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IRC計測セミナーに関しての ご案内
2016/10/25
外洋計測委員会 IRC委員会
隔年開催されております IRC計測セミナーを 愛知県蒲郡市で 開催されます外洋合同委員会
会議に合わせて開催致しますので そのご案内を お送りいたします。
2017年は ERSも改定されますので ERSの資格の更新講習の受講も必須になっております。
IRC公式計測員のみならず 会員の方々にも関係のある事柄なので、受講をお勧め致します。
IRC委員会では 東海の他 関西、関東での計測セミナー開催も予定しております。
関西、関東での開催時期等詳細は 後日ご連絡いたします。
また 外洋合同委員会では 例年のように 2017年度のIRCルールの変更点の説明
IRCコングレスの報告、昨年度と今年度の計測実績の報告等を行います。
開催日時：

その他

2017年 2月 3日（金） 11：00から 4日（土）12：00まで （２日間）
2月 3日（金） 11:00～18:00
ラグーナ・マリナー
2月 4日（土） 9:00～12:00
ホテル蒲郡荘

会場での予定
関東
2017年 2月 18日（土）12：30から 19日（日）17：00まで （２日間）
2月 18日（土） 13:00～17:00 横浜ベイサイドマリーナ
2月 19日（日） 9:00～1７:00
横浜ベイサイドマリーナ
関西

2月 25日（土） 13:00～17:00
2月 26日（日） 9:00～1７:00

申込書送付先
メールアドレス
申込期限

新西宮ヨットハーバー
新西宮ヨットハーバー

head@jsafirc.com

2017年 1月 20日 （金）
外洋合同委員会の 申込期限とは 異なりますので ご注意下さい。
詳細は IRC計測セミナーの公示で ご確認下さい。

問い合わせ先：

head@jsafirc.com
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公示

2017 ＩＲＣ計測セミナー（東海）
（含む ERS更新セミナー）

2016/10/25

1) 共催

： JSAF IRC委員会、JSAF外洋計測委員会、ODC計測委員会

2) 協力

： JSAF外洋東海、ORC委員会

3) 実施時期

： 2017年 2月 3日（金） 11：00から 4日（土）12：00まで （２日間）

4) 実施場所

： ラグーナ・マリナー , ホテル蒲郡荘
詳細地図等は 別途ご案内致します。

5) 受講資格

： 日本セーリング連盟会員
： 有効な ERS資格を有する者

6) 対象者

： IRC公式計測員資格を取得した者で、更新のための講習を希望する者、
： および2013,2015開催のIRC計測員セミナーの受講者。
： ERS資格を有してない場合でも 受講は可能であるが 公式計測員としての認
定はできません。

7) 認定、更新 ： この講習会を受講の上、資格審査を経てIRC公式計測員資格が認定される。
： この講習会を受講する事で、ERS資格が更新される。
8) 講師予定

： ３日（金）IRC委員会 メンバー
： ４日（土）外洋計測委員会メンバー

9) 費用予定

： ￥４，０００．－（ERS更新料￥2.000.-を含む）

10) 配布資料

： ERS更新 資料 （外洋計測委員会、ODC計測委員会）
： IRCイヤーブック2017、各種 IRC資料
： IMS2017、各種 ORC資料 （ORC委員会）

11) 持参する物 ： 筆記用具、パーソナルコンピューター、2017-2020ルールブック（ＲＲＳ,ERS）
2017-2020ルールブックは 当日販売も 致します。
12) 時間割り

： 2月 3日（金）
ラグーナ・マリナー
11:00 受付 開始
11:10 開催 挨拶 及び 内容 説明
11:30 重量計測
船体計測
リグ計測
フローティション計測 等
15:00 IRCアプリケーションフォームの 入力実習等
ＩＲＣ規則及び 変更点の説明
IRC実技に関する 質疑応答
18:00 1日目 終了

： 2月 4日（土）
ホテル蒲郡荘
8:45
受付 開始
9:00
開催 挨拶 及び 内容 説明
9:10
ERS更新 セミナー（外洋計測委員会）
10:30 セール計測 （IRC委員会、ORC委員会）
実技に関する 質疑応答
12:00 終了
時間割りは 概略で内容により 当日変更される事があります。
13) 申込方法

： 別紙 申込書に 必要事項記載の上 メールにて送付の事。
： 送付先 : head@jsafirc.com

1４) その他

： 昼食は 済ませてきてください。（開始時間の関係上）
： セールメジャラー部会メンバーで IRCメンテナンス・メジャラーは
２月４日（金）の 講習会のみでも可

1５) 連絡先

： 川合

090-8957-9114
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公示

2017 ＩＲＣ計測セミナー（関東）
（含む ERS更新セミナー）

2016/10/25

1) 共催

： JSAF IRC委員会、JSAF外洋計測委員会、ODC計測委員会

2) 協力

： 神奈川県セーリング連盟、ORC委員会

3) 実施時期

： 2017年 2月 18日（土）13：00から 19日（日）17：00まで （２日間）

4) 実施場所

： 横浜ベイサイドマリーナ
詳細地図等は 別途ご案内致します。

5) 受講資格

： 日本セーリング連盟会員
： 有効な ERS資格を有する者

6) 対象者

： IRC公式計測員資格を取得した者で、更新のための講習を希望する者、
： および2013,2015開催のIRC計測員セミナーの受講者。
： ERS資格を有してない場合でも 受講は可能であるが 公式計測員としての認
定はできません。

7) 認定、更新 ： この講習会を受講の上、資格審査を経てIRC公式計測員資格が認定される。
： この講習会を受講する事で、ERS資格が更新される。
8) 講師予定

： 18日（土）外洋計測委員会メンバー（ERS更新講習会）、他
： 19日（日）IRC委員会メンバー

9) 費用予定

： ￥４，０００．－（ERS更新料￥2.000.-を含む）

10) 配布資料

： ERS更新 資料 （外洋計測委員会、ODC計測委員会）
： IRCイヤーブック2017、各種 IRC資料
： IMS2017、各種 ORC資料 （ORC委員会）

11) 持参する物 ： 筆記用具、パーソナルコンピューター、2017-2020ルールブック（ＲＲＳ,ERS）
2017-2020ルールブックは 当日販売も 致します。
12) 時間割り

： 2月 18日（土）
横浜ベイサイドマリーナ
12:50 受付 開始
13:00 開催 挨拶 及び 内容 説明
13:10 ERS更新 セミナー（外洋計測委員会）
14:30 ＩＲＣ規則及び 変更点の説明
15:00 セール計測 （IRC委員会、ORC委員会）
実技に関する 質疑応答
17:00 １日目 終了

： 2月 19日（日）
横浜ベイサイドマリーナ
9:00
重量計測
船体計測
リグ計測
フローティション計測 等
14:00 IRCアプリケーションフォームの 入力実習等
IRC実技に関する 質疑応答
17:00 終了
時間割りは 概略で内容により 当日変更される事があります。
13) 申込方法

： 別紙 申込書に 必要事項記載の上 メールにて送付の事。
： 送付先 : head@jsafirc.com

1４) その他

： セールメジャラー部会メンバーで IRCメンテナンス・メジャラーは
２月18日（土）の 講習会のみでも可

1５) 連絡先

： 長谷川

090-1667-8689
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公示

2017 ＩＲＣ計測セミナー（関西）
（含む ERS更新セミナー）

2016/10/25

1) 共催

： JSAF IRC委員会、JSAF外洋計測委員会、ODC計測委員会

2) 協力

： 外洋内海、ORC委員会

3) 実施時期

： 2017年 2月 25日（土）13:00から 26日（日）17：00まで （２日間）

4) 実施場所

： 新西宮ヨットハーバー
詳細地図等は 別途ご案内致します。

5) 受講資格

： 日本セーリング連盟会員
： 有効な ERS資格を有する者

6) 対象者

： IRC公式計測員資格を取得した者で、更新のための講習を希望する者、
： および2013,2015開催のIRC計測員セミナーの受講者。
： ERS資格を有してない場合でも 受講は可能であるが 公式計測員としての認
定はできません。

7) 認定、更新 ： この講習会を受講の上、資格審査を経てIRC公式計測員資格が認定される。
： この講習会を受講する事で、ERS資格が更新される。
8) 講師予定

： 25日（土）外洋計測委員会メンバー（ERS更新講習会）、他
： 26日（日）IRC委員会メンバー

9) 費用予定

： ￥４，０００．－（ERS更新料￥2.000.-を含む）

10) 配布資料

： ERS更新 資料 （外洋計測委員会、ODC計測委員会）
： IRCイヤーブック2017、各種 IRC資料
： IMS2017、各種 ORC資料 （ORC委員会）

11) 持参する物 ： 筆記用具、パーソナルコンピューター、2017-2020ルールブック（ＲＲＳ,ERS）
2017-2020ルールブックは 当日販売も 致します。
12) 時間割り

： 2月 25日（土）
新西宮ヨットハーバー
12:50 受付 開始
13:00 開催 挨拶 及び 内容 説明
13:10 ERS更新 セミナー（外洋計測委員会）
14:30 ＩＲＣ規則及び 変更点の説明
15:00 セール計測 （IRC委員会、ORC委員会）
実技に関する 質疑応答
17:00 １日目 終了

： 2月 26日（日）
新西宮ヨットハーバー
9:00
重量計測
船体計測
リグ計測
フローティション計測 等
14:00 IRCアプリケーションフォームの 入力実習等
IRC実技に関する 質疑応答
17:00 終了
時間割りは 概略で内容により 当日変更される事があります。
13) 申込方法

： 別紙 申込書に 必要事項記載の上 メールにて送付の事。
： 送付先 : head@jsafirc.com

1４) その他

： セールメジャラー部会メンバーで IRCメンテナンス・メジャラーは
２月25日（土）の 講習会のみでも可

1５) 連絡先

： 上阪

090-8931-8946

