
(別紙 2)

平 成 29年 度  活 動 報 告 書

1 ノヾトロール活動

(1)期 間

トレーニング・       平成29年  4月 29日 ( 土 )から

5月連体BBQパ ト甲―)唸む

パトロール期間    平成29年  9月 30日 ( 土 )までの土曜 。日曜・祭日

延べ  51日
パトロール車点期間     平成29年  7月  1日 ( 土 )から

平成29年  8月 27日 ( 日 )までの土曜 。日曜・祭日

延べ  18日
(2)時 FB5

トレーニング・パトロール期間    午前 10時から午後  4時まで

パトロール重点期間         午前  9時から午後  5時○○分まで

(3)地 区        茅ケ崎地区 (別紙図面のとおり)

(4)人 員       会員数 (平成29年 12月 20日現ω ,    90  人

パトロー| 埠ヽ              約40  人

1日当たりの参加人数            8.9 人

延べ人数                 430  人前年螂 104%

事 業 報 告

4月・・・・9(日)イオンイエ□―レシート贈呈式下半期 (丼上・郡鳥・Jり !D

9(日)湘南レスキュー隊2016年 度総会 Crjり i!・ 岸田)

12C7K)湘南OWS理事会 (小サID

21(金)シーバード総会2016(」 りID

21(金)茅ヶ崎消防救急救命総会 CSttD

22(上)茅ケ崎学菫保育打ち合わせ eS鳥・Jり ID

29C■D湘南祭パドルボードレース警護

29 CIL)BBQパ トロール

30(日)BBQノ 1トロール

5月 0・ 01～7 BBQ対 策パトロール

5月 6日 (」よリトL/一ニング・パトロール開始

7(目 )ケンズトライアスロン水難救助3騰 習 (70
17 体 )湘南OWS理事会 。実行委員会 。安全委員会

21(日)ビーチパーク 。日大ローテイト救急法講習会

6



27(上)茅ケ崎市協働推進事業報告会

28(日)ユースポランティア説明会

29幌 )海上保安庁湘南保安署開所式

29(月)平成29年度LS連絡会議 (小川・君3鷹)

6月・・・ 3 (上)アンジェラオーシャンズラブガード常時2人

10 (土)茅ケ崎学童保育 (海の探検隊)①

lO (土)アンジェラオーシャンズラブガード常時2人

14 (水)湘南OWS理事会

17 (上)茅ケ崎学菫保育 (海の探検隊)②

24 (土)アンジェラオーシャンズラブガード常時2人

25 (日)秋葉台スイムツアー2017ガード

28 (水)茅ヶ崎社協ユースボランテイア説明会

7月・・・ 1 (上)通常パトロール開始

1 (土)茅ケ崎学菫保育 (海の探検隊)③

l (=)ア ンジ土ラオーシヤンズラブプライベートレッスン

8 (土)高校生インターシップオリエンテーシヨン

8 (土)NOWS茅 ヶ崎鳥帽子OWS大会2017
9 (日 )浜須賀小学校ジュニアライフセービングスクール

12 (水)OWS実行委員会 。安全委員会

16 (日 )鳥帽子自然体験教室

22 (土)アンジェラオーシャンズラブガード常時2人

30 (日 )ほのぼの共和国ベアフットフェスティノψレ

30 (日 )環境保全海浜清掃

8月・ 。・ 5 (上)茅ヶ崎市花火大会

5 (土)秋業台チャレンジスイム鳥帽子ガード (8名 )

25 (金)OWS実行委員会・安全委員会

26 (土)湘南CMS逗子→江ノ島東浜PWCガード (郡庭)

26 (上)襲 実行委員会藤沢市民会館 18:CЮ～藤沢・鎌倉・茅ヶ崎LC

27 (日)湘南OWS逗子 2..5 krnサーフ3Gでガード

27 (日 )重点期間パトロー1緊了

9月・・・ 9 (上)アンジェラオーシャンズラブガード常時2人

16 (上)一中ライフセービング体験教室

17 (日 )第21回茅ヶ崎市長杯

22 (金)マイすビパドル世界大会打ち含わせ

23 (土)アンジェラオニシャンズラブ (一般)ガード常時2人

24 (日)トレーエング・パトロール終了



10月・・・ 1(日 )イオンイエ□―レシート上半期贈塁式 (丼上 。岸田)

14・ 15(土・日)マイすビパドル世界大会 PWC2艇 ・ |:RBl艇 陸救護

1了  (火)湘南OWS実行委員会 (小サID

ll月～3月 虫a lEl人練習期間

11/ 4(上)クラブハウス台風後メンテすンス

11/ 7(火)環境保全課協働推進事業中間報告打ち含わせ (3課 )

11/ 9 休 )日本水泳連盟全国OWS大会会議

11/19(土)環境茅ケ崎コラボピーチクリーン

12/ 2(土 )特重老人ホーム汐見台パシフィックステージ救急激① (17:30-D
講習終了後月例会

12 /9(土 )特費老人ホーム汐見台パシフィックステージ救急法② (17130-)
講習終了後月例会

12/1～6度重点期間活動報告書及びトレーニング・パトロール期間活動報告書提出

(敬称略)茅ケ崎市長・茅ヶ崎市市議会事務局・茅勿崎市農政水産課・茅ヶ崎消防本部

警防課・茅ヶ崎警察地域課・神奈川県水難救済会・神奈川県藤沢土木事務所汐見台庁

舎計画建築部許認可指導課・横須賀海上保安部湘南海上保安署・湘南レスキュー隊・

ワコー筒手 '関水スポーツ・ファロス・神奈川県政策局政策調整部特定政策推進課企

画グループ 。イオン茅ヶ崎中央店・シーバードジャバン・リバーポートマリーす 。株

式会社カズマット・スポーツハイツ「株スlJ―ループ」・遠藤プレス株式会社・湘南オ

ートサービス (日向様)・ ・様等

12/19(央)湘南OllVS理事会 (小りID

2018年
1/ 7 (日)茅ヶ崎消読出初式 (小′tl・ 君B蔦・岸麗)丁0丁○

1/10 (Ю 神刺 1躊勢蜜鰯辱軽覇彗限姫弱職練 (横須賀長丼港)小|||

1/13 (上)汐見台キッズステージ救急法第4回 (後パシフィックステージで月例斜

2/17 (土)サーフ90茅ヶ崎LSC第 20固定期総会

彿 ヶ崎市高砂コミュニティセンター18:00-)

3/1～第20固定期総会資料関係機関へ配布

3/ 3 C■)サーフ役員会 19100-ココス予定

3/17 (土)サーフ3月月例会クラブハウスベイント作業予定

3月予定 :服都市長新春の集い 震協会館  (1り ||・ 丼D

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)


