


Ⅰ．

Ⅱ．具体的な事業

　

通常総会/パトロール報告会

はじめに

▸ 1京都ライフセービングのあゆみ／事業の概要と成果

▸

BLS（CPR&AED）講習会

明治国際医療大学救急救命学科実習

プールライフガーデング講習会

指導員派遣

▸

Ⅱ‐7

Ⅱ-１

▸
▸

▸

▸

▸
▸

天橋立海水浴場（文珠）

府中海水浴場

▸

▸
▸

丹後由良海水浴場

11－12ジュニア育成　

Ⅱ-２

Ⅱ-３

▸

アイアンマン70.3セントレア・ジャパン

びわこトライアスロンin近江八幡

竹野浜オープンウォータースイム

びわこトライアスロンin高島

京都丹波トライアスロンin南丹

▸
▸

みなと舞鶴とれとれトレイルランin大浦

13

目次

▸
▸

2－4海水浴場の安全監視

臨海合宿の安全監視

スポーツイベントの安全監視　

5－6

7－10

四條畷学園小学校 臨海合宿

はつしば学園小学校 臨海合宿

東大寺学園中学校 臨海合宿

兵庫教育大学付属小学校 臨海合宿

トライアスロン珠洲

由良川大江山ＳＥＡ　ＴＯ　ＳＵＭＭＩＴ2017

親子deビーチ@天橋立文珠

Jr.ライフセービング教室2017～夏の思い出はこれで決まり～

キッズヨガ＆ＢＬＳ（ＣＰＲ＆ＡＥＤ)

第3回　人と水辺をつなげるプロジェクト

人と水辺をつなげるプロジェクト

18

▸

Ⅱ-４

Ⅱ-５

Ⅱ-６

▸
▸
▸
▸

▸

▸

▸

14－17JLAアカデミー　

ちょっとお先に海にはいっちゃおう！



イベント名 場所

8(土) NPO法人京都ライフセービング通常総会  舞鶴市総合文化会館　研修室

9(日) JLAアカデミー　BLS（CPR+AED)講習会  舞鶴市総合文化会館　和室

5月 6(土) みなと舞鶴とれとれトレイルランin大浦 舞鶴市大浦地区 ( 旧三浜小学校)

11(日) アイアンマン70.3セントレア・ジャパン  愛知県　新舞子マリンパーク

18(日) びわこトライアスロン in近江八幡  滋賀県　宮ヶ浜水泳場

18(日) オーシャンサーフチャレンジin白浜  和歌山県　白良浜海水浴場

2(日) 竹野浜オープンウォータースイム 兵庫県 竹野浜海水浴場

9(日) びわこトライアスロンin高島  滋賀県　高島B&G海洋センター＆萩の浜

15(土)～8/20（日） 天橋立海水浴場　安全監視業務（土日祝日及び盆） 宮津市　天橋立海水浴場

15(土)～8/16（水） 天橋立府中海水浴場　安全監視業務（土日祝日及び盆） 宮津市　府中海水浴場

15(土)～8/16（水） 丹後由良海水浴場　安全監視業務（土日祝日及び盆） 宮津市　丹後由良海水浴場

20(木)・21(金) 四條畷学園小学校　臨海合宿 京丹後市　夕日ヶ浦

29(土)～8/2（水） 明治国際医療大学プール実習  南丹市　八木B&G海洋センター

1(火)～3（木） 東大寺学園中学校　臨海合宿  福井県　久々子海水浴場

7(月)～11（金） 明治国際医療大学ライフセービング実習  宮津市　京都府立青少年海洋センター

27(日) 京都丹波トライアスロン in南丹  南丹市　桂川（大堰川緑地公園）

27(日) トライアスロン珠洲  石川県　鉢ケ崎海水浴場

9月 2(土)・3（日） 全日本ライフセービング選手権　西日本地区予選  福井県　若狭和田海水浴場

10月 1(日） 由良川大江山SEA TO SUMMIT2017 舞鶴市　神崎海水浴場

▶京都ライフセービングのあゆみ／事業の概要と成果

4月

6月

7月

8月

▶2017年間スケジュール

ＮＰＯ法人京都ライフセービング（略称以下ＫＬＳ）は、京都府日本三景の天橋

立、丹後由良海水浴場をホームビーチとし、関西を中心にライフセービング活動を

行っています。

京都府におけるライフセービング活動の普及と発展を目的とし、地域の活性化、

青少年の育成、水辺の環境など様々な取り組みを行っております。

成果としては継続的な活動の充実、さらに新規の依頼も増え活動内容も広がった

一年でした。

しかし社会人主体の団体であり、慢性的な人材不足はクリアしていく毎年の課題

としてあげられます。

人材不足解消として資格取得の講習会を前年より開催できた事は成果としあげら

れます。

2000年7月 任意団体「舞鶴ライフセービングクラブ」を設立

2008年 京都府宮津市の天橋立海水浴場に拠点を移す。

2009年4月 「京都ライフセービング」に名称変更



Ⅱ‐１　海水浴場の安全監視

Ⅱ-1（３）

レスキュー概要

パトロール概要

パトロール総括

▶天橋立海水浴場（文珠）

監視期間

監視時間

2017年7月15日～8月20日の土日祝及び8月11日、14日、15日、16日

9時～17時　（8時間）

監視日数

Ⅱ-1（２）

Ⅱ-1（１）

17日間

エマージェンシーケア

死亡／蘇生
迷子対応

0件 2件 21件 2件0人 0人

救急車要請 予防対応 応急手当

監視活動は、本部、タワー、ビーチパトロールが基本の体制である。

必要に応じて沖からのパトロールも実施している。

家族連れが多いビーチであり、迷子の注意喚起とビーチクリーンを積極的に

行っている。

今年度のイベントは、ビーチフラッグスイベントとジュニアライフセービン

グプログラムを開催した。

ビーチフラッグスは数年ぶりに開催したが、ライフセービングを知ってもら

う良い機会でもあるので継続していきたい。

また外国からの観光の方も増えたので、最低限の対応はできるようにしてい

きたい。



Ⅱ‐１　海水浴場の安全監視

▶府中海水浴場

Ⅱ-1（１） パトロール概要

監視期間 2017年7月15日～8月16日の土日祝及び8月11日、14日、15日、16日

監視時間 9時～17時　（8時間）

監視日数 15日間

Ⅱ-1（２） レスキュー概要

0件

Ⅱ-1（３） パトロール総括

エマージェンシーケア

死亡／蘇生
救急車要請 予防対応 応急手当 迷子対応

0人 0人 0件 1件 4件

地元の遊泳客が多いが、海外の方や学生の団体も増えている。

本部からは波うち際は見えにくい浜のため、ビーチパトロール、タワー監視、

沖パトロールなど、海水浴客の人数や海の状況に応じて監視活動を行った。

また天橋立アクティビティセンターが近くに出来、今後さらに海水浴客の増

加が見込まれるため、基本2人体制の監視活動では個々のスキルが重要になって
くると感じる。



Ⅱ‐１　海水浴場の安全監視

▶丹後由良海水浴場

Ⅱ-1（１） パトロール概要

監視期間 2017年7月15日～8月16日の土日祝及び8月11日、14日、15日、16日

監視時間 9時～17時　（8時間）

監視日数 15日間

Ⅱ-1（２） レスキュー概要

2件

Ⅱ-1（３） パトロール総括

エマージェンシーケア

死亡／蘇生
救急車要請 予防対応 応急手当 迷子対応

0人 0人 0件 1件 4件

監視活動は、本部、タワー、ビーチパトロールが基本の体制である。

遠浅な部分もあるため、沖まで泳ぐ遊泳客も多いため、沖からのパトロールも

適宜行っている。

地元（茶屋さんや警察等）との連携を大切にしながら、監視活動を行い2㎞の広

いビーチのため、放送での注意喚起を有効的に使用してる。

遊泳客は西側の端、本部付近の浜茶屋前に固まっている。

西側は岩場となっており、本部からは双眼鏡を使用しても目視で確認する事が

難しい場面が多々あり、有事の際にいかにして現場に向かうことができるかが

今後の重要な課題としてあげられる。

最近は、岩場での深い切り傷などが増えているように思う。

年々迷子の報告も増えているので、事故につながらないためにも注意喚起を

より徹底していく必要性を感じた。



Ⅱ‐2　臨海合宿の安全監視

▶四條畷学園小学校臨海合宿

ライフセーバー

▶はつしば学園臨海合宿

山本良徳、町田英紀、西田光希、磯本ななみ

スタッフ 45名

開催日時 2017年7月23日（月）～7月26日（水）

開催日時 2017年7月20日（木）～7月21日（金）

開催場所 浜詰海水浴場　（京丹後市網野町浜詰）

主催・依頼 四條畷学園小学校

参加者/スタッフ 参加者 200名

開催場所 浜詰海水浴場　（京丹後市網野町浜詰）

主催・依頼 はつしば学園小学校

ライフセーバー 山本良徳、竹内啓、宮武利樹

参加者参加者 / スタッフ スタッフ

大遠泳では対象児童全員（88名）が完泳することができた。

大遠泳中に子ども同士で声をかけ合う姿が見られた。特に泳ぎに不安のある子にとって

友達との関わりは安全・安心に資するものだったと考えられる。

前夜のミーティングから引き上げ時の対応について検討し、児童ならびに漁船・ゴム

ボードと の距離が近く、ゴムボードへの移送を優先したガードとなった。そのため全体

の様子を見ながら動く必要があり、ポジション移動等は難しかったが、他のライフセー

バーがどのように動い ているのかを自分自身も動きながら体感する経験ができて良かっ

た。

ライフセーバー同士の情報共有はもちろん、関係スタッフの中で情報を統一しておくこと

が事 故等のリスク軽減につながると改めて感じた。そして児童をはじめ、ライフセー

バーがガード に入っていない海水浴場での活動を通してライフセーバーを知ってもらう

機会がもてたと思う。

荒天のため、プログラムが大幅に変更に

なった。

初めての委託であり、教員の方との打ち

合わせ等でライフセーバーの位置づけを伝

えることができたと思う。



Ⅱ‐2　臨海合宿の安全監視

▶兵庫教育大学付属小学校臨海合宿

開催日時 2017年7月24日（月）～７月25日（火）

開催場所 兵庫県　諸寄海岸

開催場所 福井県久々子海岸

主催・依頼 兵庫教育大学付属小学校

参加者/スタッフ 参加者 90名 スタッフ 20名

ライフセーバー 土谷こころ、宮武利樹、神戸ＬＳＣ2名

▶東大寺学園臨海合宿

開催日時 2017年8月1日（火）～8月3日（木）

ライフセーバー 山本良徳、竹内啓、石井佑子、嶋津有成

主催・依頼 東大寺学園

参加者/スタッフ 参加者 117名 スタッフ 50名

先生と情報交換やコミュニケーションをとりながら

行えた。

午後からと遠泳当日は風が強く、うねりもあったた

め、ボートの扱いが難しい様子がみられたので、今後

の課題である。

大遠泳では前方は隊列を整えながら進められていた

が、最後尾はとても広がってしまったので、もう少し

早めに対処が必要だったのではないか。

長い隊列になるので、先生同士のコミュニケーショ

ンをとるツールがもう少しあった方が安全に開催でき

るのではないかと思う。

雨が降ったりと天気が不安定な中だったが、予定通りプログラムが行われた。

風や雨で児童たちが不安にならないように声をかけたりしていった。

先生方も毎年来られている方も多く、海の様子をライフセーバーと共に判断しプログ

ラムをすすめられていた。

水泳訓練は、小さな湾内で行われており海況も穏やかだったが、大遠泳のコースは流

れや水温の変化もあるので 下見で泳ぐことができ海況の確認もできて良かった。

泳力が弱い児童の様子をLSに事前に伝えてもらえるとより安全に見守ることが出来る

ように思う。

大遠泳では救助機材のRWCが出ていたがLSは知らなかったので、事前に情報共有し、

有事の際の打ち合わせ等出来れば 良かったと思うし、情報共有がされるべきだと感じ



Ⅱ‐2　スポーツイベントの安全監視

▶みなと舞鶴とれとれトレイルランin大浦

開催日時 2017年5月6日（土）

開催場所 舞鶴市大浦地区　（旧三浜小学校）

開催場所 愛知県　新舞子マリンパーク

主催・依頼 舞鶴トレイル倶楽部

参加者 参加者 196人

ライフセーバー 山本良徳、土谷こころ、土谷ひろみ、石井佑子、新谷友尚、磯本ななみ、崎山貴史、浜田真、山本志津香

▶アイアンマン70.3セントレア・ジャパン

開催日時 2017年6月11日（日）

ライフセーバー 山本良徳、石井佑子、中畑紀美恵　＋愛知ＬＳＣ他

主催・依頼 NPO法人愛知ライフセービングクラブ

参加者 参加者 約1,600名

救護スタッフとしての参加。初開催

の大会でライフセーバーとして各ポジ

ションに配置。

AED搭載車でコースのパトロールな

どを行った。

例年、愛知ＬＳＣをはじめとする複数のクラブ合同でのガードである

が、依頼クラブの運営がよくいいガードをすることができた。



Ⅱ‐2　スポーツイベントの安全監視

▶第3回びわ湖トライアスロンin近江八幡

開催日時 2017年6月18日（日）

開催場所 滋賀県近江八幡市宮ヶ浜周辺及び大中の湖干拓地（宮ヶ浜海水浴場）

開催場所 兵庫県豊岡市竹野町　竹野浜海水浴場

主催・依頼 びわ湖トライアスロンin近江八幡実行委員会

参加者/スタッフ 参加者 490名 スタッフ

ライフセーバー
山本良徳、土谷こころ、土谷ひろみ、石井佑子、木伏紅緒
菊池淳、中畑紀美恵、寺本誠、今堀加奈子、嶋津有成

▶第7回竹野オープンウォータースイム大会

開催日時 2017年7月2日（日）

ライフセーバー 山本良徳、土谷こころ、土谷ひろみ、石井佑子、西村友尚、嶋津有成、菊地淳

主催・依頼 たけの観光協会

参加者 / スタッフ 参加者 379名 スタッフ

泳者があまり離れずにレースが進んだので、人数的にも余裕をもってガードする事ができていた。

しかし、コース誘導を必要以上にしてしまったり、ルールの共通理解ができていない部分があり、

カヌー艇との誤差があった。

タイムオーバーの際、最後まで泳いで良いとなったが、それ故に2.5Kmのアップ時にライフセー

バー を十分配置できなかったり、ライフセーバーのレストの時間が取れなかったので、タイム制

限はしっかりした方が良いと感じた。

アップの時間、場所をしっかり制限し区切る必要があると感じた。

消えない工夫と片方だけに書くのではなく、両側に番号があると良いと感じた。 RWCを使用でき

ない大会、ボードから漁船そして救護の流れをスムーズに行う事がより必要になるが、 そのシ

ミュレーションができていなかった。

水温19℃のコンディションの中スムーズに動くことができ、NORESCUEで終われよかった。

クラブジェット導入後初の委託ガードであった。

低水温と競技初参加者が多いという大会特性の関係でピックアップが毎年多い。

反省点としては、当日朝選手入水前のアップが寒さからか十分にできていたとは言えないこと選

手とボード班の距離が離れ気味だったこと、ピックアップ要請でライフセーバーが手を振る行為が

見えにくく来年はレスキューチューブを掲げるなど改善の必要がある。

運営側への要望としては、選手番号がウエットで隠れライフセーバーから認識できないこと、審

判員のコース指示のための笛が紛らわしいことがあげられる。

漁船やカヌーは沖のライフセーバーと直通のシーバーを持っていないため、事前にミーティング

をするなどより多くのコミュニケーションをとることが重要だったと思う。



Ⅱ‐2　スポーツイベントの安全監視

▶第29回びわこトライアスロン＆ちびっこチャレンジin高島2017

開催日時 2017年7月9日（日）

開催場所 高島市高島B&G海洋センター　萩の浜水泳場

開催場所 京都府南丹市　桂川

主催・依頼 RUNNING ROOM JAPAN

参加者/スタッフ 参加者 427名 スタッフ 200名

ライフセーバー 山本良徳、土谷こころ、西村友尚、今堀加奈子、竹内啓、石井佑子

▶京都丹波トライアスロンin南丹2017

開催日時 2017年8月27日（日）

ライフセーバー
土谷こころ、原至生、土谷ひろみ、石井佑子、新谷友尚、磯本ななみ、
西田光希、白川まりな

主催・依頼 京都丹波トライアスロン大会実行員会

参加者 / スタッフ 参加者 464 スタッフ

コースの設定上、折り返してきた選手と折り返しに向かう選手が交錯し

てしまい、危険な様子があった。事前に確認したり、ＬＳの位置取りを考

える必要があった。

コースに足がつくという環境で、危険度は低いが、ＬＳと大会スタッフが

連携をもう少し 密にとりながら安全管理を行うことが大事ではないか。

ちびっこチャレンジでは今年から参加人数が増えたこともあり、ＵＰ時の

混雑が見られた。 より安全な方法も検討できるのではないか

ブースを設置させてもらえたことにより、ＬＳの存在のアピールや参加

者との触れ合いの 場にもできてよかった。来年も引き続き行いたい。

運営本部と素早く連絡を取れるように本部と繋がるシー

バーが必要だと感じた。

タイムオーバーを切るのか最後まで泳いでもらうのか

レースによって変わったので統一した方が良いと感じた。

リタイアを勧めた選手が”頑張りたい”という中で、選手

の気持ち、安全面の狭間で判断が難しかった。

シーバーだけを頼るのではなく、ハンドサインやアイコン

タクトでも連携が取れるようにスキルアップが必要。



主催・依頼 ＮＰＯ法人大阪ライフセービングクラブ

ライフセーバー 山本良徳、嶋津有成、浜田真　他大阪・神戸ＬＳＣ

▶由良川大江山SEA TO SUMMIT2017

参加者 / スタッフ 参加者 1,419名 スタッフ

Ⅱ‐2　スポーツイベントの安全監視

▶トライアスロン珠洲

開催日時 2017年8月27日（日）

開催場所 石川県　鉢ヶ崎海水浴場

開催日時 2017年10月1日（土）

ライフセーバー 山本良徳、土谷ひろみ、山本志津香

主催・依頼 由良川 大江山 SEA TO SUMMIT 実行委員会

開催場所 舞鶴市神崎海水浴場

参加者 / スタッフ 参加者 113名 スタッフ

昨年に続き、死亡事故が発生した。

ライフセーバーとしての発見から救助、搬送に関してはベストレスキューだったと

思うが、さらに良いレスキューができるように改善したいと思う。

今回より水上バイクを導入した。

漁船よりも機動力があり、カヤックと近い位置で監視にあたれた。

ピックアップはなかったが、水面と近いため救助搬送もやりやすくなった。



Ⅱ‐4　ジュニア育成

▶ちょっとお先に海にはいっちゃおう！

開催日時 2017年6月25日(日）

開催場所 丹後由良海水浴場

開催場所 天橋立海水浴場（文珠）

主催 NPO法人京都ライフセービング

参加者/スタッフ 参加者

ライフセーバー 今堀加奈子、石井佑子、土谷ひろみ、土谷こころ、山本志津香

▶親子deビーチ@天橋立文珠

開催日時 2017年7月8日（土）

12名

ライフセーバー 今堀加奈子、山本良徳、石井佑子、礒本ななみ

主催・依頼 ディモナスポーツクラブ

参加者 / スタッフ 参加者 スタッフ 4名

地元のディモナスポーツクラブからの依頼で実現し

た。

親子でライフセービング器材等を使い親しみやすい

ゲームを取り入れた体験で、新たな交流となった。

地元の親子の参加も多く、ジュニア会員の登録に繋

がった。

今後も、地元と協力して色々なイベントを開催して

いきたい。



Ⅱ‐4　ジュニア育成

▶Jr.ライフセービング教室2017～夏の思い出はこれで決まり～

開催日時 2017年8月19日（土）

開催場所 天橋立海水浴場（文珠）

開催場所 天橋立海水浴場付近

主催・依頼 NPO法人京都ライフセービング

参加者/スタッフ 参加者

ライフセーバー 原至生、坂梨秀地、土谷こころ

▶キッズヨガ＆ＢＬＳ（ＣＰＲ＆ＡＥＤ)

開催日時 2017年11月19日（日）

9名

ライフセーバー 原至生、石井佑子、土谷こころ

主催・依頼 NPO法人京都ライフセービング

参加者 / スタッフ 参加者 5名、保護者

3時間のプログラム

・タッチプール

・ビーチパトロール

・ヒューマンチェーン

・浮身

・救助器材にふれる

・ニッパーボード

・ビーチフラッグス

子どもでも楽しめるヨガ・・呼吸を整え身体の動きを自分でコ

ントロール。

BLSでは、子どもたちが『もしも…倒れている人がいた

ら？？？』というテーマで自分がどのように感じるのか話し合い、

紙に書きだした。そこから、一つの方法として心肺蘇生法の紹介

を行う。

小児用リトルアン胸骨圧迫を体験したのち、成人レサシアンで

の胸骨圧迫体験。大変さを感じそこからどのような行動ができる

のか考えた。

保護者の方も参加していただけたので、親子で楽しむプログラ

ムとなった。



Ⅱ‐5　人と水辺をつなげるプロジェクト

▶第３回　人と水辺をつなげるプロジェクト　

開催日時 2017年10月1日（日）

開催場所 舞鶴市神崎海水浴場

主催・依頼 ＮＰＯ法人京都ライフセービング

参加者/スタッフ 参加者 13人 スタッフ 6人

レスキューボード、ニッパーボード、サーフスキー、水上バイクなど

いろんなクラフトに乗ってもらう体験をした。

陸上では、スラックラインで遊びながらバランス感覚を養うこともで

きた。

お昼は炊き出しをし参加者とのふれあいの時間を作れた。



インストラクター 土谷こころ　土谷ひろみ

▶ＢＬＳ（ＣＰＲ＋ＡＥＤ)講習会

開催日時 2017年12月17日（日）

開催場所 京田辺市立中央公民館

主　　催 NPO法人京都ライフセービング

受講者 / スタッフ 受講者 5名 スタッフ 1名

インストラクター 山本良徳　土谷ひろみ

主　　催 ＮＰＯ法人京都ライフセービング

受講者/スタッフ 受講者 6名 スタッフ 2人

Ⅱ‐6　ＪＬＡアカデミー

▶ＢＬＳ（ＣＰＲ+ＡＥＤ)講習会

開催日時 2017年4月9日(日)

開催場所 舞鶴市総合文化会館　和室

受講者は少なかったが、定期開催することで、少しずつでも心肺蘇生法やＡＥＤの

必要性が広がっていくと思う。受講者は熱心であった。

受講者が積極的な方ばかりで、少人数ではあったが、活発なディスカッションが

自然と行われる講習会であった。

受講者からの意見も大変貴重なものであった。



主　　催 ＮＰＯ法人京都ライフセービング

受講者/スタッフ 受講者 9名 指導員 1名

開催場所 プレーパークおおい（悠々館＆アクアマリン）

▶プールライフガーデング講習会

開催日時 2018年1月13日（土）14日（日）

Ⅱ‐6　ＪＬＡアカデミー

▶ＢＬＳ（ＣＰＲ＋ＡＥＤ)講習会

開催日時 2018年3月11日（日）

開催場所 舞鶴市総合文化会館　研修室

主　　催 NPO法人京都ライフセービング

受講者 / スタッフ 受講者 5名 スタッフ 4名

今年度新たに日本ライフセービング協会がプールに特化した資格講習会を開始した。

京都からも指導員を育成しこの講習会を開催することができた。しっかりとプールマネジ

メントをできる人材が不足している中、遠方からの受講者もあり、とても内容の濃い講習会

を開くことができた。まだまだ、一般普及には時間がかかるが、定期開催し、プールの安全

に貢献できればと思う。

少人数開催ではあったが、新規の受講者も多く、心肺蘇生法やＡＥＤの必要性を感じ

てもらうことができ、それぞれ知識と技術を習得してもらった。ライフセービングに興

味を持った受講者もおられ、講習会がひとつのきっかけになったことはうれしいことで

あった。



インストラクター 山本良徳　土谷こころ　他３名

▶明治国際医療大学救急救命学科実習（ライフセービング実習）

開催日時 2017年8月7日～11日

開催場所 京都府青少年海洋センター（マリーンピア）

主催・依頼 明治国際医療大学　救急救命学科

受講者/スタッフ 受講者 34名 スタッフ ２人

インストラクター 山本良徳　土谷ひろみ　他　JLA1名

主催・依頼 明治国際医療大学　救急救命学科

受講者 / スタッフ 受講者 39名 スタッフ

Ⅱ‐6　ＪＬＡアカデミー

開催場所 南丹市園部中央プール

▶明治国際医療大学救急救命学科実習（プール実習）

開催日時 2017年7月29日

今年度新規に開設された「救急救命学科」の大学カリキュラムで日本ライフセービング

協会の資格「ウォーターセーフティ」「ＢＬＳ（心肺蘇生法＋ＡＥＤ」「ベーシック・

サーフライフセーバー」講習会を受講するようになった。

地元クラブとして、新たにつながりを持つことができた大きな出来事であった。

大人数でのウォーターセーフティ講習会で厳しさと若さ溢れる講習だった。

この１週間後、海での実習につながるので大事な位置づけの講習であると思う。

ウォーターセーフティに続き、場所を海に変えての講習会であった。

数年前までライフセービング自体がなかった地でたくさんの学生がベーシックサーフラ

イフセーバーの資格取得のために昼夜努力し、自分と向き合った。

指導員とスタッフとして京都ＬＳからも派遣したが、とても得るものが多かった講習会

であった。



派遣インストラクター 山本　良徳

開催日時 2017年6月3日（土）6月4日（日）

開催場所 福岡県　新宮

依 頼 元 新宮ライフセービングクラブ

派遣インストラクター 山本　良徳

講習会名 ベーシック・サーフライフセーバー講習会

講習会名 ＢＬＳ（ＣＰＲ＋ＡＥＤ)講習会

開催日時 2017年5月21日

開催場所 福岡県　新宮

依 頼 元 新宮ライフセービングクラブ

Ⅱ‐6　ＪＬＡアカデミー

派遣インストラクター 山本　良徳

開催場所 福岡県　新宮

▶指導員派遣

講習会名 ウォーターセーフティ講習会

開催日時 2017年5月20日

依 頼 元 新宮ライフセービングクラブ



Ⅱ‐7　通常総会/パトロール報告会

▶通常総会

開催日時 2017年4月10日（日）

開催場所 京都府舞鶴市総合文化会館

▶パトロール報告会

開催日時 2017年9月30日（土）

開催場所 舞鶴市総合文化会館　研修室

正会員 １０名

ボランティアスタッフ １４名

オブザーバー 3名

委任状 ８名

2016年度事業報告

収支決算報告

監査報告

2017年度事業計画

収支予算案・・・等

各委託イベントなどの報告

天橋立海水浴場・府中海水浴場・丹後由

良海水浴場の今シーズンの活動報告

オフシーズンの活動目標

来年度の活動目標・・・等



2017年度

ＮＰＯ法人京都ライフセービング事業報告書

特定非営利活動法人京都ライフセービング

〒625-0045

京都府舞鶴市多門院760番地

mail：office@kyotolifesaving.org

http://kyotolifesaving.org/


