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パ トロール活動

(1)期

間
トレ‐ニング・

4月 29日 ( 金 )か ら
5月 連体 BBQパ トロール禽む
平成 28年 9月 25日 ( 日 )ま での土曜・ 日曜・祭日
延べ 53日
平成 28年 7月
2日 ( 土 )か ら
平成28年
8月 31日 ( 日 )ま での土曜・ 日曜・ 祭日
延べ 19日
平成28年

パ トロ

=ル 期間

パ トロール重点期間

(2)時

間
トレーニング・パ トロール期間

午前

パ トロール重点期間

午前

(3)地

区

(4)人

員

10時 から午後 4時 まで
9時 から午後 5時 00分 まで

茅ケ崎地区 (別 紙画面のとおり)
会員数 (平 成 29年 1月 30日 現在)'
パ トローJbu

91
約40

89
418

1日 当たりの参加人数
延べ人数
竃雲蛍筆幸浸雀野

4月 ・ ・・・7 鋼時 湘繭 OWS理 装

Q球 ID

8(金 )聖 轟女学院 AEC講 習

90Dサ ーフ茅ケ崎新コンテす銀経弓￨っ 越 じ
10(日 )潔南 レスキュー隊 2015年 度総会
電○ (日 )イ オンイエロー レシー ト贈塁式

ヽ

(堪 11:・

郡薦)

15(金 )シ ーノヾ― ド総会 2016(F」 ID
22(金 )茅 ヶ崎消防救急救命総会 (小jil・ 脇 日)
30(主 )湘 薦祭パ ド}黙― ドL/― ス警護
i′

5月 。・ 。1〜7

8BQ対

策パ トロール

5月 7日 (■ よ リ トレーニ ング・バ トロール開始
8(日 )ケ ンズ トライアス霧ン本難救勤訓練講習 (7名

14 ∈ )TBSカ メラテス トB8Qゴ ミ取材
17 00「 マ リンスポーツ体験機点J総 整饉会議
19 練 )瀧 南 σttS理 事会・実行委員会・安全委員会
2雛 (土 )22(日 )下 8S8轟 Qゴ ミ密着取材
6

)

人
人
人
人前年比 108%

22(日 )ピ ーチパーク 摯日大田―テイ ト救急法講習会
4
4
6
10
18
20
29

(上 )NOWS、 OWS大 会 コース視察
(土 )ア ンジェラオーシャンズラプガー ド常時 2人
(月 )平 成 28年 度 LS連 絡会 (神 奈川県民サポー トセンター)小 り
(金 )「 マリンスポーツ体験拠点」の整購会議
(上 )ア ンジェラオーシャンズラブガー ド常時 2人
(霧 )秋 葉台スイムツアー2016ガ ー ド

2
9
10
14
16
16
17
23
31
31

(日 )通 常パ トロール開始
(土 )NOWS茅 ヶ崎鳥帽子 OWS大 会
(日 )浜 須賀小学校ジュニアライフセービングスクール
(本 )OVVS実 行委員会・安全委員会
(土 )ア ンジェラオーシャンズラブガー ド常時 2人
(土 )ビ ックスイム鳥帽子ガー ド
(日 )鳥 帽子自然体験教室
(土 )NSA茅 ヶ崎本ノんル市長杯
(日 )ほ のぼの共和国ベアフッ トフェステ ィバル
(日 )環 境保全海浜溝欝

6月 ・・・

7月 ・・・

￨￨・

君6篤

水)茅 ヶ崎社協ユースボランテ ィア説明会
〔

.

5 (水 )OWS理 事会 18:○○〜
6 (土 )茅 ヶ崎市花火大会
7 (日 )秋 葉台チャレンジスイム鳥1冒 子ガー ド (8名 )
26 (金 )OWS実 行委員会 ,安全委員会
27 (■ )湘 南 OWS逗 子→ 江ノ島東浜 PWCガ ー ド (君 6嵐 )
27 (■ )OWS実 行委員会藤沢市民会鼎 8iOO〜 藤沢・鎌倉 ・茅ヶ崎 LC
28 (日 )潤 湾OWS通 子 2.5kmザ ーフ 3Gで ガー ド
28 (彗 )重 点難輩バ ト曇―ル終了

8月 ・・・

9月 ・・・ 10 (土 )ア ンジェラオーシャンズラブガー ド常時 2人
10・ 11(上 ・日)マ イナビバ ドル世界大会 PWC2艇 。IRBl艇 陸救護

13
17
18
18
24
25
30

(火 )災 害対策課津波訓練打ち合わせ
(土 )一 中ライフセー ビングイ
本験教室
(日 )第 20回 茅 ヶ崎市長杯
(日 )サ ーフ役員会
(■ )ア ンジェラオーシャンズラブ (一 般)ガ ー ド常時 2人
(日 )ト レーニング・パ トロール終了
(金 )聖 園女学院救急法講習会

10月 ・・ 7 (金 )環 境保全課打ち合わせ
T

8
10
17
20

(木 )湘 南 OWS実 行委員会 りID
(月 )イ オンイニ圏―レシー ト贈豊式
(月 )K38PWC座 学講習
(本 )災 害対策課津波訓練打ち合わせ
(」

!:・ 君
3豊 )
(小 ′

11月 〜 3月 ・・個人練習期間
11/ 5(土 )茅 ヶ崎市津波副1練十船舶避難含同訓練
11/ 8(火 )湘 南 OWS理 事会
11̀111(本 )日 本水泳違盟全国 OWS大 会会議

11117

むD特 養老人ホーム汐見台バシフ ィックステージ救急法3(17:30〜 )
講習終了後月攪会

12 11(本 ) 湘南 OWS理 事会 制 り!癬
121 4(日 ) 滋南墨際マラソンリタイヤ者搬送バス救護
雛21 5(月 ) 協働推進事業評価ブレゼンテ ーション「海浜利用 におけるマす―啓繰
12/17(上 )特養老入ホーム汐見台パシフィックステージ救急湮 )(17:30‑2)
萎習終了後用例会

1218〜 18度 重点期間活動報告書及び トレーニ ング・ パ ト□―ル期間活動報告書提出
(蒙 称略 )茅 ケ崎市長・茅ヶ崎市市議会事務局・茅ケ崎市震政水産課・茅 ヶ崎消鑢本部
:1県 藤沢土本事務所汐見台庁
￨1県 水難救済会・ 神奈∫
肇防課・茅 ヶ崎警察地域課 ・神奈′
舎計画建築都許認可指導課 ヽ横須賀海上保安部湘南海上保安署・湘南レスキュー隊
ワコー庵事 。関水スポ ーッ・ ファロス・神奈;ll県 政策局政策調整部特定政策推進課金
=

― ドジャノiン ・リプヾ
―ボー トマリーす 。株
画ブ)し―プ・ イオン茅ヶ崎中央店 。シーノヾ
式会社カズマ ット・ スポーッハイッ「株スリールーフ士 遠藤ブレス株式会社・灘南オ
ー トサ ービス (日 向様)・ ・様等

2017年
奮1

8 (日 〕茅ヶ崎消防出初式 (増 暉!1,君 8喜・岸田)丁 〇丁○
1110 〔爽)神 奈lil県 水難救済会西部地区訓練 (逗 子マ リーす)11各
1114 (上 )汐 見台キッズステージ救急法第 3国 (織ヽシフィックステージで月侵斜
2.'18 (■ )サ ーフ 9● 茅ヶ崎 LSC第 19固 定期総会
(茅 ヶ崎市高砂コミュニティセンター18100〜 )

3■ 〜第 19固 定期総会資料関係機関へ配布
31 4 (立 )サ ーフ役員会 191〔 Ю〜 ココス
311弩

嗜 〔
■)サ ーフ 3月 用例会予定

3118(上 )県 ピーチスポ ーツフェステ ィメツ♭
3届 予定 :晟 展都市長新春働集しヽ 分庁含 6F
制り

￨:・

丼上)

次年度事務的各申請書類提出 (小 屋・駐車場・保険・水道・物置 。
支援金予算・各出資団体等・携帯等)

拿

