
令 禾□元 年 度  活 動 報 告 書

` 
パトロール活動

(1)期 FB5

トレーニング・       令和元年  4月 27日 ( 土 )から

5月連体BBQパトロール含む

パトロール期間       令和元年 10月 31日 ( 本 )までの土曜 。日曜 。祭日

延べ  61日
パトロール重点期FB3     令和元年  7月   1日 ( 月 )から

令和元年  8月 31日 ( 金 )までの土曜 。日曜・祭日

延べ  18日
(2)時 間

卜L/―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00分まで

(3)地 区        茅ケ崎地区ヘッドランドビーチ

(4)人 員       会員数 ∈罫□元年12月 20日現在)      95  人

パトロール人員              約40  人

1日当たりの参加人数             85  人

延べ人数                  520  人

竃事勇籠幸展響野

4月・・・11 翻博 灘繭○爾S理事会 縫琴:D

130参 イオンイエ□―レシート贈塁式下半難 (丼上 。君3亀・碁りID

弩9(金)シーノマード全国報告会

20 GDシ ーバート三崎開所式 Q嘩 ||・ 郡紗

26(金)茅ヶ崎消防救急救命縄会 創嘩||・ 脇圏)

27 GD 88Qノ 卜ヾ自―プレ

28(日)88Qバ トロール

29網 )BBQパ ト醸―ル

3◎ 0り 88Qノ トヾロー湯

5月・・・1-6 BBQ対 策バトロール

埼・3・ 5衛嚢美化キャンペーリ
=R卜

彗―ル (警察・サーフ・環境・公国 。議

+88Qノ貫卜曇―ル

5月 5日 (Liよリトレーニング ,ノ トヽロール開始

4(日)AMケンズトライアスロン水難激戯鵬1繰議琶 (10名出)P矮消防普通救命講習)

9(本)潟南CMS理事会 。実行委員会 。安全委員会



て鷲 仕 )湘腱鶏哩螺禰籐遷穏議会貯WC難
180い 灘南L/スキュー隊2017年度総会 偽呼‡|・ 岸田)

180吟 アンジェラオーシャンズラブポランティア講習

20(魔)壽 LS離   (小1::・ 鵜 )

25 GD湘 南祭パトルレース海上豊備

26(圏)神奈111県連ヒG大会平塚 (PWC警備小サ|IⅢ 郡欝

31(金)鶴 i躊味難救済会総会 (横浜ガーデン層呼ID

6月・・・ 1 0D菱護刻載琵憲じキャンペーンクリーン茅ヶ鱚

8(土)アンジェラオーシャンズラブガード常時2人

45 GD茅ケ崎学童保育 (中 ③天候不順のため8月へ延期

22(土)アンジェラオーシャンズラプガード常時2人

23(日)秋葉台スイムツアー20鷲 9ガード8名

29 GD茅 ケ崎学菫保育 (海の探検隊)②

7月・・ む 6(壼)通常パトコール闘aBA

3(土)高校生インターシップオlJエンテーション

12(金)ユースボランティフオリエンテーション (丼上・山口)

13(■)浜須賀小学校ジュニアライフセービングスクール

14(日 )鳥帽子自然体験教室

15(月 )湘南OWS茅ケ崎大会2019  5km
18(本)⊂獄思実毎委員会・

―20(土)アンジェラオーシャンズラプガード常時2人

27 GD秋 葉台OWS海連

28(日)ほのぼの共和国ベアフットフェスティノψレ

28(日)環境保全海浜湾撮

8月・・ 。 6(土)秋葉台チャレンジスイム鳥帽子ガード (8名)

10(土)茅ヶ崎市花火大会 (夜間警備)

15(本)湘南マリンオーガニゼーション理事会 (イリID

17(土)茅ケ崎学重保育 (海の探検隊)②6/15から延期

290陣 ③脚S実行委員会・安全委員会

31(■)アンジェラオーシャンズラプ′Jヽ規模スクールガード常時2人

310参 重点爾憮パトロー}罐了

9月・・・ 7(土 )湘南 CttS違子マ江ノ轟東浜PWCガード (郡蔦)

70 (聾 澪 妻魏嚢員会 G安全委員会

7(土)アンジェラオーシャンズラプガード常時2人

8(日)湘蒔OWS違子25kmサーフ3Gでガード

8(日)茅ケ崎市長杯 (NSA)

ざ



21(土)アンジェラオーシャンズラプ (一般)ガード常時2人

弩○理 。・ 5鮭 )三役会 。1獄 8調練 )

16(水)湘南 OVVS実行委員会 (刺 ID

18(金)神奈川県地域政策担当台風被害視察 (台風15号)

22(火)湘南OVVS大会実行委員鈍 びこ反省会

27(日 )イオンイエ□―レシート上半期贈塁式 (丼上 。岸田)

27(翻 )トレーニング・ノヽ 卜El―ル終了

11月～ 3月・ 。個人練習期間

11/0 (水)日本水泳違盟全国OWS大会会議

11/23(上)ピーチパーク茅ヶ崎消防救命講習 (海風テラス)

11/30(上)森田哲郎 2019ウィンターコンサート

12海7(土)特養老人本―ム汐見金∫ヽシフィックステージ救急法0(1713(}Ψ )

講習終了後尾例会

電3/13(金)湘南○鴎 麟 α りヽID

12/2鷲 (上)特養老人蒸―ム汐見台パシフィックステージ救急法② (17:3(}Ψ )

講習終了後用例会

202◎年

1/ 3(水 )寒中水泳有志

電/ 7(央)神奈′1県水難救済会東部地区訓練 (三崎漁港)層暉!i`郡薫

鴫/12(日 )茅ヶ崎消防出鵜式 (層 り::。 井上 。郡蔦・岸日)茅ケ崎申

1/鴫 8(■)汐見台キッズステージ救急法第6回 (機ヽ シフィックステージで月倒会)

2/ 8(上)サーフ9◎茅ヶ崎こSC第22固定期総会

停 ヶl崎市高砂コミュニティセンター18:α}⇒

2/弩 ○～第22回定難総食資料関係機関へ配議

含和元年度重点期間活動報告書及びトレーニング・パト回―ル期間遷動報告書提轟

徹 称略)茅ケ崎市長・茅ヶ崎藁市議会事務局 。茅ケ崎市農政水産課・茅ヶ崎消防本部響

防課 。茅ヶ崎肇察地域課・神奈′ll県水難救済会 鮮神奈り|1県藤沢土木事務所汐見台庁合計

画建築部許認可指導課・穣須賀海上保安部湘南海上保安署・湘南L/スキュー隊 。ワコー

商事 。開水スポーツ・ファロス・神奈サ1県政策局政策調整部特定政策推進課企画グ}し―

プ・イオン茅ヶ崎中央店 。シーバードジャバン・リバーボートマリーす 。株式会社カズ

マット・スポーッハイッ「株スリーループ」̀ 遠藤プレス株式会社・湘南オートサービス

(日同様)。 ・様等

3/ 1(■)サーフ役員会 19iCЮ～ココス予定

3/14(土)サーフ 3月月餐会クラうち＼ウスベイント作業予定

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

翼
〕


