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協会主催事業
○社員総会 2020 年 2 月 27 日 国立オリンピック記念総合センター
○代表者研修会 2020 年 2 月 26 日 国立オリンピック記念総合センター
・2019 年度 JSCA-DAY
2 月 26 日 代表者会議、代表者研修（定款・規定集・ガイドラインの周知及び意見交換）
、SRP テキスト改正
及び検定員制度改正について、検定員・推薦者の新規開設公認スクールへのサポートについて
2 月 27 日 総会、会員研修会 社スポ CPR 指導員新規・更新講習、ベーシック検定員研修(全会員参加可能）
2 月 28 日 会員研修会 ハチ・ヘビ対応講習
〇IT 選考会 2020 年 2 月 29 日
○検定会(詳細は、教育普及委員会活動報告参照)
ベーシックインストラクター 37 会場 116 名受験 112 名合格
アドランストインストラクター 3 会場 21 名受験 16 名合格
ガイド 2 会場 9 名受験 5 名合格
○パドルスポーツセーフティミーティング（詳細は、安全委員会活動報告参照）
4 会場（北海道 2 会場、山陰、沖縄）29 名参加
○コロナ禍による中止事業
・インターナショナルボートショー2020 出展
・パドルスポーツセーフティミーティング（東北、関東、中部、九州の 3 会場で中止）

理事会
○会議等
・定期理事会（6 月、1 月）全理事、監事 ※6 月はオンライン開催
・三役会議（6 月、12 月）三役、事務局長 中間報告確認
・事務局打合せ（6 月、12 月）業務執行理事、事務局長
・メール審議 124 件
○普及啓発事業
・コロナ禍のため、実行できず
○渉外業務
・UMI 協議会参加
・海上保安庁カヌー/SUP の事故防止にかかる意見交換会出席（オンライン）
・海上保安庁 安全対策課との意見交換（メール）
※コロナウィルス感染症の影響により、官公庁及び関連団体への表敬訪問等中止

教育普及委員会
■構成員
担当理事：中村
委員長 ：阪井（アクロス瀬戸内カヌースクール）
委員

：石川（UCDi パドリングスクール）、山口（コアアウトフィッターズ）
平井（サンデープラニング）
、中村（一滴 Paddle ＆ Mountain Guide）

松澤（支笏ガイドハウスかのあ）
、安藤（PADDLERS）、山本啓太（Kiaora paddle）
■2020 年度活動報告
・新制度での検定員の育成のプログラムの構築
・検定会の開催と運営（詳細は下部）
・検定会テキストの改定
・SRP の管理と運営（2020 から教育普及委員会担当）
・検定会課目の変更に伴う MP 検定の内容の確認
・IT 研修会（選考会）2 月開催、ベーシック検定員研修会 2 月開催
・検定制度の改革（山口、中村）
検定課目ガイドライン改定
検定員規定＆検定員ガイドライン改定
検定会開催ガイドラインの改定
その他上記に付随する規定やガイドラインの改定
・検定会テキストの改定（阪井、石川、平井、松澤、安藤、山口、中谷、赤澤）
2020 年 3 月末までには理事会提出予定
・外国人の JSCA 指導者への受験に関する調査と整備作り（石川）
調査中
■2020 年度指導者検定会活動実績
ベーシック課程
・カヤック（１月～3 月）４回開催、受験者１４名、合格者１３名
・シーカヤック（４月～１２月）9 回開催、受験者３４名、合格者３２名
・レクリエーショナル（４月～１２月）6 回開催、受験者 21 名、合格者 21 名
・シットオン（４月～１２月）9 回開催、受験者 26 名、合格者 25 名
・カヌー（４月～１２月）2 回開催、受験者 3 名、合格者３名
・SUP（４月～１２月）7 回開催、受験者 18 名、合格者 18 名
アドバンスト課程（北海道）
・カヌー受験者５名、単位満了者３名
アドバンスト課程（神奈川）
・シットオン受験者２名、単位満了者２名
・リバーカヤック受験者１名、単位満了者１名
・SUP 受験者２名、単位満了者 1 名、知識課目単位保持者 1 名
アドバンスト課程（福岡）
・シーカヤック受験者４名、単位満了者４名
・シットオン受験者３名、単位満了者１名
（知識課目６課目単位保持１名、知識課目５課目単位保持１名、）
・SUP 受験者４名、単位満了者４名
ガイド課程（秋田）
：種目カヌー
・リバー 受験者４名、合格者４名
ガイド課程（三重）
：種目シーカヤック
・シー 受験者５名、合格者１名

■2020 年度会員研修会開催実績
・3 月 9 日長野県野尻会場
「パドリングガイドのためのロープワーク」
主管:一滴 Paddle & Mountain Guide
・6 月 30 日～7 月 1 日 九州ブロック会員研修会
「SUP アドバンストインストラクター検定会事前講習会 」
「シーカヤック講習会(ボートコントロール) 」
主管:平戸カヤックス
・10 月 21 日～22 日岩手県会場
「シーカヤックツアーの安全管理」
主管:アースクエスト
・11 月 24 日 三重県尾鷲会場
「シーガイド検定に向けて」
主管:ブルーホリック

公認スクール委員会
【構成メンバー】
担当理事 本橋(サニーコースト) 中谷(Rainbow)
委員長 池内(RiverWalker)
委員 鈴木(シーズン) 山口(みの石滝)
末永(平戸カヤックス)

染谷(海と和)

伊藤(ベルデ大台)

森山(ガイナカヤックス)

脇阪(ちゅらちゅら)

【活動報告】
・新規公認スクールの申請受付・書類精査
北三陸 OUTDOOR (1/25 理事会承認連絡あり)
SUP 宮島 (2/7 理事会承認連絡あり)
宮島シーカヤック (2/7 理事会承認連絡あり)
SWEET PADDLE (2/14 理事会承認連絡あり)
笹川流れカヤックセンター (7/9 理事会承認連絡あり)
河原湯温泉駅キャンプ場 (8/27 理事会承認連絡あり)
現在進行中の新規申請
・宮城県石巻市 MORIUMIUS 中里様
・佐渡マリンスポーツスクール 本間様
・
（株）釜石 DMC 佐藤様
・福岡県 石井様
・JSCA の資格変更を受け、新規申請書類の更新
・JSCA デイにおける実績発表進行及び継続アンケートまとめ
・JSCA 継続申請書類の精査・取りまとめ作業 (56 件)

安全委員会
・4 月から月 1 回、海上保安庁より届く事故情報を解析し意見書を作成。

・カヌーワールド誌 2 へ安全啓蒙文章掲載。
20 号 カヤッカーの為のリスクマネジメント教室 シーカヤックセルフレスキュー
21 号 カヤッカーの為のリスクマネジメント教室 シットオントップカヤックのセルフレスキュー
・カヌーワールド誌 21 号ソロ活動特集へ文章掲載。
ソロ活動におけるリスクマネジメント
パドルスポーツセーフティミーティング
西表会場
基礎実技・応用実技と指導法 4 名参加
リスクマネジメント・レスキューとロープワーク 3 名参加
ツアー計画作成・模擬ツアー2 名参加
小樽会場
初心者向けレスキュー講習会 14 名参加
出雲会場
SRP５名参加
ニセコ会場
カヤッカーの為のロープワーク 1 名参加

広報委員会
・HP 内容確認、リンクチェック
・NEW レターの作成
・雑誌広告出稿

環境委員会
委員長 紺野（アースクエスト）
、委員 野元（かごしかカヤックス）
・LNT ブックレット（seakayaking）翻訳
・LNT リファレンスカード翻訳
・JSCA 環境保全ツアー推進事業者認定制度（仮称）制度設計
・環境ガイドライン策定のための情報収集

