
2022 年 11 月 7 日 

日本ライフセービング協会 

認定ライフセーバー各位 

公益財団法人 

日本ライフセービング協会 

 

RWC(Rescue Water Craft)資格認定プレ講習会 開催のお知らせ 

 

 平素より、皆様方におかれましては日本ライフセービング協会（JLA）における教育・普及事業に貢

献していただきまして心より御礼申し上げます。 

 JLA では以前より、JLA アカデミー本部内に RWC レスキュー委員会を設置し、RWC を用いたレスキ

ューに関する知識と技術の検証、並びに資格認定講習会カリキュラムの検討を行って参りました。つき

ましては、下記の通り RWC クルー講習会、RWC 講習会のプレ講習会を開催する運びとなりました。 

 本講習会はプレ講習会の位置づけで実施いたしますので、今後講習会の受講条件や内容等が変更にな

る可能性がございます。参加をご希望の皆様はこの点をご理解の上お申し込みください。なお、資格に

ついては JLA 認定資格となり、後日 LIFESAVERS に反映されます。 

 参加をご希望の方は下記詳細をご確認いただき、ご参加くださいますようお願い申し上げます。 

 

間際でのご連絡となり大変恐れ入りますが、ご参加の程何卒よろしくお願いいたします。 

 

● 日時 

■RWC クルー講習：2022 年 12 月 2 日 9:00~17:00 

■RWC 講習：2022 年 12 月 3 日～5 日 9:00～17:00 

 ＊両講習とも、8:30 までには会場に集合 

• 会場： エックスパワー（〒901-2401 沖縄県中頭郡中城村字久場 1927-1） 

 

● 受講条件 

講習会名 受講条件 

RWC クルー ・ベーシックサーフライフセーバーを取得していること 

RWC ・RWC クルーを取得していること（RWC クルー講習の受講必須） 

・19 歳以上であること 

・アドバンスサーフライフセーバーを取得していること 

・特殊小型船舶免許を取得していること 

・水上バイクの操船経験が 30 時間以上あること 

又は、監視・救助・救護活動での RWC ドライバーとして 10 日以上の経験があること 

 



● 参加定員：12 名 

   ＊希望者多数の場合は、以下の点を優先させていただきます。 

    ・RWC 講習会まで受講できる方 

    ・アクアティックイベントセーフティコーディネーターとして登録している方 

    ・JLA の本部、専門委員会、専門室に所属している役員および委員の方 

 

● 講習会費 

■RWCクルー講習：10,000 円 

■RWC講習：30,000 円 

  ※PWCのレンタル料金・施設利用料は別途必要となります。 

  ※事務局から『受講可』のメール返信確認後、指定の口座へお振込みください。 

 

● 持ち物 

    ・特殊小型船舶免許（RWC 講習受講者） 

    ・海で活動できる服装（ウェットスーツ・グローブ・ブーツ等必要に応じて） 

    ・必要に応じた防寒 ・フィン ・PFD（お持ちの方） ・マスク又はゴーグル 

    ・筆記用具 ・ヘルメット（お持ちの方） ・お弁当 

 

● 申込方法  下記 URL もしくは QR コードより申し込みください。 

※申し込みの際に、メンバーID（5 から始まる 9 桁の数字）を求められますので、 

あらかじめ LIFESAVERS（https://life-savers.jp/）でご確認の上エントリーしてください。 

会場 沖縄会場：エックスパワー（〒901-2401 沖縄県中頭郡中城村字久場 1927-1） 

締め切り 2022 年 11 月 24 日（木）午前 10 時受信分まで 

申込 URL 

QR コード 

https://forms.gle/bjZBq3KrQiHPbBgt9 

 

● その他 

・最少催行人数は 4 名です。 

・宿泊は各自でご手配ください。  

 

 【お問い合わせ】  

  公益財団法人 日本ライフセービング協会  

  事務局 担当：佐藤 

  メールアドレス academy@jla.gr.jp 

https://life-savers.jp/
https://forms.gle/bjZBq3KrQiHPbBgt9


RWC・クルー講習会（プレ）誓約書 

日本ライフセービング協会 理事長 殿 

本講習会 主管者 代表者 殿 

 

私は、日本ライフセービング協会が主催する資格認定講習会へ参加するにあたり、下記事項を誓約いたします。 

 

記 

1. 私は、日本ライフセービング協会（主催）が定めた規程、規則、および本講習会を運営する主管者と指導員の指示を守りま

す。 

2. 私は、私の参加する本講習会が自然や水辺を利用して行なわれるものであり、それらによる危険性、講習会中の予測困難な

事由が起こり得る場合もあること、また、本講習会中に自分又は他人の行為により身体上、並びに私物に対する損害、危険

を受ける場合があることを十分に理解･認識した上で同意し、参加いたします。 

3. 私は、本講習会中の事故、発病等につき、主管者の判断においてとる医療機関への移送・治療・緊急の処置に同意し、私に

要した治療費を負担いたします。 

4. 私は、本講習会への参加が危険、若しくは困難と思われる疾病および身体の障害がなく、現在、講習会参加に耐えうる健康

状態であることを認めます。講習会期間中に身体状況が十分でないことを自覚した場合には自ら受講を断念し、主催およ

び主管者には一切の迷惑をかけないことをあらかじめ約束します。また、指導員の判断により講習会の参加継続が困難と

なった場合、その判断と指示を守ることを約束します。 

5. 私は、本講習会中、万が一生じた場合の傷害及び賠償責任に対する補償は、主催者の加入している範囲内とし、主催者、主

管者、指導員、スタッフ、及び他の参加者に対して責任を問わず、自己の責任において処理いたします。 

主催者による補償の範囲：各資格認定講習会での傷害及び賠償責任保険 

＜傷害保険＞ 

 死亡保険金額 

 後遺障害保険金額  

 入院保険金額 

 通院保険金額 

 天災危険補償特約  

 感染症見舞金補償  

 

500 万円 

500 万円～20 万円 

3,000 円／日 

2,000 円／日 

上記に同じ 

死亡 100 万円 

入院通院 3 万円～7 万円 

＜賠償責任保険＞ 

対人 1 事故につき 

対物 1 事故につき 

事故対応費用 

見舞費用死亡・後遺障害 

 

2 億円 

50 万円 

500 万円 

50 万円 

 

 

6. 私は、裏面に記載されたキャンセルポリシーに同意し、申し込みいたします。 

7. 私は、本講習会に関わる申込内容（講習会費含む）に相違がないことを約束します。 

8. 私は、本講習会に関わるすべての受講条件を満たしていることを約束します。 

■私は、上記内容すべてを確認、承諾して講習会に参加いたします。 

  



RWC・クルー講習会（プレ）誓約書 

 

キャンセルポリシー 

【キャンセルの連絡】 

お申し込み後に、やむを得ない理由によりキャンセルされる場合は主管者までメールにてご連絡ください。 

 

1．キャンセル料 

お申込みに際し、ご入金後のご返金はできませんので予めご了承ください。 

ただし、次に挙げる『講習会の開催中止および延期について』に該当する場合を除きます。 

 

 

2．講習会の開催中止および延期について 

《天候など危険な状況が予想される場合》 

● 天候などの状況により開催の中止または延期をすることがあります。 

● 開催の中止または延期の場合は、開催前日の 20 時までにメールでご連絡いたします。 

 中止の場合、講習会費は 7,000 円返金いたします。 

● 主管者から開催の中止または延期の連絡がない限り、講習会は開催いたします。講習会が開催された場合

は、返金は行いません。 

 

 

《主管者の都合により開催を中止する場合》 

● 原則として開催日より 7 日前までに主管者よりメールでご連絡いたします。 

● 講習会費は後日全額返金いたします。 

 

 

3．払い戻し方法について 

● 払戻金は、受講者様の指定口座にお振り込みいたします。 

● 返金時の振込手数料は、受講者様のご負担とさせていただきます。 

 

（2021 年 9 月） 



RWC講習会（プレ）誓約書 

日本ライフセービング協会 理事長 殿 

本講習会 主管者 代表者 殿 

 

私は、日本ライフセービング協会が主催する資格認定講習会へ参加するにあたり、下記事項を誓約いたします。 

 

記 

1. 私は、日本ライフセービング協会（主催）が定めた規程、規則、および本講習会を運営する主管者と指導員の指示を守りま

す。 

2. 私は、私の参加する本講習会が自然や水辺を利用して行なわれるものであり、それらによる危険性、講習会中の予測困難な

事由が起こり得る場合もあること、また、本講習会中に自分又は他人の行為により身体上、並びに私物に対する損害、危険

を受ける場合があることを十分に理解･認識した上で同意し、参加いたします。 

3. 私は、本講習会中の事故、発病等につき、主管者の判断においてとる医療機関への移送・治療・緊急の処置に同意し、私に

要した治療費を負担いたします。 

4. 私は、本講習会への参加が危険、若しくは困難と思われる疾病および身体の障害がなく、現在、講習会参加に耐えうる健康

状態であることを認めます。講習会期間中に身体状況が十分でないことを自覚した場合には自ら受講を断念し、主催およ

び主管者には一切の迷惑をかけないことをあらかじめ約束します。また、指導員の判断により講習会の参加継続が困難と

なった場合、その判断と指示を守ることを約束します。 

5. 私は、本講習会中、万が一生じた場合の傷害及び賠償責任に対する補償は、主催者の加入している範囲内とし、主催者、主

管者、指導員、スタッフ、及び他の参加者に対して責任を問わず、自己の責任において処理いたします。 

主催者による補償の範囲：各資格認定講習会での傷害及び賠償責任保険 

＜傷害保険＞ 

 死亡保険金額 

 後遺障害保険金額  

 入院保険金額 

 通院保険金額 

 天災危険補償特約  

 感染症見舞金補償  

 

500 万円 

500 万円～20 万円 

3,000 円／日 

2,000 円／日 

上記に同じ 

死亡 100 万円 

入院通院 3 万円～7 万円 

＜賠償責任保険＞ 

対人 1 事故につき 

対物 1 事故につき 

事故対応費用 

見舞費用死亡・後遺障害 

 

2 億円 

50 万円 

500 万円 

50 万円 

 

 

6. 私は、裏面に記載されたキャンセルポリシーに同意し、申し込みいたします。 

7. 私は、本講習会に関わる申込内容（講習会費含む）に相違がないことを約束します。 

8. 私は、本講習会に関わるすべての受講条件を満たしていることを約束します。 

■私は、上記内容すべてを確認、承諾して講習会に参加いたします。 

  



RWC講習会（プレ）誓約書 

 

キャンセルポリシー 

【キャンセルの連絡】 

お申し込み後に、やむを得ない理由によりキャンセルされる場合は主管者までメールにてご連絡ください。 

 

1．キャンセル料 

お申込みに際し、ご入金後のご返金はできませんので予めご了承ください。 

ただし、次に挙げる『講習会の開催中止および延期について』に該当する場合を除きます。 

 

 

2．講習会の開催中止および延期について 

《天候など危険な状況が予想される場合》 

● 天候などの状況により開催の中止または延期をすることがあります。 

● 開催の中止または延期の場合は、開催前日の 20 時までにメールでご連絡いたします。 

 中止の場合、講習会費は 21,000 円返金いたします。 

● 主管者から開催の中止または延期の連絡がない限り、講習会は開催いたします。講習会が開催された場合

は、返金は行いません。 

 

 

《主管者の都合により開催を中止する場合》 

● 原則として開催日より 7 日前までに主管者よりメールでご連絡いたします。 

● 講習会費は後日全額返金いたします。 

 

 

3．払い戻し方法について 

● 払戻金は、受講者様の指定口座にお振り込みいたします。 

● 返金時の振込手数料は、受講者様のご負担とさせていただきます。 

 

（2021 年 9 月） 


