
  
  
 
 

◇ 開 催 日： 平２４年３月３日（土）～３月４日（日）  

◇ 場  所： 東京海洋大学越中島キャンパス 第 4実験棟 5F ほか 
               （東京都江東区越中島 2-1-6 TEL 03-5245-7300） 
 

◇ 参 加 費：  ５，０００円（1 日のみ３，０００円） 

         ※学生は割引制度や学生ボランティア・スタッフ枠を設けています 

◇ 対  象： 自然体験活動の指導者、教員、ＰＴＡ、教員志望の大学生 

 川を活用した自然体験教育に関心のある方 
             

◇ 主  催： ＮＰＯ法人川に学ぶ体験活動協議会 
◇ 後  援： 子どもの水辺サポートセンター 他(予定） 
 

 
今回のフォーラムでは、学校や指導者の間でも最も関心の高い安全について、多方面

から専門家を招いて、水辺体験活動の安全性や防災力等のノウハウをさらに高めます。

また、学校の教育活動で水辺体験活動を取り入れるための学習指導案づくりについても

じっくりと取り組みます。 

ＲＡＣ指導者をはじめ川を活用した自然体験教育に興味のある方々など、お誘い合わせ

の上是非ご参加下さい。 
 
 

～水辺のファーストエイド、防災等の安全対策や教科教育への展開ついて考えよう！～ 
 
 

◇プログラム                                    

3 月 3 日（土） 

12:30 受付開始 

13:00～13:10 開催挨拶・オリエンテーション                    

会場：第 4実験棟 5F 

13:10～14:40 セッション１ 基調講演 
 

「医師から学ぶ、野外活動のファーストエイドの重要性」 

 講師：大城和恵氏 

（医学博士・UIAA/IKAR/ISMM 認定英国国際山岳医） 

事故発生現場の状況に応じて求

められる応急手当等の実際につい

て、国際的にも活躍中の山岳医を

お招きし、最先端のノウハウについ

てお話していただきます。 

セッション２ 分科会 Part1                    会場：2 号館 1F・2F 

分科会１ 《ウィルダネスファーストエイドの考え方》 

・ファシリテーター ：濱谷弘志氏（Wilderness Medical Associates 

インストラクター）他 

イギリスやアメリカで発祥のアウトド

ア活動で展開される、自然界での

応急処置の考え方を学びます。 

分科会２ 《学校連携しよう！学習指導案をつくろう！－Ⅰ》 

・ファシリテーター ：金沢緑氏（元海田東小学校校長）他 

 

小学校と連携して川の活動を実施す

るときに役に立つ学習指導案づくりを

２日間かけて行います（前編）。 

14:50～16:20 

分科会３ 《命を守る着衣泳》 

・ファシリテーター ：田村祐司氏（東京海洋大学）他 

 

落水時に背浮きで呼吸を確保す

るセルフレスキュー技能である着

衣泳について考えます。 

16:30～17:00 セッション３ 分科会報告①                    会場：第 4実験棟 5F 

17:30～ 交流会（費用３，５００円程度）予定                 会場：マリンカフェ（学内） 

子どもゆめ基金助成事業 ＲＡＣフォーラム（第 9 回）開催のお知らせ 

水水辺辺体体験験活活動動のの安安全全対対策策  全全国国フフォォーーララムム  



NPO 法人 川に学ぶ体験活動協議会事務局    http://www.rac.gr.jp  

〒110-0001 東京都台東区谷中 3－6－16 大輪ビル 3 階・A 室 

TEL：03-5832-9841 FAX：03－5832-9842   rac@rac.gr.jp  

3 月 4 日（日） 

9:00～10:30 セッション４ 分科会 Part2                    会場：2 号館 1F・2F 

 分科会４ 《水災害から身を守るために》 

・ファシリテーター ：藤芳素生氏（NPORAC 副代表理事）他 

水情報の活用、避難の心得、子ども

の防災学習等、水災害への対応に

ついて考えます。 

 分科会５ 《ＲＡＣ水辺のファーストエイド》 

 ファシリテーター ：北川健司氏（NPO エヌエスネット代表）他 

水辺体験活動に特化したファースト

エイド講習の内容について検証しま

す。 

 分科会６ 《学校連携しよう！学習指導案をつくろう！－Ⅱ》 

・ファシリテーター ：金沢緑氏（元海田東小学校校長）他 

 

小学校と連携して川の活動を実施す

るときに役に立つ学習指導案づくりを

行います（後編）。 

 分科会７ 《1000 人以上集めるサマーキャンプの広報を学ぶ》 

・ファシリテーター ：佐藤陽平氏（NPO グリーンウッド専務理事）他 

これができたらみんなハッピー！「集客

力」に溢れる広報を考えます。 

 

10:40～12:00 セッション５ 分科会報告                     会場：第 4実験棟 5F 

12:00～12:10 閉会として 

（プログラムについては予定でありますので、多少変更することがありますのでご了承下さい。） 

◇参加お申込み方法 

 参加申込書にてお申込み下さい。用紙は下記のＲＡＣホームページよりダウンロードできます。 

 分科会の関係上、定員（60 名程度）になり次第締切らせていただきます（但し基調講演のみのご参加は定員別）。  

 

◇会場地図  

 
1. JR 京葉線「越中島駅」(各駅停車のみ) 2 番出口 徒歩約 2 分 

2. 東京メトロ 東西線・都営地下鉄 大江戸線 「門前仲町駅」4 番出口 徒歩約 10 分 

3. 東京メトロ 有楽町線・都営地下鉄 大江戸線「月島駅」2 番出口 徒歩約 10 分 

入口はこちら 



ＲＡＣフォーラム 東北ミーティング 
実施概要 

 

○目 的 ： ＲＡＣフォーラムでは水辺体験活動の安全管理技術や教育的指導技術の向上に向

けての研修を毎年展開していますが、今回の東北ミーティングでは、川の指導者や自

然体験活動にかかわる方を対象に、「川育」のインストラクター養成プログラムの策定

を題材として研修会を実施します。 

さらに、先に発生した大震災への支援事業としてこの夏に予定されている、被災地

応援サマーキャンプを提供するうえでの指導方法や、小学校の教科教育へ川での体

験活動プログラムを導入する上での配慮事項等を共有します。 

 そして、この研修を通じて、「川育インストラクター」養成のマスターや専任講師等を

認定するための要件等についてもとりまとめる予定です。 

 

○日   時 : 平成 23年 6月 27日（月）  

○会   場 : 国立花山青少年自然の家（〒987-2593 宮城県栗原市花山字本沢沼山 61-1） 

○主   催 : NPO法人川に学ぶ体験活動協議会  

○参 加 費 : 1,000円（昼食費込み。但しそれ以外食費等は各自負担下さい。） 

○必要資料 : 「川を活かした体験型学習プログラム」(東京書籍)※１  
※１ 必ずご持参下さい。申込時にご連絡頂ければ当日会場でも有償配布可能です（2,000円） 

              

[プログラム] （案） 

６月２７日（月） 

8:30       ・入所のつどい 
9:00－10:00 ・ガイダンス／目的の共有    

10:10－12:00  ・川育インストラクター養成プログラムの検討 
・カリキュラム骨子構築Ｗ．Ｓ 

 13:00－16：00  ・現場実習検討 
  ・映像データ等とりまとめ 

  16:30－17：00 ・ふりかえり     

    

[補足事項] 

・沢でフィールドワークを行う予定ですので、個人装備は各自ご持参ください。 

・入りの時間及び交通手段、帰りの時間及び交通手段をお知らせください。 

・ 前泊の必要な方は施設に宿泊可能ですので、6月20日までにご連絡下さい。 

・ 参加申し込みは別紙参加申込書に入力の上、ＲＡＣ事務局までメールにて送信ください。 

 

 

 

～子どもゆめ基金助成事業～

お問合せ先 〒110-0001 東京都台東区谷中3-6-16大輪ビル3階A室  ＲＡＣ事務局 斉藤 
TEL.03-5832-9841／FAX. 03-5832-9842／E-MAIL rac@rac.gr.jp ＨＰアドレス www.rac.gr.jp 



 
 

～小学校での教育目的を入れた川育プログラム～ 
 

ＲＡＣフォーラムでは水辺体験活動の安全管理技術や教育的指導技術の向上に向けての研修を毎年展開し

ていますが、今回の九州ミーティングでは、川での体験活動現場にはまだ馴染みの薄い小学校の「学習指導案」

づくりについて考える機会とします。そして、川で展開している遊び学ぶ活動（ＲＡＣでは「川育」と総称）を、学校と

連携して実施できるようにしていくことを目指します。また、ＲＡＣでこの夏に東北で展開した被災地域の子どもを対

象にした森・水キャンプ事例をもとに、心的ストレスを抱えた子どもへの対応について考えます。 

さらに、昨年度より人材育成部会で検討している『RACスローバック・レスキュー講習』（仮称）も併催します。こ

のプログラムは、水辺のレスキュー講習の中級編として、RAC リーダー養成講座等で的確かつ安全にスローバッ

ク・レスキューを実施できるようするための講習プログラムです。オープン参加としていますので、川の指導者と一

緒に安全配慮知識・技術等についてブラッシュアップの機会としてご活用下さい。 

なお 『RAC スローバック・レスキュー講習』（仮称）の専任講師養成を 10 月 14 日（金）13 時より実習会場選

定下見から行います。詳細につきましては事務局までお気軽にご連絡下さい。 

 

○日   時 : 平成 23 年 10 月 16 日（日） 9 時～17 時 

※「RAC スローバック・レスキュー講習」（仮称）の 専任講師養成は 10／14～16 の 2 泊 3 日で行います。 

○会   場 : 服掛松キャンプ場（〒861-3908 熊本県上益城郡山都町長崎 361 TEL 0967-83-0249） 

○主   催 : NPO 法人川に学ぶ体験活動協議会  

○参 加 費 : 2,000 円（食費・宿泊費等は各自ご負担下さい。各単価は申込書に掲載しています。）      

 

[プログラム※1] （予定）  

10 月 16 日（日）    「小学校での教育目的を入れた川育プロ

グラム」の検討 ※2 

併催プログラム 

「ＲＡＣスローバック・レスキュー講習」 

8:30  受付 8:30  ・受付 

9:00－ 9:30 ガイダンス／目的の共有 9:00－ 9:30 ・ガイダンス／目的の共有 

9:30－14:30 「川を活かした『学習指導案』づくり」  9:30－12:00 ・ＲＡＣスローバック・レスキ

ュー講習① 

14:45－16:30 「被災地応援キャンプでの配慮事項」に

ついて考える 

13:00－16:00 ・ＲＡＣスローバック・レスキ

ュー講習② 

16:30－17:00 ふりかえり 17:00－18:00 ・講座実習における注意事

項等の共有 

※1 プログラムの内容は天候等により一部変更する場合がございますので予めご了承下さい。 

※2 参加者のニーズに併せてプログラム内容を全面的に改訂（H23.9.22）しましたのでご注意下さい。 

 
 
 

～子どもゆめ基金助成事業～ 

子どもゆめ基金助成事業 ＲＡＣフォーラムｉｎ九州ミーティング開催のお知らせ 

川川をを活活かかししたた学学習習指指導導案案をを考考ええるる  



[補足事項] 

・ スローバック・レスキュー講習は流水（五ヶ瀬川）での実習を行う予定です。必要な個人装備（PFD、スローバック、ヘ

ルメット、リバーシューズ、保温のためのウェア（ウェットスーツ等））は各自ご持参ください。PFD・スローバック・ヘルメ

ットについては有料ですが貸出しできます。 

・ ＲＡＣスローバック・レスキュー講習（仮称） 専任講師養成の登録には別途費用（計10,000円）が必要です。ブラッシ

ュアップのみの方は参加費は5,000円です。ご参考までに講師登録認定として下記枠内の「水辺のレスキュー講習

会」の要件を目安としてください（詳細は未定です）。その他、RAC発行の「水辺の指導者読本」も必要ですのでご持

参下さい。申込時にご連絡頂ければ当日会場でも有償配布可能です（1,000円） 

・ 前泊の必要な方は施設に宿泊可能ですので、10月７日（金）までにご連絡下さい。 

・ 宿泊はログハウス（相部屋）となります。寝袋等の寝具類は各自ご持参下さい。 

・ 参加申し込みは別紙参加申込書に入力の上、ＲＡＣ事務局までメールにて送信ください。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 《会場案内図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 参考要件（ＲＡＣ水辺のレスキュー講習 専任講師・マスター講師養成 受講・認定 要件より） 
 
・満20歳以上であること。 
・スローロープを的確に投げることができデモンストレーションができる 
・スローロープを的確に投げることができる 
  (例 １０ｍ先の１ｍ以内の四角の中へ確実に入れ指導ができる。） 
・講習に必要な泳力を有する 
 （例 流水でエディーイン・アウトができる／３級の瀬でヘリグライドスイムができる） 
・ ＲＡＣインストラクター1種以上 

（ＲＡＣリーダーの場合は、水辺体験活動を2年以上且つ20日以上の指導経験を有する 
方で、その活動記録を提出できること） 

・レスキュー３ SRT-1資格保持者がのぞましい 

お問合せ先 〒110-0001 東京都台東区谷中3-6-16大輪ビル3階A室  ＲＡＣ事務局 斉藤 
TEL.03-5832-9841／FAX. 03-5832-9842／E-MAIL rac@rac.gr.jp ＨＰアドレス www.rac.gr.jp 



活動記録 
               （NO．   ） 

1.講座名 水辺活動の安全対策 全国フォーラム 
2.開催日時 平成 24 年 3 月 3 日～4 日 九州ミーティング 10/4 東北ミーティング 6/27 
3.開催場所 東京海洋大学 越中島キャンパス 
4.河川名  
5.参加人数  大人    ４０ 名、  講師  ７ 名 
 
 今回は国際的に活躍をしている山岳医の大城先生に実際の体験を 
交えての現場での経験談を含めての山岳医療の現状などのお話を 
お聞かせいただいた。致命率の向上、後遺症の軽減など出来るだけ 
早く病院にたどりつくようにすることが大切であるなど、初期 
評価がとても大切である。（３S＋ABCDE）SS 安全 S 頚椎固定  
A 起動 B 呼吸 C 循環 など 
SSS+ABC の順番でアプローチをすれば見逃すことが少ないなど 
の基調なお話をしていただいた。また、実際の溺水など、低体温症などの事例なども交えてのお話を伺

った。 
分科会１ウェルダネスファーストエイドの考え方     濱谷弘志氏 
分科会２学校連携をしよう！学習指導案のつくろうⅠ   金沢 緑氏 
分科会３命を守る着衣泳                田村祐司氏 
分科会４水災害から身を守るために           藤芳素生氏 
分科会５RAC 水辺のファーストエイド          北川健司氏 
分科会６学校連携をしよう！学習指導案を作ろうⅡ    金沢 緑氏 
分科会７1000 人以上集めるサマーキャンプの広報を学ぶ  佐藤陽平氏 
 
「ウェルダネスファーストエイド」では基本的な考え方や実際の講義の様子を具体的に説明していただ

きました。また、「学校連携をしよう！」では実際の学校の先生の指導の元に学習指導案作りを二日間か

けて行いました。参加者は口々にとても難しかったという感想がありましたが最後に全体会にはそれぞ

れの指導案を模造紙に記載して参加者の皆さんに発表をしていただきました。 
分科会３では水難学会でご活躍の海洋大学の田村先生より、水難事故の現状や実際に人はどのように浮

くのかなど理論的なお話を聞かせていただきました。 
分科会４では震災後、全国各地の学校で防災教育が盛り上がっていることや、防災は基本的には自助で

あるということなど、今後、RAC の HP に防災ページを作りみんなから事例を集めるなど、いろいろな

広がりが見られるような議論がされました。最後に分科会７については広報の考え方などマーケティン

グも含め戦略的に広報をするなどのお話をしていただきました。 
今回のフォーラムではスキルを磨くなどかなり充実したフォーラムになったと言うご意見をいただくこ

とができました。 
 
 

 

様式Ｒ－５ 


