水生生物観察の指導法

E ボートで石狩川下り

閉

講

式

自然体験活動指導者（NEAL）とは
自然体験活動には、キャンプ、登山、ハイキング、カヤック、自然観察、農林漁
業体験など、多様なフィールドで様々な活動があります。自然の中で感性を磨いた
り、土地の伝統文化や食文化に触れたりと、専門的な知識と技術をもって自然体験
活動の普及や振興に貢献するのが「自然体験活動指導者」です。自然体験活動指導
者として、様々なフィールドで自然の素晴らしさを伝えることができるとともに、
全国の指導者が集う研修会や交流会に参加でき、活動団体や専門分野を超えたネッ
トワークづくりや情報交換が可能です。
本制度では、全国体験活動指導者認定委員会（認定委員会 ※１）を設け、その
下に自然体験活動部会（自然部会）を設置しています。
※１ 認定委員会：国立青少年教育振興機構をはじめとした体験活動に関する関係機関・団体、有識者等から
なり、主に養成団体・指導者の資格認定や登録証の発行を行います。
RACは、全国各地の川で活動するNPO法人や市民団体で構成される
協議会です。川で活動することを通して、人間性の回復や水循環の保全に
ついての認識を広げることを目的としています。
RAC指導者は、川で楽しく安全に遊び、川に学ぶための指導者として
川の危険を正しく理解し伝えられるスキルを身に付けた指導者です。
E ボート指導者とは、
（Ｅボート（※１）は交流ボートです。
）操作技術及
び安全管理などを学びこのボートを活用できる指導者です。
※Ｅボートは、川やダム湖などの水辺で人々が交流（exchange）することに
より、水辺や流域の環境（environment）を見直し考え直すきっかけを作り、
エコライフ（eco-life）を促進させるための新しい道具として考案されました。
いわば、川体験の入門編・入り口（entrance）となるボートです。
子どもからお年寄りまで、誰もが（everybody）
、簡単に（easy）
、楽しく
（enjoy）、水辺の素晴らしさを体験（experience）する事ができるように作
られています。また最近では、青少年の教育（education）を目的とした活用や、さらには水害や水辺の事故等の
緊急時（emergency）の活用も期待されています。

石狩川リバーインテリジェント認定制度とは、石狩川リバーインテリジェント（Ishikari
Ｒiver Ｉntelligent 頭文字をとって「ＩＲＩ 」通称アイ・アール・アイ）認定制度。
石狩川流域の住民が川を活かしたまちづくりの活動を促進させ、活力と魅力ある地域づく
りをすすめるため、その住民主体の活動をコーディネートする人材を育成する制度（当団体
のご当地認定制度）です。認定者は当会の人材バンクに登録され、指導者として派遣されま
す。

科

講義内容（RACリーダー・NEＡLリーダー・Eボート指導者・石狩川リバーインテリジェント認定）
目
主な内容
時数
目
標
講
師

ガイダンス
青少年におけ
る体験活動
自然体験活動
の特質

理念について
青少年における体験活動

１
1.5

川と人、社会、文化の関わ
り・川という自然の理解
6

対象者理解

対象となる参加者のことを
知る

自然体験活動
の指導

川に学ぶ体験活動の指導法

自然体験活動
の技術

川に学ぶ体験活動の基礎技
術

自然体験活動
の安全管理

安全対策について

認定試験

試験

自然体験活動の理念

2

3

6

3

0.5

湯浅主任講師
森井講師

川という自然の体系的な仕組みや生態系について基礎
的な概要や、川と人の暮らしの関わりについて基礎的な
事柄を知る。また、人の生き方、暮らし方と川との関連
や川と関連して生まれた技能・芸能・伝統文化について
初歩的な知識を得る。
参加者の状況を指導計画に活かす意味や指導者として
参加者に配慮すべき事柄を理解する。また、川に学ぶ体
験活動を提供する指導者としての心構えを認識する。
川での体験活動に適した基本的な指導法とより効果的
な指導法について知る。（E ボート体験を通じ指導方法
等）
川に学ぶ体験活動における基礎的な技能の必要性を知
り、これらを修得する。また、自然環境への配慮・他利
用者への配慮・川でのマナーの必要性を知る。（E ボー
ト体験を通じ指導方法等）
川での活動に必要な安全対策、安全管理を理解し、基本
的な救急処置法を実習、経験する。また指導者の責任、
その範囲について知り、指導活動中の安全配慮の実際を
経験する。
講座での学んだことを習得しているかというテストを
行う。

湯浅主任講師
（E ボート専任講師）
※IRI・E ボートほか
森井講師
※水生生物・植物観
察

湯浅主任講師

湯浅主任講師
（E ボート専任講師）
森井講師
湯浅主任講師
（E ボート専任講師）
丸尾講師，森井講師
湯浅主任講師
（E ボート専任講師）
※RM・E ボート安全
丸尾講師
※応急措置
湯浅主任講師

23

※日程は、天候・受講者の状態などにより変更することがありますことをご承知おきください。
また、Eボート指導者の資格は天候・河川の状態のより実技ができない場合は発行できないことがあることもあらか
じめご承知おきください。（発行できない場合は、Eボート登録料は返納いたします。）

■講
■主
■後
■受

習
催
援
講

日 平成2８年6月1１日（土） 8時30分～24時00分 6月1２日（日）７時00分～2２時４５分
者 たきかわ子ども水辺協議会
会長 後藤 登
者 一般財団 石狩川振興財団・滝川市
料 ５０,０００円／人（前払い）
NEAL 登録料 5,000 円・RAC 登録料 2,000 円・RAC テキスト代３,000 円・E ボート登録料 3,000
円・ＩRＩテキスト代３,000 円・受講料・宿泊料金・保険料等含む
★当団体にボランティア登録されている方は、受講料無料
（RAC 登録料 2,000 円・RAC テキスト代３,000 円・E ボート登録料 3,000 円・ＩRＩテキスト
代３,000 円・受講料・宿泊料金・保険料等含む）無料
NEAL の登録料５,０００円は自己負担 （最大１１名 最小５名）
■募集期限 平成２８年５月２０日（金）先着順
■会
場 講義Ⅰ：滝川地区地域防災施設（旧川の科学館）
講義Ⅱ：ふれ愛の里コテージ（宿泊および
夜の部研修施設・交流会）
実技Ⅰ：石狩川
実技Ⅱ：ラウネ川
■講
師
北海道滝川市

湯 浅

芳 和

RAC トレーナー・CONE トレーナー（主任講師）

Ｙｕａｓａ Ｙｏｓｈｉｋａｚｕ
【関連資格】

E ボート専任講師・プロジェクト WET ファシリテーター
プロジェクト WILD エデュケーター・PLT ファシリテーター

私たちが住む身近な石狩川流域の自然を題材に環境問題に対して、気づき、そして改善策を考えることを、体験と体感を通
じ、原体験で学ぶことにより、地球規模の環境の変化をとらえ、自分自身（子どもから大人まで）ができる行動をすることの
大切さを伝えたい。また、このような体験を指導できる人材を育成するために、ＲＡＣ・ＣＯＮＥトレーナー（主任講師）
・
Ｅボート専任講師をはじめ、プロジェクトＷＥＴのファシリテーターとして、皆様のお役に立てればと思っております。

■補助講師

森 井
丸 尾

智 江 Morii Tomoe （まち・川づくりサポートセンター 教育部長）
康 文 Maruo yasunori （滝川消防署 江竜支署）

申込先：

平成
年
たきかわ子ども水辺協議会 宛
住所 〒073-0041 北海道滝川市西滝川 1 番地 滝川地区地域防災施設内
℡兼 fax 0125-24-0989
e- mail machikawa2011@hotmail.co.jp

月

日

RAC・NEAL・E ボート・IRI 受講申込書
受講者について
ふりがな

氏

名

性

別

血液型

1男

生年月日

2女

S・H

年齢
年

Ａ・Ｂ・Ｏ・ＡＢ/ＲＨ（ ）

歳

月

日

１ある 2 ない
アレルギ
ー・疾病の
ある方
※あるとお答
えの方は必ず
詳細を右へお
書きください。

所属・勤務先

〒（

）－（

）

住所（自宅）

電話番号
FAX
E-ail

(
(

)―
)―

（
（

）－（
）－（

）
）

自己ＰＲ
受講の動機

以上『RAC・ＮＥＡＬリーダー・E ボート指導者・石狩川リバーインテリジェント認定講習会』のパンフレッ
トに記されている事項のすべてを承諾・賛同し参加申し込みます。
なお、当該講習会中に、上記申込受講者が負うべき責任については、受講者自らが負担します。

記入日：平成

年

月

日

受講者名

印

■受講料のキャンセルについて
申込書提出後にキャンセルが発生した場合、その旨をご連絡ください。キャンセル料は、受講日を基準とし
て、8 日前から前々日まで８０％、前々日以降のキャンセルは全額申し受けます。
なお、振り込みの場合は、手数料もご負担願います。
またボランティア登録者で受講料無料の方も、キャンセル料金が発生いたしますので十分ご注意ください。
■主催者が講座を中止と判断した場合について
天災（地震・台風・大雪など）やその他の理由（インフルエンザ・開催地に深刻な被害のある場合など）に
より主催者側で安全なプログラムが実施できないと判断した場合は、FAX・E-mail・お電話など申込書に記載
いただきました連絡先に直接ご連絡させていただきます。
なお、受講料は全額を返金いたします。
■安全管理について
各種活動フィールド、施設、移動手段等は、基本的に安全確認済みのものです。また、万が一の事故などに
備え、休日等当番病院で対応を行うとともに、救命救急の資格を持つ現地スタッフを配置しております。しか
しながら、野外の講座においては危険がつきものです。活動フィールドの下見と安全対策、スタッフ研修の実
施、参加者自身への安全教育など、危険を最小限にするため安全対策を講じておりますが、設備、備品、活動
においての危険や事故がないということを保証することはできないことをあらかじめご承知おきください。ま
た、万が一に備え主催者側で別途保険に加入します。
（疾病は適用されません）有事の際には、主催者側の過失
にかかわらず、その保険によって補償あるいはお見舞いいたします。
※スタッフ等の指示に従わないで起きた事故、インフルエンザ・アレルギー・熱中症による事故については
一切の責任を負いかねますので、ご留意ください。
■個人情報保護について
●受講者より取得した氏名、年齢、住所等の個人情報は、当協議会で管理・保管しており、受講者の同意を得
た者以外の第三者に提供、開示等は一切いたしません。
ただし、ボランティア会を発足するために受講者同士のネットワークのための名簿作成や今後のボランティ
ア活動の機会があるたびに当協議会や観光事業関連者への情報提供など使用することをご承知おきください。
●当協議会より各種ご案内やアンケートなど、E-mail、郵便等によりお客様に送信もしくは送付させていただ
く場合がございます。また受講者のお申し出により、これらの取り扱いを中止させていただくことができます。
●当該講座中に撮影しました写真、ビデオなどにつきましては、主催者側で HP やパンフレットなどの広報活
動、その他自然体験教育、環境学習体験、観光事業の普及・推進のために使用することがございますのであら
かじめご承知おきください。またテレビ・新聞などの取材がある場合がございます。その際には、氏名などが
掲載される場合がございます。あらかじめご承知おきください。この取材が開始された後に、放送、取材を拒
否することは、放送局、新聞社等に損害を与えますので、お断りいたします。
●石狩川リバーインテリジェント認定制度においては、ＮＰＯ法人まち・川づくりサポートセンターのホーム
ページにて顔写真を登録することとなりますので、留意ください。
■そ の 他
●持ち物については、事前にご案内いたしますが、持ち物の紛失、破損（汚れも含む）については一切の責任
を負いかねます。
●問合せの受付は、閉館日（月曜日）以外の 8 時 30 分～17 時００分までの時間となっております。
なお、E-mail/FAX は随時受け付けております。
ただし、営業時間以外のお問合せ等についての返信は翌営業日以降となりますので、あらかじめご承知おき
ください。
●本募集要項を含めパンフレット等すべてご覧いただいた上で申込みください。

