
[ＮＯＣ]便り   No.41 

平成30年7月17日(火)  

                             （艇魂OB会会報） 

 

 

 

 

 

第62回全日本カッター競技大会 

男子2位 女子7位 

 

 第62回全日本人カッター競技大会は、静岡県浜名湖湖畔

三ヶ日青年の家前面海域で、5月26日(土)、神戸大学主管

で開催されました。当日の天候は曇りで、二三日前の公開

練習から強風が吹き荒れた天候も回復し、午前は無風状態、

午後から若干風が出ましたがほぼナギの海面で実施されま

した。出場チームは男子12、女子9チームが集まり、男子

は予選、決勝とも4艇で、女子は予選3艇、敗復、決勝は

4艇で行われ、結果は添付の結果表に示す通りです。 

男子は予選第3レースで、鹿大、海保大、オープンの焼

津水産高校と当たり、海保大に約3秒差で勝利し決勝へコ

マを進めました。2 位の海保大は敗復にまわりましたが、

ここでも敗れて決勝には進めませんでした。決勝は、防大、

東京海洋大海洋科学部と敗復で勝ち上がった神戸大と行い、

男子部艇魂の報告に見るように防大に大分差をつけられた

ものの2位でゴールし準優勝の成績でした。以下、3位･東

京海洋大海洋科学部、4位･神戸大の順でした。 

一方の女子部は、予選第2レースで神戸大、京都海洋高

校と当たり、タイムは6分40秒と時津の練習タイムに匹敵

するタイムを出しましたが 1 位の神戸大に約 10 秒遅れ 2

位で敗復にまわりました。敗復では、水産大学校、東京海

洋大学、京都海洋高校と当たり、予選では使われなかった

艇｢海遊1｣を引き、なかなか艇速が出ず、このレース3 位

の水産大学校に鼻の差で遅れ最下位の4位、総合7位とい

う結果となりました。 

結果を総覧してですが、女子艇で敗復、決勝レースで使

用された｢海遊 1｣ですが、決勝では神戸大が引き同レース

最下位の4位、タイムは長大よりも12秒遅いという結果で

した。｢海遊 1｣は公開練習時からも評判が悪く、しかし艇

差の判定は艇重量で行ったということで、この艇は軽かっ

たようで土嚢が4 個(約 100kg)積まれていました。従って

艇差判定は重量ではなく、やはり曳行試験を行って判定す

べきと思われた次第です。 

以上、試合に至るまでの詳細は男子部の「艇魂62号」及

び女子部の艇魂「海乙女’S 31号」に示しておりますので

ご参照下さい。 

今秋の西日本新人戦は11月3日(土･祝日)、下関市吉見

の水産大学校で同校主管のもとで開催されます。1 年生の

新入部員男子14名、女子7名が入部し、部の存続が可能の

ようですので引き続きご支援・ご声援の程よろしくお願い

します。なお詳細なご案内は、「全日本カッター連盟」の

ホームページに1ｹ月前には掲載されますので、こちらをご

覧頂ければと存じます。 

本全日本大会には数名のOB及びOBの父兄が来場され、

男女クルーに差入を頂きました。合わせてお礼申し上げま

す。来られたOB等は、30期の豊田瑞樹氏、43期の小林正

幸氏、57期の隈部誠氏、61期の東氏の母上、ほか4年・大

学院生が駆けつけてくれました。ご観戦頂いたOB・OG各位

にはこの場を借りて厚く御礼申し上げます。 

 

 平成30年度 今後の行事予定について  

 

平成30年度OB会の今後の行事予定は、新人戦開催地で

の懇親会開催のほか、年度末のOB会総会を下記のように予

定しております。 

第22回OB会定期総会・懇親会の開催： 

日時：平成31年2月9日(土)、17時～ 

場所：思案橋丸山公園前の「かたろう」 

会費\6,000（新正会員の一部補助を含む。） 

OB会総会を開催後、3月卒業予定の新正会員を交えての

懇親会を開催。2月10日(日)・11日(月･祝日)の建国記念

日は連休となります。（出席予定者はH31年1月15日迄に、

事務局の高山まで連絡してください。多くの会員の参加を

お願いします） 

 

  平成30年度OB会会計 収支状況（7月9日現在)  

 

平成30年度OB会会計の収支状況(7月9日現在)は下記

の通りですのでご報告致します。(会計幹事  高山久明) 

収入の部 

項    目         予  算    決  算    差引増減 

前年度繰越金       66,259    66,259       0 

会員年会費        400,000   156,000  △244,000 

寄付・カンパ       40,000  190,000    150,000 

その他・利息            5         0       △5  

計              506,264   412,259   △94,005 

          (△： 決算-予算においてマイナスを示す) 

支出の部 

項    目          予  算    決  算   差引増減 

1)ＯＢ会開催費       50,000        0     50,000 

2)会報発行･通信費   130,000   39,232     90,768 

3)現役活動支援費  290,000  190,000    100,000 

4)ＯＢ会必要経費     20,000        0     20,000 

予備費           16,264        0     16,264 

(現有残金     0 183,027    183,027) 

506,264  229,232   277,032  

          (△: 予算-決算においてマイナスを示す) 

 

 OB会年会費納入・寄付金のお願いについて  

 

このたびのOB会便りNo.41の発送に合わせ, 会員各位に

年会費ご納入のお願い文を同封しております。出費多端の

 



  

 

折, 誠に恐縮ですが, 年会費及び寄付金の醵金にご協力頂

きますよう, よろしくお願い申し上げます。なお、平成 9

年度の総会で議決されましたが、前年度及び前々年度の未

納金は、当年度に加算（計3年分、正会員は計12000円、

準会員は6000円）となりますので、ご了承ください。 

今年度を含むＨ28年12月20日からの年会費・寄付金醵

金者名簿について、別紙にて示して(千円単位)おりますの

でご確認ください。年会費および寄付金への協力者累計は

Ｈ30年4月から現在まで26名となっております。なお、6

月11日に51期松本良太氏より、従来の年会費を収めてな

かったということで、大口の年会費＋寄付金(20万円)の入

金がありました。ここにご報告し、併せてお礼申し上げま

す。 

◎年会費・寄付金の送金口座(郵貯銀行口座)： 

他行からの振込： 

郵貯銀行総合口座【名称】鶴水艇友会【店名】七六八  

【店番】768 【預金種目】普通預金 【口座番号】0801333 

郵貯銀行間の送金： 

記号17640番号8013331なまえ:カクスイテイユウカイ 

 

 

 第35回横浜港ｶｯﾀｰﾚｰｽ シニア(ロ)4位入賞  

 

第35回を迎えた横浜港カッターレースは5月20日(日)、

山下公園前面海域で開催されました。本レースに鶴水艇友

会は「時津会（イ）」の若手と「時津会(ロ)、(ハ)」のシニ

ア及び今年度からOG(時津会(レディース))の計4チームを

出しました。  

若手は第23レースに出場、結果、1位でした。(ロ)も1

位、(ハ)と(レディース)はいずれも2位でした。今年度は

好天でしたが、風が強く波も高くレース進行も大分遅れ、

準決勝、決勝レースは行われず、小学生のレースは中止さ

れ、順位はタイムによる決定(上位4位まで)となりました。

その中でシニア(ロ)がシニアの部4位入賞となりました。 

山下公園の会場には、17期の先輩から、62期迄のOB･OG

並びにその家族、総勢50名を超える関係者が参加され、盛

大なOB会集会となりました。レース終了後、恒例の横浜中

華街での打上げ(25名余)となりました。そこで次年度以降

の方針として、今回若手が多数集まり漕げなった会員もい

たことから、次年度は若手を2、女子部の出場も恒例化し、

シニア2の計5チームの登録。また、従来レースの申込み、

抽選に参加いただいた地元の鍋島氏(24 期漁)の定年も近

いことから、世話人の世代交代の提案もあり、順次若手に

バトンタッチしていくことで、次年度の懸案としました。 

この度、関東圏内以遠の福岡、広島他からご参加いただ

いたOB・OGの各位に感謝いたします。更に次年度の再会、

新たな会員の参加も得て、優勝の感激を再び！と、現役時

代を思い出し、カッター談義に花を咲かせましょう。 

 
 参加された時津会のＯＢ・ＯＧ及びその家族の面  々

 

時津会(イ)の若手クルーの面々、予選レース1位で帰還 

 
 時津会(ロ)のシニアチーム、1位帰還で4位入賞 

 

 

 第7回下関カッターレース  

 

 第7回下関カッターレースが7月15日(日)、下関漁港岸

壁で行われ、長大の61期中心のOB･OG(内桶海賊団)チーム

と3年生中心の現役(ヘルニア海賊団)チームが一般レース

に出場し、それぞれ3位と優勝を飾ったという報告をいた

だきました。次年度以降は、エキスパートレースに出場す

る機会(権利)を頂いたようです。今後、本レース向け、西

日本地区のOB･OGの多数の参加と活躍を期待いたします。 



  

 

 長崎丸代船（第4代目）竣工  

新長崎丸(第4代目)は、Ｈ28･29年度の2ヵ年をかけ、

三井造船玉野事業所（岡山県玉野市）で建造されました。

H29年2月15日(水)に起工式、同10月19日(木)に進水式

を行い、3月下旬に長崎に回航後、3月29日(木)に出島水

辺の森公園前で竣工式を行いました。 

完成した新船長崎丸の総トン数（GT）は 1131 トンと 3

代目長崎丸842トンに比べ約300トン増トンされました。

また新船の主要目は（長さ×幅×深さ×喫水＝

61.2x12.3x7.1x4.5m）、定員は学生40名を含む計70名です。

新船の処女航海は4月4日～10日、佐世保、博多に寄港す

る航海を実施しました。また今月7月28日(土)水産学部同

窓会「鶴水会」総会に合わせて、同窓にお披露目されます。 

本船の詳細は、この度、長大ＨＰの広報、「Choho」で特

集が組まれておりますのでお知らせします。 

 

「長大端艇部」･「全日本カッター連盟」のホームページ  

カッター部男女のホームページ(ＨＰ)立上げ後、数年

目を迎えております。このサイトを見るには、水産学部Ｈ

Ｐ、リンク集、学生の課外活動から、また、「全日本カッタ

ー連盟」のホームページの「学校紹介」の長崎大学（男子

部・女子部どちらでも）からも見られます。同時にリンク

しているその他の大学(校)もご覧戴けます。なお各試合結

果は、「大会案内」の項で、地方のカッター大会の行事予定、

結果等は「カッターに触れる」項でご覧戴けます。これら

について直近の情報を知りたい方はご利用下さい。またＨ

Ｐでは以前からの案内でもご紹介しましたが、（リンク/艇

魂）の項で、男子・女子・OBの各「艇魂」もPDFファイル

でご覧いただけることになっております。「艇魂」ファイル

を開くには、男子部（man:m）：mteikon、女子部：(woman:w)：

wteikon 、 OB 会 ： (Nagasaki-University OB Cutter 

Club:noc)：nocteikon のパスワードを打ち込めばご覧頂

け、プリントアウトも可能です。今後の「艇魂」発送はOB・

OG会員が500名を越える現在、順次ネット発信とさせて頂

きますので、宜しくお願いします。 

 

 ＯＢ会事務局本部の移転について  

従来 OB 会事務局を預かっていた高山(23 漁)の退職に伴

い、2月のOB会総会で了承され、本部事務局を高山の郷里、

長野県松本市に移転しました。事務局移転に伴い、OB会役

員の布陣も一部変更となりました。会員諸氏には引き続き

ご支援・ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

正会員・消息不明OB会員数等  

 

平成30年6月30日現在 正会員数(鶴水艇友会) 

現会員  登録 物故 不明  把握   

正会員  562    43    73     446 

 卒業生・修了生の進路・就職先  

 

大学院修了者2名 （卒業回期 第64回生） 

氏   名    研究室          進路・就職先   

中西 絢子[進化･行動生態-竹垣研] 日本水産㈱ 

迎  佳織 [  同上  ] 株式会社 たらみ 

 

4年次 男女卒業予定者10名（第66回生） 

氏   名    研究室          進路・就職先   

飯田 直人[水産海洋学-武田研]ニチレイロジグループ 

丸山 裕豊[海洋計測器学-清水研]東京海洋大(専)進学 

守谷 太介[海洋浮遊生物-鈴木研]   同上 

加瀬 俊平[センター-征矢野研] 長大大学院進学 

富田 湧也[魚病学-金井･菅研]     同上 

大塚 健人[海洋微生物生態学-和田研] 同上 

平片 春伽[  同上  ] 長崎県庁 教育事務職 

高橋 成美[水産海洋学-武田研]  長大大学院進学 

山道 敦子[センター-河邊研]    同上 

渡辺 真央[漁業技術-松下研]  東京海洋大(専)進学 

 

 会員の慶弔  

 

漁業22期の高本幸博氏が平成30年2月５日に逝去され

ました。氏にはカッター部OB会の中国・四国地区幹事を長

年ご担当頂き、呉の海保大試合開催時には応援、差し入れ

などもいただきました。また水産学部同窓会の広島県支部

長も務められ、同窓会、OB会には大変尽力されました。本

会は氏の訃報に接し、逝去を悼み、謹んで哀悼の意を表し

ますとともにご冥福をお祈りいたします。 

 

 編集後記  

 

OB会報第41号をお送りします。6月半ばの大阪での大地

震(震度6弱)、7月上旬には台風7号の襲来、その後の梅

雨前線南下に伴う西日本・九州地区の未曾有の大雨・洪水

は死者200名を超える大惨事となりました。現在も35度を

超える炎天下、片付けに追われている状況です。OB･OG の

お住まいの地では被害はなかったでしょうか。被災された

皆様にお見舞い申し上げますとともに1日も早い復旧をお

祈りします。本号は、先の全日本の報告、OB・OGの参加し

た地区レースの話題等を中心に現役男子、女子部の艇魂を

お送りします。 

 全日本での男子の久しぶりの準優勝、部員は漕法、トレ

ーニング法を考えながら練習し、チームとして成長してい

るようです。女子部も健闘しましたが、運に見放されまし

た。しかし着実に力をつけているようですので今後に期待

したいと思います。最後になりましたが、OB･OG 各位のご

健勝、益々のご活躍を祈念し、本号の編集後記と致します。 


