2018 セーフティパドリング

in

平戸

申込〆切：7 月 3 日（火） 事前入金〆切：7/4（水）
日程：平成 30 年 7 月 7 日（土） 講習会：時間 12:00-17:00 [参加受付 11：00-11：45]
7 月 8 日（日） 試乗会：10：00-12：00
場所：長崎県平戸市千里ケ浜

[当日参加受付 9：45-9：55]

自艇参加費：7,000 円（税込）

カヤック用品別途レンタルあり

※ 収益金の一部を「特定非営利活動法人長崎県水難救済会」へ募金を行います。
お問い合わせ先 ： 平戸カヤックス 末永 携帯 090-5474-4539

日付

時 間

内 容

11：00-11：45

受付

詳

12:00-13:00

講習
海上

13:30-16:00
16：00-17：00

講習
運動会

7/7

細

開会の 5 分前までには、海上講習で使用するカヤックを砂浜に配置願います。
海上講習の海域は講習ごとに決まっています。
開

陸上

E-MAIL ：info@hiradokayaks.com

会

・

平戸海上保安署 安全講和

ＰＬＢ について

15 分

・

ココヘリ海版説明（AUTHENTIC JAPAN 株式会社）

30 分

・

近年のシーカヤック事故の現況と事故防止対策

15 分

A（ツーリングカヤック＆フィッシングカヤック 初級者＆未経験者） 担当：平戸カヤックス
B（シーカヤック経験者＆指導者及びガイド） 担当：カヌースクール九州
C（フィッシングカヤック経験者） 担当：RAINBOW 三河湾シーカヤックスクール

レスキューを取り入れた運動会を開催いたします。
イベント参加決定次第早急に宿泊をご予約ください。週末は満室の超人気ホテルです。

（土）

宿泊

注）夕食時間は、必ず宿泊申込時に 18：30-20：00 をしてください。

ホ
18：30-20：00

テ

温泉

ル

入浴

蘭
18：30-20：00

風

湯快リゾート千里ケ浜温泉ホテル蘭風 予約電話 0570-550-480<AM8:00～PM21:00>

500 円（税込）各自でホテルのフロントでお支払いください。
注）濡れたウェアでの入館は他のお客様のご迷惑となりますので、ご配慮お願いいたします。
ホテル蘭風に宿泊されずに、温泉＋食事（豪華バイキング）もあります。大人 2,750 円(税別)

食事

温泉＋食事の場合必ず事前にご予約ください。予約電話 0570-550-480<AM8:00～PM21:00>
注）平戸カヤックスでの懇親会は、20 時からはじめます。遅れずにお越しください。
平戸カヤックスまで、徒歩 10 分程度 必ず砂浜を歩いてお越しください。懐中電灯必修

18：30-19：30

食事会

20:00-22:30

懇親会

9:00-9:30
7/8
（日）

10：00-12：00

ビーチ
クリーン
試乗会

シービューランチ

メニュー：ハンバーグランチ

イベント申込時事前申込必要

会場の平戸カヤックスへの来場は、準備の都合上 19:30 以降にお越し願います。
20 時まで談笑してお待ちください。
ご協力いただける方は、9 時までに平戸カヤックスへご集合ください。
千里ケ浜のビーチクリーンを行います。
当日参加受付 9：45-9：55 試乗会のみの参加者、前日に PFDor パドルのレンタルをされた方
講習会の自艇参加者は、受付は不要です。必ず各自の PFD とパドルをご持参ください。

閉

会

主催：一般社団法人 JSCA ジャスカ 日本セーフティーカヌーイング協会 主管：平戸カヤックス
特別協力: RAINBOW 三河湾シーカヤックスクール /カヌースクール九州
協力 : WFK Miyazaki/Rock’n Roll Kayaks/Swingster Paddle /BayRomance Kayak’s/JBKAYAKS /（株）艇販 アングラーカヤックス
大川 漁志氏(LUXXE Staﬀ)/（有）山崎酒店/シーカヤック長崎/中倉壮志朗写真事務所/タイドプール/3rdbasecafe/田の浦温泉 白石信行蒲
鉾店/AUTHENTIC JAPAN(株) /シービューランチ/㈱湯快リゾートホテル蘭風
協賛 : (株)シマノ/グローブライド（株)/Gamakatsu PTE Ltd /(有)リップルプエブロ（株/BIC SPORT JAPAN /(株)ﬁnetrack/(株)アオキカヌーワークス
(株)スクープアウト/高階救命器具(株)/オンヨネ(株)/(同)スプリント/日本アクアラング(株) /(株)マルソウ kayak55
後援：平戸市/ 平戸海上保安署/(一社)平戸観光協会/中野漁協

（順不同）

お願い
日付

時 間

と

注意事項

内 容

詳

細

海上講習の会場は、海に向かって右端（平戸カヤックス側）：講習 B
真中：講習 C
11：00-11：45

受付

左端（防波堤側）：講習 A としております。それぞれの講習位置に 11:55 ま

でにカヤックを配置ください。
駐車車両は、いったんカヤックを下した後は、なるべく平戸カヤックス側に駐車頂きますよ
うお願い申し上げます。
開

陸上

12:00-13:00

講習

会

2015 年 6 月の開催時は、風が強くとても寒い日でした。
夏場の千里ケ浜は、南風（オンショア）が強く、雨が降っていれば夏場でもジェケットなどが
必要な場合がございます。事前にご用意ください。
雨天実施となります。雨天時でも沈脱再乗艇を行います。十分な低体温症の対策をお願いい

海上

13:30-16:00

講習

たします。雨と落水で濡れ強風にさらされれば夏場で低体温症の可能性があることをご理解く
ださい。濡れているときは乾いている状態と比較して 25 倍も早く熱を奪われると言われていま
す。 さらに、風にさらされると早く熱を奪われていきます。
低体温症は、カヤッカーには必修の知識です。

16：00-17：00
7/7

カヤック
運動会

レスキューを取り入れた運動会を開催いたします。
イベント参加決定次第早急に宿泊をご予約ください。週末は満室の超人気ホテルです。

（土）

宿泊

注）夕食時間は、必ず宿泊申込時に 18：30-20：00 をしてください。

ホ
18：30-20：00

テ

温泉

ル

入浴

蘭

500 円（税込）各自でホテルのフロントでお支払いください。
注）濡れたウェアでの入館は他のお客様のご迷惑となりますので、ご配慮お願いいたします。
宿泊者以外の方は、車での入場はご遠慮ください。講習会場から徒歩でお願いいたします。
ホテル蘭風に宿泊されずに、温泉＋食事（豪華バイキング）もあります。大人 2,750 円(税別)

風
18：30-20：00

湯快リゾート千里ケ浜温泉ホテル蘭風 予約電話 0570-550-480<AM8:00～PM21:00>

食事

温泉＋食事の場合必ず事前にご予約ください。予約電話 0570-550-480<AM8:00～PM21:00>
注）平戸カヤックスでの懇親会は、20 時からはじめます。遅れずにお越しください。
平戸カヤックスまで、徒歩 10 分程度 必ず砂浜を歩いてお越しください。懐中電灯必修

18：30-19：30

食事会

シービューランチ

メニュー：ハンバーグランチ

イベント申込時事前申込必要

イベント会場である千里ケ浜は、信号機のない直線道路が 500m 以上も続き、夜になっても交通量が非常に多い国道です。
海側の車道については、歩道がなく夜間の歩行は非常に危険です。懇親会場である平戸カヤックスへは、海岸からお願いい
たします。夜間の歩行となりますので、ヘッドランプ等のご準備をお願いいたします。ホテル蘭風からは、国道を横断すること
になります。必ず横断歩道をお渡り頂きますようお願い申し上げます。平戸カヤックスには、駐車スペースはございません。

20:00-22:30
9:00-9:30

懇親会
ビーチ
クリーン

7/8
（日）

来場は、準備の都合上 19:30 以降にお越し願います。
開会まで、主催者側で準備したビールやおつまみの飲食はご遠慮ください。
ご協力いただける方は、9 時までに平戸カヤックスへ軍手ご持参でご集合ください。
千里ケ浜のビーチクリーンを行います。
当日参加受付 9：45-9：55

10：00-12：00

試乗会

受付対象者：試乗会のみの参加者、前日に PFD or パドル のレンタルをされた方
講習会の自艇参加者は、受付は不要です。必ず各自の PFD とパドルをご持参ください。

閉

会

お問い合わせ先 ： 平戸カヤックス 末永 携帯 090-5474-4539

E-MAIL ：info@hiradokayaks.com

