ＲＡＣフォーラム（第 10 回）開催のお知らせ

◇ 開 催 日： ２０１３年３月２日（土）～３月３日（日）
◇ 場
所： 国立大学法人東京海洋大学 越中島キャンパス
（東京都江東区越中島 2-1-6 TEL 03-5245-7300）

◇ 参 加 費： ７，０００円（1 日のみ４，０００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：川を活用した自然体験教育等に関心のある方

これまでに 5 8 5 名 の方が
全国から参加しました！

（自然体験活動の指導者、教員、社会教育主事など教育機関にかかわる方、また河
川管理者の方々など）

川での防災教育力、水辺体験活動の安全や指導技術ついてシェアして元気になろう！
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「ＲＡＣ水辺のファーストエイド講習」を受講（両日どちらか）された方には、修了書が発行されます！
（別途、講習に必要な機材費・修了書等５０００円が必要です。）

そのヒントは、RAC 全国
フォーラムで学べるばい。

どうすれば水災害か
ら身を守れるの？

集客力を高める為
のチラシ作りとは？

学校の学習指導案
作りって難しい？
ライフジャケットの
安全基準って？

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

◇プログラム

（多少変更することがありますのでご了承下さい）

3 月 2 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２号館 2101 室

セッション１ 基調講演

13:10～14:40

『いよいよ、RAC 指導者の活躍の場が見えて来た！』
講師 久 住 時 男 氏 （新潟県見附市長）
＜プロフィール＞2002 年 10 月見附市長に当選 2004 年の新潟・福島豪雨で激甚災害指
定を受ける。水害サミットの発起人や国連世界気象機関での基調講演などのほか、治水に関
する国の委員も務める。

セッション２ 分科会 Part1

14:50～17:50

会場：2 号館

分科会１ 《「みずから守るプログラム」による水防災の取り組み
～愛知県ほか》
ファシリテーター：榮そのみ氏（白川流域リバーネット・熊本）他
話題提供
：藤兼雅和氏（愛知県河川課）
分科会２ 《ライフジャケットの安全基準って？》
ファシリテーター：清水昭夫（クリアウォーターカヤックス・千葉）ほか
話題提供
：高階救命器具（調整中/大坂）
分科会３ 《命を守る着衣泳の指導展開》
ファシリテーター：田村祐司氏（東京海洋大学・群馬）他

18：30～

昨年、見附市の小学校で防災キ
ャンプを行い、RAC 指導者が大
活躍しました。全国の水防災で
悩んでいる地域の人たちに、防
災力を高める防災教育に取り組
むと同時に、地域の市民団体と
RAC 指導者が一緒になって元気
になるような仕組み作りを提案し
ます。

分科会４ 《ＲＡＣ水辺のファーストエイド講習‐Ⅰ》
ファシリテーター：大内雅司氏（ＡＳＯＶＩ代表・北海道）
：新野和也氏（どんころ野外学校・北海道）ほか
交流会（費用３，５００円程度の予定）

1F・2F

ハードのみならずソフト・ヒューマン
の視点に立った地方行政におけ
る水防災の取り組みの実践に学
び、他地域の取り組み等を共有
します。
川遊び用のライフジャケットの安全
基準、素材や作り方などについて共
有します。自分たちが使いたい川の
ギアデザインをみんなで考えます。
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
衣泳の指導方法を学びます。
溺水時の CPR など水辺体験活
動現場に特化したファーストエイ
ド講習を行います。

会場：くろきん門前仲町本店
※もつ鍋が自慢のお店（飲み放題）です

3 月 3 日（日）
セッション３ 分科会 Part2
分科会５ 《水災害から身を守る「防災教育プログラム」》
ファシリテーター

：藤芳素生氏（ＲＡＣ副代表理事）他

分科会６ 《ＲＡＣ水辺のファーストエイド講習‐Ⅱ》
ファシリテーター
9:00～12：00

：大内雅司氏（ＡＳＯＶＩ代表/北海道）他

分科会７ 《学校連携しよう！学習指導案をつくろう！》
ファシリテーター

：金沢緑氏（元海田東小学校校長/広島）他

分科会８ 《集客力を高めるためのチラシづくりのポイント》
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・長野）他

分科会９ 《新企画「ＲＡＣアワード」を先取りしちゃおう！》
ファシリテーター

：税田裕子氏（ＲＡＣファンクラブ世話人・宮崎）他

12：00～13：00

お昼休み

13:00～14：20

セッション４ 分科会報告

14:20～14：30

閉会として

会場：2 号館

1F・2F

水防災情報の活用、避難の心
得、子どもの防災学習等、水災
害への対応等について考えま
す。
溺水時の CPR など水辺体験活
動現場に特化したファーストエイ
ド講習を行います。
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。
簡単なようで、とっても奥の深いチ
ラシづくり。誰でも簡単に集客力
を高めることできる、チラシづくりの
ポイントを共有します。
水辺の楽しい活動の映像祭「Ｒ
Ａアワード」。作り方や、持ち寄っ
た映像で、この夏に向け水辺活
動を盛り上げる戦略を考えよう。
気になる他の分科会のエッセン
スを共有します。

◇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
（※ホームページから直接入力できる申込フォームもあります）
・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）
《 これまでに頂いた「参加者アンケート」 から》
「この場でしか聞けない情報、方法をたくさんお聞きしました。ありがとうございました。」
「地域によって取り組み、対応の仕方(問題点)が違うことを知り、情報の共有が出来てとても参考になりました」
「初めての参加でしたが大変有意義でした。」 「今年一年のやる気が出ました」 「参加性が高かったのでやり
がいがあった。交流会満足しました」

などなど

◇会場地図
八丁堀
入口はこちら

くろきん

木場

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
※宿泊場所は門前仲町駅・木場駅（東西線）周辺（4,000 円前後～）、及び八丁堀駅（京葉線）周辺（6,000 円
前後～）が便利です。
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：03－6893-2642
rac@rac.gr.jp

