
ＪＳＣＡ「インストラクター１」及び「マスターパドラー」事前講習会のご案内について 

 

シーカヤック技術向上及び指導者としてのスキルアップを目的にシーカヤック講習会を下記の通り開催いたします。 

本講習会は、日頃よりシーカヤックの愛好されている方及びカヤックガイドに携わっていただいている皆様にとって 

有意義な講習会になると存じます。なお講習会は、1日のみの参加も可能です。 

 ぜひご参加いただきますようご案内申し上げます。 

 

記 

 

日  程：2016.11.1（火）～ 3（木）3日間 合宿方式（通い可） 

集  合：平戸カヤックス  長崎県平戸市川内町 千里ケ浜海水浴場（鄭成功記念公園から徒歩 3分） 

講習内容：レベルアップ/ レスキュー/エスキモーロール講習 

      ＪＳＣＡイントラⅠ検定対策の講習会となりますので、検定受験希望の方はぜひご参加ください。 

対 象 者： シーカヤック経験者 及び シーカヤック指導者 

受 講 料： 1日当り 13,500円 （自艇参加 11,000円) [税込] 

食  事： 初日の昼食及び懇親会は各自払 

合宿参加者：2日目：朝・昼・夕食 / 3日目：朝・昼 計 5食 2,500円 

通い参加者：2日目：昼 / 3日目昼 計 2食 1,000円 

      ※ 調理は、参加者全員で行います。 

宿  泊：  平戸カヤックスの徒歩圏内にホテル蘭風(TEL 0950-23-2111)がございます。 

      平戸カヤックスでの合宿形式 幕営用具（寝袋・マット・テント）レンタル代：2,000円 [税込] 

お問い合わせ： E-MAIL (info アットマークhiradokayaks.com)  or  携帯：090-5474-4539(末永)まで 

申込みについては、2ページの「参加申込について」をご覧ください。 

日程 開催時間 内 容 備 考 

初 

日 

目 

10:00 

10:00 ～ 12:00 

12:00 

14:00 ～ 16:00 

18:00 ～ 19:00 

19:00 ～ 22:00 

集合・受付 

ロール講習 (机上＆陸上)  

昼食(各自払) 

ロール講習（実技） 

ロール講習（ビデオ確認） 

懇親会（参加者で割勘払） 

昼食 

みなさんで外食 

夕食（懇親会） 

各自払 

２ 

日 

目 

8:30  

10:00  

   ～ 11:30 

11:30  

13:00 ～ 17:00 

18:00 ～ 19:00 

19:00 ～ 21:00 

朝食 

JSCAインストラクター１検定  

及び マスターパドラー検定の説明 

昼食 

レベルアップ講習実技 

夕食 

レベルアップ講習（ビデオ確認） 

 

３ 

日 

目 

7:00  

8:00 ～ 12:00 

12:00 

13:00 ～ 14:00 

14:00 

朝食 

レベルアップ講習実技 

昼食 

レベルアップ講習（ビデオ確認） 

解散 

 

 

 

2016年度西日本会場（北九州市）イントラ１検定会は、教養：11/28-29 基礎：11/30-12/1開催となります。 

・イントラ１受験のためには、「SRP講習終了」と「心肺蘇生法を受験日から 3年以内の受講」が必要。 

・イントラ１受験希望者で SRP講習がまだ終了していない方は、個別に開催可能ですのでご相談ください。 

・マスターパドラーとは、一般愛好家向けのパドリングテスト１・２・３の上位のパドリングテストとなります。 

詳細な内容は、講習会においてご説明いたします。 

=====日本セーフティカヌーイング協会（ＪＳＣＡ）公認カヌースクール===== 

平戸カヤックス 

〒857-0134 長崎県佐世保市瀬戸越２丁目１８―１４ 

艇庫：平戸市川内町（千里ケ浜・シービューランチ前） 

携帯 090-5474-4539 代表 末永 直樹 

http://www.hiradokayaks.com  E-MAIL ：info@hiradokayaks.com 

http://www.hiradokayaks.com/
http://shizennnonakade.com/gaido/kayak/hiradaokayaks.pdf
http://www.hotelranpu.com/
mailto:info@hiradokayaks.com?subject=6/20-22　講習会について
http://www.jsca.net/document/data_pdf/kenteikamokuGL201606.pdf
http://www.jsca.net/schedule/data_pdf/2016/JSCA_Instructor1_Kitakyushu_Boshu.pdf


参加申込について 

 

                      講習会参加内容              単位：円（税込） 

 参加内容 
講習 

参加料 
備 考 

①  3日間 レンタル艇参加 40,500  

②  3日間 自艇参加 33,000  

③  2日間 レンタル艇参加 27,000  

④  2日間 自艇参加 22,000  

⑤  1日のみ レンタル艇参加 13,500  

⑥  1日のみ 自艇参加 11,000  

⑦  SRP講習個別希望 10/31(月) レンタル艇参加 16,500  

⑧  SRP講習個別希望 6/23(木) 自艇参加 14,000  

注）キャンセル料：3日前から 2日前まで参加料の 30% / 前日参加料の 50% / 当日参加料の 100% 

※ 講習会のみリピター割引を導入しております。（2014年 4月以降の講習会から適用いたします。） 

  2回目のご参加：1,000割引 3回目以降のご参加：2,000円割引  

  注）新艇購入時によるサービス講習は対象となりません。SRP講習には割引適用できません。 

 

申込：10/27(木)までに、上記の①～⑧を選択してメール (infoアットマーク hiradokayaks.com)でお申込みく

ださい。 

     合宿の有無 a～eについても記載ください。  

※ 下記の「合宿形式について」をご確認ください。 

 

送金〆切：10/27(金)までに事前に送金願います。 

注）どうしても、申込〆切 及び 送金〆切に間に合わなかった場合には、末永までお電話お願いいたします。 

                                  携帯 090-5474-4539 

   お振込先    

   ゆうちょ銀行から送金する場合 

   記号 17690  (普) 番号 14340351 

  銀行等の他金融機関から送金する場合 

  ゆうちょ銀行 店名七六八（ナナロクハチ） （普） 口座番号 1434035   

   名義  末永 直樹 （スエナガ ナオキ） 

 

 本講習会は合宿形式での開催となりますが、通いでの参加も可能となっております。 

初日目の昼食及び夕食（懇親会）は、各自負担となります。 

合宿形式での参加者は、2日目と 3日目の 5食を対象者全員で調理いたしますので、参加者のご協力をお願い申

し上げます。 

  

 宿泊施設からの通いで参加される方は、2日目と 3日目の昼食の 2食をご準備願います。 

 

 2日目の 2日早朝から、希望者でカヤックフィッシングに出かけます。 

合宿参加者のみ、シットオントップカヤックを無償レンタルいたします。 

 参加される方は、カヤックフィッシングに使える釣り道具をご持参ください。 

  

 以下の合宿に関わる費用は、当日集金させていただきます。 

                      合宿形式について             単位：円（税込） 

 レンタル回数 幕営用具レンタル料 食事実費  

a 各自で手配 なし なし  

b SRP講習も受けるので３回分 6,000 7食分  3,500  

c ３日間合宿形式で参加 4,000 5食分  2,500  

ｄ ２日間合宿形式で参加 2,000 4食分  2,500  

e １日のみ参加 なし 1食分 500  

※ テント・寝袋・マットレンタル費として、1日のご利用当り 2,000円（税込）となります。 

mailto:info@hiradokayaks.com?subject=講習会参加申込

