


 

 
 
国際ロータリー第 2７５０地区 
クラブ会長 ロータリアンの皆様 
                             2020 年 1 月吉日 
            

 IYFR東京フリート設立準備委員会  
コモドア 猿渡昌盛 

          幹事   梅澤武男 

IYFR 東京フリート会員募集について 

 

拝啓、厳寒の候 いかがお過ごしでしょうか？ 

この度 地区を超えて IYFR 東京フリートが設立されることになりました。 

IYFR は International Yachting Fellowship of Rotarians の略でロータリアン

で構成される RI 公認の歴史のある同好会です。 

今回日本では 7 つ目の新しいフリートが東京に誕生します。 

船の所有にかかわらず、海を愛するロータリアンであればだれでも入会するこ

とができます。セーリングやクルージングその他マリンスポーツを一緒に楽し

みながら、クラブ、地区を超えてたくさんの友人と、親睦と奉仕を実践してくだ

さい。 どうかチャーターメンバーとして入会をお願いいたします。 



私は次の項目に記入し、ＩＹＦＲ東京フリートに入会いたします。 

所属フリート 東京フリート   FLEET NAME  TOKYO FLEET JAPAN 

姓 名    FAMILY NAME FIRST NAME 

性別     男    女 SEX  MALE FEMALE 

生年月日      ．   ． ．生   BIRTH DAY ．  ．  ． 

配偶者名   SPOUSE’S NAME 

自宅住所  〒    RESIDENCE ADDRESS 〒 

勤務先名 BUSINESS 

勤務先住所 〒   BUSINESS ADDRESS 〒 

メールアドレス

自宅電話  (    )    － RESIDENCE PHONE NUMBER(    ) － 

自宅ＦＡＸ (    )    －   RESIDENCE FAX NUMBER  (    )  － 

勤務先電話 (    )    －  BUSINESS  PHONE NUMBER(    )  － 

勤務先ＦＡＸ(    )    －  BUSINESS  FAX NUMBER  (    )  － 

所属ロータリークラブ   ＲＣ ROTARY CLUB  ＲＣ 

ＲＩ地区      ＲＩ第 地区   RI DISTRICT    ＲＩ＃ 

職業分類   CLASSIFICATION 

  〔 艇をお持ちの方は、以下にご記入下さい。 〕 

母港名  HOME PORT 

所属ヨットクラブ名 YACHT CLUB 

艇名  BOAT NAME 

艇種   帆船   機船   その他    TYPE OF CRAFT  SAIL  POWER  THE OTHER 

艇全長  フィート LENGTH IN FEET   Feet 

船舶免許  SHIP LICENSE 

無線免許 RADIO LICENSE 

その他   THE OTHERS 

日付 ２０   ．  ．  ．  署名

シャツのサイズ S  M  L  XL 

＊振込先  みずほ銀行 調布支店 普通 3041373 IYFR 東京フリート 



IYFR東京フリート 設立趣意書 

  令和元年 12月吉日 

ロータリークラブ会員の皆様へ 

 

IYFR東京フリート設立準備委員会 

 

拝啓 ロータリークラブの皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。つきま

しては （IYFR 東京フリート）の設立を目指し、会員を広く募集する運びとなりました。 

 IYFRは（International Yachting Fellowship of Rotarians）の略でロータリアンで

構成されるＲＩ公認のヨットの世界的同好会です・ 

現在 47か国におよび、世界を 3エリア、２９リージョンに分け、そのリージョンにそれぞ

れフリートが存在します。世界では１１１フリートとＥフリートとで１１２フリート 約

3000名以上のメンバーが登録されています。 

 

日本の IYFRは北海道フリート、京都琵琶湖フリート，大阪湾フリート、神戸フリート 

瀬戸内しまなみフリート、西九州フリート、の６つのフリートが存在します。 

日本では関東東海地区（東京）にフリートが存在しないのであります。 

） 

IYFRはロータリークラブの国際的な親睦活動としては最も歴史があり、１９４７年にイン

グランドで設立され、最も活動的な同好会として広く知られています。合言葉は ＦＵＮ，

ＦＵＮ，ＦＵＮ で 船の所有にかかわらず、海、川、湖を愛するロータリアンであれば

だれでも入会することができます。 



 

＜IYFRの目的及び趣旨＞ 

1、ロータリー精神のもと、船.海.川及び湖を愛し、ヨッティングとシーマンシップを実践

する。ロータリーの綱領「奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職に係る人たちの、世界

的な国際理解と親睦と平和の推進」 

2、クルージング．ヨッティング.レース．セーリング．フィシング等のスポーツを推進す

る。 

3、国内及び国際間において、すでに認識されているヨッティングの習慣、海のエチケット

とマナーに従いシーマンシップの永続的な向上を啓発する。 

4、ヨッティング、クルージング、フィシング、フェイクボード、水上スキー、カヌー及び

あらゆる種類の船、ボートによる、全ての水上スポーツに参加する人たちへの社会的行

事を援助し、地域奉仕を行う。 

＜設立の経緯＞ 

日本では北海道フリート、京都琵琶湖フリート，大阪湾フリート、神戸フリート 

瀬戸内しまなみフリート、西九州フリート、の６つのフリートが存在します。 

日本では関東東海地区にフリートが存在しないのであります。 

そこで 2750在籍のロータリアン数名が 2019年 2月 13日に第一回目の会合を開催し 

IYFR東京フリートの設立を推進することを確認しました。 

6月のハンブルグでの国際大会で IYFRのブースにて設立の相談をし、大歓迎をいただき 

設立の支援を約束して頂きました。そして、7月 13日に瀬戸内しまなみフリート、 

7月 19日に京都、琵琶湖フリートの総会に招待され,IYFR東京フリートの設立の挨拶を 

行いました。さらに 11月 9日にマカオにて開催された IYFRA3ミーティング（アジア）に 

参加し、IYFR東京フリートの設立を予告させて頂きました。いずれの会合でも 



設立には大きな喜びで歓迎していただきました。以上のような状況で、海を愛するロータ

リアンを広く募集し、素晴らしい IYFR東京フリートにメンバーみんなで作っていけたらと

思います。 

 

＜活動案＞ 

1. IYFR東京フリート認証状伝達式と祝賀会の実施 

2. 定例会議 

3. ホームページの制作と運用 

4. 他の IYFRフリートのイベントに参加 

5. ヨットレースへの参加と支援 

6. 会場花火ミーティング 

7. 離島でのミーティング 

8. それぞれのマリーナへの訪問ミーティング 

9. フィッシングサークルの設立と乗り合いフィッシング 

10.子供たちの体験クルージング 

11.ロータリー奨学生との交流 

等、等 多様な活動ができることは言うまでもございません。 

 すでにヨット同好会に入られている会員はもとより、ヨット、ボートの所有にかかわ

らず、これからセーリング、クルージング、フィシングを始めようとする会員、また 

海、川、湖を愛するすべてのロータリアンに入会資格があります。これを機会に 

是非とも IYFR 東京フリートに入会いただき、心に残る楽しい人生を満喫していただき

ますよう、重ねて入会をお願い申し上げます。 

敬具 



 

 

会費  入会金 20000円 （バッジ、船用バナー、レガリア等） 

    年会費 10000円 （国際登録費を含む） 

 

 

連絡先  IYFR東京フリート設立準備委員会事務局 

     梅澤武男   . 

東京都調布市調布ヶ丘 3-39-11  

 Tel 042-489-2244 

          Fax 042-489-2245 

          Mobile 090-3247-5719 

 rotary@umezawa-sekkei.co.jp 

  

    幹事クラブ 

     RID2750 

     東京サンライズ汐留ロータリークラブ 

     03-6380-5798 

     office@suns-rc.org 





日　　時 ２０２０年　５月２４日（日）

会　　場 東京夢の島マリーナ　（東京都江東区夢の島３－２－１）

貴クラブ名 ロータリークラブ

歓迎クルーズ
10:00～

承認状伝達式
16:00～

歓迎パーティー
18:00～

1

2

3

4

5

※ 参加希望の上記イベントに 〇印 をご記入下さい

振込予定日： ２０２０年 月　　　日

振 込 金 額 ： １５,０００円　× 名　＝　合計 円　　

振 込 先 ： みずほ銀行　調布支店 　普通　３０４１３７３

 ＩＹＦＲ東京フリート　（ ｱｲﾜｲｴﾌｱｰﾙﾄｳｷｮｳﾌﾘｰﾄ ）

送 信 先 ： ＦＡＸ・・・ ０４２－４８９－２２４５

メール・・・ rotary@umezawa-sekkei.co.jp

フ リ　ガ　ナ

氏　　名

ＩＹＦＲ　東京フリート

認証状伝達式＆祝賀会

問い合わせ先 ： ＩＹＲＦ東京フリート設立準備委員会　梅澤武男　090-3247-5719
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