詳細は外洋湘南事務局またはORC事務局（office@jsaforc.org）へお問い合わせくださ
い。

■さらに詳しい情報は下記のウェブサイトを参照ください。

2019年度発行の証書有効期限は、以下となります。
　【I RC】=2019年12月31日（現時点期限切れ）
　【ORC】=2020年3月31日
レーティング証書の発行には、申請（正確なデータが揃った状態）から発行までに３週間以
上が必要です。郵送および内容の確認（オーナー署名）などの期間を含め、自艇が必要な
時期の１ヶ月以上前には申請手続きを行なうことをお勧めします。
3月、4月は更新手続きが集中し、大変混み合います。早めに手続きください。

2020年1月31日
外洋湘南からのお知らせ-2

■更新/新規取得のお手続きは早めに！

計測委員会より 外洋湘南事務局 sorc@jsaf.or.jp 03-5336-8004メール

IRC jsaf irc.com ORC  jsaforc.org

ファックス
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VHF 71/74ch使用の場合は、JSAF無線海岸局への加入証明書が必要です。

無線海岸局「みさきヨット」への加入方法
JSAFの無線海岸局の一つである「みさきヨット」への加入証明発行手続きは、
みさきヨット事務局にて行います。「みさきヨット」ウエブサイトの【加入手順】
に従ってお申込み下さい。
みさきヨットは、外洋湘南、外洋三崎、三浦外洋セーリングクラブの3団体で
運営しています。

■「外洋湘南総南総会」は5月23日（土）を予定しています。
詳細は、会員証送付時（3月中）にご案内いたします。
総会後には、催事、懇親会を企画しています。

■がんばれフラッグ
外洋湘南では、いろいろなシーンで活躍する会員に、『がんばれフラッグ』を贈呈しま
す。　「がんばれフラッグ」贈呈の自薦、他薦お待ちしています。

■JSAF無線海岸局加入
・

・

2020年1月31日
外洋湘南からのお知らせ-3

外洋湘南事務局 sorc@jsaf.or.jp 03-5336-8004メール ファックス

通信委員会より

無線海岸局への船舶局加入規程 http://www.jsaf-anzen.jp/1-5.html

みさきヨット http://www.jsaf.or.jp/miura/misakiyacht/vhf-index.html

総務委員会より

・




