
レスキュー3 ジャパン 

広島県三次市 テクニカルロープレスキューテクニシャン講習 ３日間 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

救助を目的としたロープ技術講習のコースです。ロープを使用するあらゆる救助状況に適用できる

内容となっており、受講者にはロープを使用したレスキュー活動を行う際に、 必要となる知識や技術

の習得を目的としています。 

コース中はロープ及び付随する道具に対しての正しい使用法及び、ロープレスキューに関する基本

的な知識と 技術、そして安全面等を机上講習と実技講習の両面から学んで行きます。 

救助者に必要となる「救助者としての心構え」、装備に関しての知識面を机上講習で学び、 ロープ

レスキューの基礎となる結び方や基礎力学、ロープレスキューの失敗原因等を学び、そしてそれらを

応用した比較的傾斜の低い場所 （斜面）においての上昇及び下降の到達方法と救助技術を、実技を通

じて習得します。更に、より高度で組織的な ロープ技術を駆使し、傾斜の高い場所及び垂直状況での

上昇及び降下の到達方法と救助技術を、実技を通じて習得します。 

 

このコースで紹介する技術や知識はロープレスキュー技術の基本であり、山岳や崖でのレスキュー

活動だけでなく、 高層建築物、洞穴、密閉空間等においての様々なロープレスキュー分野に応用し活

用することができる内容となっています。そのため、 限定された人々のみならず、ロープを使用した

レスキュー活動を行うあらゆる分野の人々が受講対象となっています。 

現在、消防士、警察官、山岳救助隊、アウトドアスポーツインストラクター、高所作業者等、ロー

プを使用した 救助活動を職業的に携わる人々がこのコースを受講し、それぞれの職務に活用していま

す。 

 

レスキュー３ジャパンが設定する規準を満たし、全行程を修了された方には、レスキュー３社の修了

証を発行致します。 

 

 



コース概要 

■講習会場：江の川カヌー公園さくぎ  

■集合場所：江の川カヌー公園さくぎ  

■集合時間：AM 9:00 （時間厳守） 

■当日電話連絡先 090-6202－4689 財田拓弥（サイタタクヤ） 

■講習料金：48,000 円 

 内訳 講習料金 47,000 円（テキスト・登録料含む） 

    保険料金 1,000 円 

■受講資格：満 18 歳以上の方、コース設定の全ての行程に参加できる方、心身ともに健康な方。 

■開催人数： 4 名以上 

■講習についての問合せ先 

ポジビリティ合同会社   

担当者 財田拓弥（サイタタクヤ） 

メール mail@possibility-r.com 

携帯電話 090-6202-4689  FAX/TEL 072-943-0219 

■講習申込み 

ホームページよりまたは、申込書記入の上 FAX（072-943-0219）またはメールでご予約くだ

さい。 

参加費の入金確認後にお申込みが完了となります。 

■講習料金振込先 

●他行からの振込み           ●ゆうちょ銀行からの振込み 

銀行 ゆうちょ銀行 普通口座       銀行 ゆうちょ銀行 

支店 四〇八（よんぜろはち）店      記号 14060  

口座番号 2409938           番号 24099381 

口座名 ポシビリティ合同会社            口座名 ポシビリティ合同会社  

         ※ポシビリティ（ド                       ※ポシビリティ（ド 

※振込み手数料はご負担お願いします 

※入金の確認は週明けになる場合がございます。 

■キャンセル料について 

講習会をキャンセルする場合、講習会開催日(初日)より起算して以下の日数からキャンセル料が発生

します。 

講習開始日の前日より起算して  キャンセル料・取消手数料 

7 日前～2 日前まで       講習代金の 30％ 

  前日            講習代金の 40％ 

    当日                       講習代金の 50％ 

無連絡不参加及び開始後の連絡       講習代金の 100％ 

※悪天候、または最小催行人数に満たず中止の場合は、全額返却いたします。 

mailto:mail@possibility-r.com


■持ち物 

筆記用具  

ハーネス ／フルボディまたはシット（チェストハーネスをお持ちの方はご持参ください。） 

（レンタル フルボディハーネス 講習期間中 1,000 円 ※数に限りあります） 

ヘルメット  

作業用服（救助服やつなぎ、アウトドアウェア等） 

雨具（レインウエア）  

グローブ・ワークブーツ 

ヘッドライト  

■講習内容（講習スケジュール） 

1 日目 

9:00 受付、レスキュー3 の紹介、自己紹介、講習スケジュール等 

9:30 レスキュー哲学、個人チーム資器材紹介 

12:30 昼食 

13:30 基本的な結び、倍力システム 

18:00 解散  

2 日目 

8:30  簡易ハーネス、担架縛着、支点作成、2 系統（メイン・ビレイ）システム紹介 

12:30 昼食 

13:30 斜面における担架使用しての救助システム紹介 

18:00 解散 

3 日目 

8:30  講習会場へ移動、個人での下降上昇、宙吊り救助、 

12:30 昼食 

13:30 壁面における担架使用しての救助システム紹介 

16:30 ペーパーワーク、修了式  

17:00 解散 

※タイムスケジュールは講習会場、天候、講習進行により予告なく変更する場合があります。 

■講習中のビデオ撮影について 

講習におけるビデオ(動画)撮影はご遠慮いただいております。 

■講習見学について 

講習会への見学は大歓迎です。ただし、1 日数時間の見学でお願いします。また見学中の撮影や記

録はご遠慮お願いします。 

■講習会場詳細 

広島県三次市作木町香淀１１６  

TEL：0824-55-7050  

http://www.genkimurasakugi.or.jp/ 

 

http://www.genkimurasakugi.or.jp/


■講習会場地図 

自動車でのアクセス 

高速道路をご利用される方は、中国

自動車道の三次 IC または、高田 IC

から約 30 分です。 

 

各県からの目安 

広島県庁より 1 時間 15 分 

島根県庁より 1 時間 50 分 

山口県庁より 2 時間 20 分 

岡山県庁より 2 時間 20 分 

鳥取県庁より 3 時間 30 分 

 

 

■講習会場近辺の宿泊場所 

江の川カヌー公園 江の川いろり庵  TEL 0824-55-7050 

宿泊費：宿泊希望者数での均等割り 

コテージ１棟 1 泊 12,000 円 食事無し（定員 4 名 最大 6 名）  

http://www.genkimurasakugi.or.jp/stay.html 

※宿泊希望者 6 名の場合は最安値、7 名の場合は２棟必要とし割高になります。 

 

その他、宿泊施設は下記をご確認下さい。 

三次市観光公式サイト  

http://miyoshi-kankou.jp/ 

江の川カヌー公園 



 

レスキュー3 テクニカルロープレスキュー参加講習申込み 

FAX 送信  ポシビリティ合同会社 行  FAX 072-943-0219 

 申込日   月   日（  ） 

講習参加日      月   日（  ）～    月   日（  ） 

代表参加者名 
                     （年齢    才） 

ローマ字  

住所 

〒 

 

連絡先  （     ）      － 

Mail アドレス          ＠ 

領収書の有無 日付の記載  不要 ・ 要    

領収書宛名  「                       」 

FAX 受信後 振込先等の連絡をメールにて返信させて頂きます 

 

参加者が複数の場合は下記にその他の参加者名の記入をお願いします 

参加者名 
      

（年齢    才） 

参加者名 
 

（年齢    才） 

ローマ字  ローマ字  

参加者名 
 

      （年齢    才）  
参加者名 

 

      （年齢    才） 

ローマ字  ローマ字  

 

備考 

 

                                        

 


