
＜EYC海洋環境保全に向けた取り組みについて＞
About EYC's efforts to conserve the marine environment

今大会においてEYC実行委員会において取り組んだ
「海の豊かさを守る」活動についてご報告いたします。
We would like to report on the activities of the EYC Executive 
Committee to "protect the abundance of the sea" at this convention.

①本大会トロフィーは、廃棄ガラスを利用して作成す
る株式会社サワヤ スタジオリライト様に発注しまし
た。今回は破棄蛍光灯ガラス100パーセントで作成いた
だきました。
This tournament trophy was ordered from Sawaya Studio Relight Co., 
Ltd., which is made from waste glass. This time, I had you make it with 
100% discarded fluorescent lamp glass.



②海上に持ち出すペットボトルを削減するため、マイボトル
を推奨し、陸では大会期間中使用できるウォーターサーバー
を3か所設置しました。
In order to reduce the number of PET bottles taken out to sea, we 
recommend My Bottle and installed three water servers that can be used 
during the tournament on land.

③レースに使用するクラス識別リボンをプラ製品から布製品
に変更。海へのプラ製品持ち出しを削減しました。
Changed the class identification ribbon used for lace from plastic 
products to cloth products. We have reduced the amount of plastic 
products taken out to the sea.

④ＨＰ運用、ポスターの枚数限定での作成、招待メールの採
用で紙媒体のリデュース化を図り情報発信における環境面へ
の配慮を実現しました。
By operating the website, creating a limited number of posters, and 
adopting invitation emails, we have reduced the use of paper media and 
realized environmental considerations in disseminating information.



⑤海上ランチの配送バッグリユース化、参加賞配付の
エコバッグ化に取り組み、プラスチック袋の削減、配
付バッグのリユース化に取り組みました。
We worked on the reuse of delivery bags for marine lunches, 
the use of eco-bags for distribution of participation prizes, the 
reduction of plastic bags, and the reuse of distribution bags.

大会終了後、以上の取り組みの効果検証を行い、EYC
クラブレース、次回ノルウェーフレンドシップヨット
レースにつなげていく予定です。
After the tournament, we plan to verify the effectiveness of the 
above efforts and connect them to the EYC club race and the 
next Norway friendship yacht race.
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