
学外 学内　

関東学連　 関東学連　関連 江ノ島ヨットハーバー 葉山港 イベント イベント 体育会 自治会 学生支援課

４月 年度で提出必要書類 ◆ 学連カード用 レスキュー艇 保険の更新 ロッカー 契約更新 ◆ 試乗会(新入生向) 新歓 ※体育会からの連絡 ※連絡は会計監査委員会から ※学生支援課からの連絡

春 関東インカレ パンフレット用名簿 ◆ ※学連から主将ラインで案内 ※部印が必要。45,960円/年 　手段：LINEグループ 　手段：メール 　手段：メール

　手続き：継続をライン連絡 ロッカー 窓口支払 ★ 　登録者：部長(主将)、支部長 　連絡先：会計担当 　連絡先：部長（主将）

関東インカレ 個人戦　申込 ◆

関東インカレ 個人戦　振込 ★ ※保険会社：東京海上日動 第１回 会計会議（八王子）▲ 大学公認団体証明書　申請

全日本学生女子 関東水域選考会　申込 ◆ 　ヨット・モーターボート総合保険 春 関東インカレ 女子/団体戦 予選 【決算報告書】提出 (新宿)  ◆ ※取得後：江の島ヨットハーバーへ提出

全日本学生女子 関東水域選考会　振込 ★ 　種類：賠償責任保険 大学公認団体証明書 提出 ◆ 艇置 契約◆  ※部印は不要 合宿・学外活動届 提出◆  随時

　保険料は不要 (学連支払い） ※学生支援課で申請が必要 艇置料 窓口支払い★ 回航：江の島→葉山 事前・事後報告書 提出◆  随時 学内飲酒届 提出◆

【春 関東インカレ 女子レース】 ※セール計測 　参考：保険料 11,190円 ※森戸海岸使用時は発生しない ※３万円以上購入 ※学内で飲酒の場合(OBとの懇親会等）

５月 【春 関東インカレ 団体戦 予選】※セール計測 VA-37 Ａ級 契約更新 ◆ ロッカー(大) 契約更新 ◆ 回航：葉山→江の島 総会準備 【状況報告書(カルテ)】提出 ◆ 部員名簿 提出◆

※部印が必要。88,770円/年 ※部印は不要。13,080円/年 会計作成 ※部員情報、方針等を記入

VA-37 Ａ級 銀行振込 ★ ロッカー(大) 窓口支払 ★ 試乗会(新入生向) 教室確保

案内発送

６月 【関東インカレ 個人戦】  　      ※セール計測 ※出艇システムの登録者を更新 総会 体育会総会（新宿）▲ ※前期 自治会費 振込完了 【大学後援会援助金】 申請 (新宿) ◆

【全日本学生女子 関東水域選考会】※セール計測 　1年生が入部次第実施 前年度 活動報告会（新宿）▲ （一般申請・特別申請）

下半期 ※体育会連合OB会と合同開催 ※特別申請は隔年

(OB総会)    2018年申請実施

７月 VA-43 4403 契約更新 ◆ 前期【振込報告書】提出 ◆ 第２回 会計会議（新宿）▲ ※大学後援会援助金 確定

※部印が必要。129,780円/年 ※体育会経由で自治会へ提出 ※自治会費が通知される

VA-43 4403 銀行振込 ★ 試合報告書 提出◆  ※随時提出

※QRから電子データで提出

８月 秋 関東インカレ パンフレット用名簿 ◆ 救命講習(CPR)受講 VA-42 4346 契約更新 ◆ ロッカー(小) 契約更新 ◆ 夏合宿

秋 関東インカレ (女子・団体戦 予選) 申込 ◆ ※対象者：１年生 ※部印が必要。129,780円/年 ※部印は不要。13,080円/年

秋 関東インカレ (女子・団体戦 予選) 振込 ★  　インカレ出場に必須 VA-42 4346 銀行振込 ★ ロッカー(小) 窓口支払 ★

・第１回 主将会議 葉山▲ 回航：江の島→葉山

９月 ・安全講習会　葉山 ▲ 秋 関東インカレ 女子/団体戦 予選 ・神奈川五大学戦 試合報告書 提出◆  ※随時提出 ※後期 自治会費 振込完了

【秋 関東インカレ 女子レース】 ※セール計測 艇置 契約◆  ※部印は不要 　※オープン参加 ※QRから電子データで提出

【秋 関東インカレ 団体戦 予選】※セール計測 艇置料 窓口支払い★ ・国公立戦　秋

※森戸海岸使用時は発生しない 　※オープン参加

10月 DC-5 レスキュー 契約更新 ◆ 回航：葉山→江の島 総会準備 後期【振込報告書】提出 ◆ 補正予算申請　提出◆

※部印が必要。88,770円/年 会計作成 ※体育会経由で自治会へ提出 ※必要に応じて申請

DC-5 レスキュー 銀行振込 ★ 教室確保 ※体育会主催の会議で提出 ※使用したい最低2ヶ月前

案内発送 体育祭(八王子)　▲ ※提出先・審査：新宿 自治会室

11月 VA-41 4699 契約更新 ◆ レスキュー整備 体育会 役員決定会議 (新宿)▲

※部印が必要。129,780円/年 ※船外機オイル交換 ※２年、１年から１名出席要

VA-41 4699 銀行振込 ★ 如蘭用データシート 提出 ◆

12月 ※無線局(船舶局)（レスキュー艇）：国際マリンVHF(トランシーバ）使用のため必要 総会 第３回 会計会議（新宿）▲ 【大学後援会援助金】 精算 (新宿) ◆

　電波使用料 600円/年。5年に１回の更新 3,350円（有効期限 2022年4月20日）（費用OB負担） 上半期 ※総括・方針、予算 期限連絡等

１月 ※船舶検査（レスキュー艇）：３年ごとに日本小型船舶検査機構による検査　（OBが対応） 予算準備 大学ＨＰ部活紹介用データ 提出◆

　次回検査期間（中間検査）2020年2月19日～8月19日　中間検査費用:8,200円（定期検査費用:16,700円）

２月 分担金 振込 ★　※関東学連へ一括支払 船舶免許 取得 最大 約10万円/人 ←船舶免許：関東インカレ、練習に必須。レスキューなし海上活動は禁止 【状況報告書(カルテ)】提出 ◆ 【総括・方針】提出 (八王子) ◆

 　関東学生ヨット学連　　(3万円) (国家試験：第二級小型船舶免許) 　 ※活動結果を記入 【予算案書】提出 (八王子) ◆

 　全日本学生ヨット連盟　(1万円) 無線免許 取得 最大 約３万円/人 ←無線免許：関東インカレ出場に必須。海上通信用。レスキューで使用

 　日本470協会 　　　　　(2万円) (国家試験：第三級海上特殊無線技士) 　取得後は関東総合通信局へ「無線従事者選（解）任届」を提出

・第２回 主将会議 葉山▲ ※無線・船舶免許 対象者：１年生 　提出はOB側で対応するので依頼する。

３月 ・ルール講習会　葉山 ▲ JSAF(日本セーリング連盟) 登録 ★ ←JASF登録：関東インカレ出場に必須 春合宿 決算準備 東京マラソン ボランティア ▲ 顧問費 精算 ※鈴木先生から指示次第

・安全講習会　　葉山 ▲ ※対象者：全員　5,500円/人 ※新宿 新歓説明会(八王子）▲

春 関東インカレ (女子・団体戦 予選)  申込 ◆ スポーツ安全保険 申込 ★ ←保険加入：関東インカレ出場に必須 ・国公立戦　春 新歓準備 松風舎セミナーハウス予約　※新歓

春 関東インカレ (女子・団体戦 予選)  振込 ★ ※対象者：全員　1,850円/人 　※オープン参加

レース（公式戦） ◆：書類提出 ★：支払が必要 ▲：参加が必要
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