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横浜ベイサイドマリーナ ヨットクラブ

第１２期（平成２９年度） 定期総会 式次第

平成 30年 5月 19日

開会の辞 副会長

総会の成立 会員数、出席者、委任状の報告 事務局

会長挨拶 会長

議長の選出 事務局

議長挨拶 議長

書記選出 議長

【議 案 －１】

一号議案 第１２期 活動報告と会計報告 事務局・会計

二号議案 第１３期 会長・副会長の改選 事務局

三号議案 第１３期 活動予定と予算 事務局・会計

【議 案 －２】

その他 会則変更 事務局

新会長挨拶・新役員人事 新会長

閉会の辞 副会長

配布資料：式次第、第１２期（平成 29年度）活動報告、会計報告書

第１３期（平成 30年度）会長・副会長人事

第１３期（平成 30年度）活動計画案、予算案

第１３期（平成 30年度）役員人事

改訂会則案・会則改訂箇所



YBMYC活動 YBM他主行事他

4月 ・ハンザディンギー第１戦　4/22sat ・15/sat 海上安全講習会

5月 ・総会　5/20sat ・14/sun スクラッチヨットレース 

・ハンザディンギー第2戦 ＆ BBQ　5/27sat ・21/sun ピクニッククルーズ

6月 ・ハンザディンギー第3戦　6/17sat ・11/sun 応急救命講習会

・12/sun ディーゼルエンジン講習会

7月 ・17/mon サマーフェステバル

8月 ・ハンザディンギー第4戦　8/27sun

9月

10月 ・YBMオープンヨットレース協力　10/21sat

11月 ・12/sun ハンザディンギー交流戦

12月

1月 ・7/sun 餅つき大会

2月 ・分科会　松濤で飲もう会　2/24sat

3月

平成２９年度　YBMYC年間活動実績・計画

・1/fri-25/mon Xs'イルミネーション
・2/sat オーナーズパーティー

・1/thu-4/sun ボートショー

・23/sun ファーストステップヨットレース
・9/sun タモリレガッタ
・9・29/fri-10・1/sun　フローティングヨットショー

・6/fri-8/sun フローティングボートショー
・14/sat オープンヨットレース艇長会議
・21/sat オープンヨットレース
・9/sun 若大将カップ逗子マリーナ　（クラブ有志参加）

・横浜港スパークリングトワイライト(クラブ参加)15sat-16sun
・セーリングアカデミー(YBM主催クラブ協力)　17/mon
・ハワイアンパーティー　7/22sat

・セーリングアカデミー会員向けセールトレーニング　9/3sun
・神奈川県オリパラ委員会ハンデキャッパー乗船会協力
9/23sat　　・タモリカップヨットレース協力　9/9sat

・ハンザディンギーYBMクラブ交流レガッタ協力　11/12sun
・竹岡合同クルージング　11/25-26sat-sun

・新年会（テクノタワーホテル青海）　1/13sat
・YBM　J/70試乗会　1/28sun

・寒中ハンザディンギー 3/25sun
・竹岡合同クルージング　3/31-4/1sat-sun



平成２９年度YBMYC会計決算報告書案

（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日)

収入の部

項目 予算金額 決算金額 備考
クラブ会費（一万×４４名＋八千×５名） 460,000 480,000
雑収入 70,000 スパークリング、ハンザ試乗謝礼
預金利息 8
総会・懇親会費 0
ハワイアンパーティー費 230,000
新年会費 312,000
グッズ販売 54,600
ポロシャツ販売 228,000

今年度収入合計 1,374,608

支出の部
項目 予算金額 決算金額 備考
総会・懇親会費用 100,000 91,843
ハワイパーティー費用 130,000 380,259
ハンザクラスディンギー費用 50,000 122,000 交流会費及び諸費用
新年会費用 150,000 536,000
合同クルーズ補助 50,000 31,500
ポロシャツ作成 241,488
エンブレム作成 118,404
事務経費 30,000 12,160 YBMBC新年会祝い金
予備費 10,000 23,544 仁木さんお花代など
次年度繰越金 40,000

今年度支出合計 560000 1,557,198

前期末残高 857,166
今期収支差 -182,590
今期末残高 674,576

今期末クラブ資産一覧
項目 金額
銀行預金 596,977
手持ち現金 77,599
合計 674,576

在庫クラブグッズ
エンブレム18個　　ピンバッジ9個　　ネクタイ28本　　フラッグ45枚　　帽子25個

会計監査報告
平成２9年４月１日から平成30年３月３１日までの会計について、銀行預金残高、現金、帳書類などを
確認しました結果を報告いたします。

平成30年3月31日

YBMYC監事 足立利男 　　印

YBMYC監事 中村民夫 　　印

miyamoto hideo
楕円

miyamoto hideo
タイプライタ
足立

miyamoto hideo
タイプライタ
中村

miyamoto hideo
楕円

miyamoto hideo
タイプライタ
 



YBMYC活動 YBM主行事他 他クラブ行事他

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

＊ 地域社会への貢献
（具体例）　＊ ハンディキャッパーセーリングボランティアへの積極的な協力
　　　　　　　＊ セーリングアカデミィーの積極的な主催（日数等）

・YBMBC釣り大会

・03/sat-04/sun JSAF東京湾イン
ショアレガッタ
・YBMBC三崎ランチクルーズ

・01/sat TYC忘年会
・YBMBC釣り大会

・13/sun YBMBC新年会
・20/sun TYC餅つき大会

・YBMBC走ろう会

・新年会　1/12sat

・松濤で飲もう会

・30/sat 寒中ハンザディンギー
・クラブ竹岡クルージング

・25/sun T1グランプリ

・08/ YBMBC総会

・03/sat-04/sun TYC木更津クルー
ズ　　　　　　・20/sun YBMYC木更津潮
干狩りクルーズ

・02/sat YBMBC10周年記念行事
・24/sun YBMBC保田BBQクルージング

・15/sun TYCスバルザカップ
・28/sat-29sun YBMBC大島クルージン
グ

・18/sat-19sun TYC保田ミーティング

・01/sat タモリカップ
・YBMBCライトトローリング

・13/sun 餅つき大会

・22/sun ハンザディンギー第１戦

・19/sat 総会
・26/sat ハンザディンギーオープン戦 ＆
BBQ

・08/sun 海上安全講習会

・10/sun ハンザディンギー第2戦

・11/sat ハンザディンギー第4戦

・16/sun-17/mon クラブ竹岡クルージング
・24/mon ハンデキャッパーボランティアセーリン
グ

・13/sat ハンザディンギー第5戦

・3/sat ハンザYBMクラブ交流レガッタ
・18/sun ハンザディンギー第6戦

平成３０年度　YBMYC年間活動計画

・02/sun ヨットディーゼルエンジン講習会
・08/sat オーナーズパーティー

・07/thu-10/sun ボートショー

・09/sun 船外機講習会
・22/sat-23/sun ファーストステップヨットラ
リー
・28/fri-30/sun フローティングヨットショー

・06/sat-08/mon フローティングボートショー
・20/sat オープンヨットレース
・28/sun 船底塗装講習会

・8/sunハンザディンギー第3戦
・14/sat-15/sun 横浜港スパークリングトワイライト
・16/mon セーリングアカデミー(クラブ運営)
・21/sat ハワイアンパーティー

・13/sun 潮干狩りクルーズ
・27/sun 気象学講座

・03/sun ピクニッククルーズ
・05/tusYBMゴルフコンペ
・10/sun 応急救命講習
・17/sun スクラッチヨットレース

・16/mon サマーフェステバル
・21/sat-22/sun 初島クルーズ
・28/sat-29/sun 一泊クルーズ

・18/sat もやい祭り



収入の部

項目 予算金額 備考

会費 480,000 年会費10,000×48名

前事業年度繰越金 40,000

雑収入 50,000 スパークリング・ハンザ乗船会謝礼他

クラブ資産より繰り入れ金 60,000

合計 630,000

支出の部

項目 予算金額 備考

総会費用 100,000

ハワイアン・パーティー 150,000 ダンサー・ミュージシャン支払等

合同クルージング補助金 40,000 参加艇停泊代補助等

新年会費用 200,000 バンド支払等

ハンザクラスレース運営費 100,000 交流会費用・諸費用等

事務経費 30,000 交際費、印刷、通信費等

予備費 10,000 ＹＢＭ協賛等

合計 630,000

第１３期　ＹＢＭＹＣ　予算案
（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）
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横浜ベイサイドマリーナヨットクラブ（ＹＢＭＹＣ）

第１３期～１４期（2018'～ 2020') 役員組織表

(2018/04/01～ 2020/03/31)

名誉会長 貝道 和昭 (神奈川県セーリング連盟会長)

会長 北田 克己 (D-01 流泰丸)

副会長 本多 達也 (C-05 NANUAQ)
池田 幸寛 (F-04 ハレクラニ)

事務局長 宮本 英雄 (J-01 WIKIWIKI)
事務局補 未定

行事委員長 小田 武 (A-0 フリーダム / キールボトクラブ)

会計 三枝 努 (B-18 ビアシャーム)

理事 小泉 利一 (C-04 ウィンズキス)

森崎 弓弦 (B-16 テテュース)

監査 足立 利男 (B-12 EVE-1)
中村 民夫 (B-13 民)

顧問 内田 寛 (C-04 ウィンズキス)

星野 有美 (D-01 スパンコール)


