
フィンスイミング 1スター指導員 養成講習会 開催要項 

  

 1 スターインストラクターは、競技における知識及び技能を有し、サーフィス種目等のフィンスイミング指導・認定

をすることができる資格である。 

 

日  時： 2009年3月21日(土)～ 22日(日) 9時～17時 初日9時受付開始 

場  所： 静岡県立水泳場 

主  催： 特定非営利活動法人 日本水中スポーツ連盟 普及教育委員会 

取得資格： 日本水中スポーツ連盟公認 

◎１スター指導員 

受講条件： 受講者は、指導員認定されるまでに次の条件をすべて満たさなければならない。 

・マスターフィンスイマー認定（未取得者は、今回講習会にて認定します） 

・第３種公認審判員学科修了（未修了者は事前の講習会に参加してください） 

その他、認定に必要な救急法は講習会中に実施します。 

受講対象者：高校生以上（保険の関係上、合格後指導員活動は20歳から。所属法人が保険加入している場合は18歳か

ら活動可能） 

講  師： 日本水中スポーツ連盟 認定員 

参 加 費： ３０，０００円 

      （指導料、施設使用料を含み、教材費、レンタル費、合格後の指導員及びマスターフィンスイマーの諸費

用、交通費、食費、宿泊費は含まれません） 

※教材費(申し込み時に必要な教材費分を入金してください) 

 １☆指導者テキスト  ２，０００円 

 安全マニュアル    １，０００円 

 フィンスイミング入門 １，０００円 

※合格後の諸費用（申し込み時に入金しないでください） 

       ・1スター指導員 

初年度登録費   ５，０００円 

年会費      ７，０００円 

         賠償責任保険料  ５，０００円 

・マスターフィンスイマー(希望者) 

         年会費      ３，０００円 

   賠償責任保険料  ５，０００円 

※キャンセル料 

        講習開始日より25日前まで 全額返金 

24日前から15日前まで   参加費の30％ 

14日前から5日前まで   参加費の40％ 

          4日前から1日前まで   参加費の50％ 

       講習開始日の取り消しにおいて、返金は認められません。 

申し込み： 入金(参加費,教材費,レンタル代)後、受講申込書に記入の上、郵送、FAXもしくはE ﾒｰﾙにて、連盟事務局

にご連絡ください。 

締め切り： 2月26日(木)必着 

振 込 先： 三井住友銀行 麹町 ( こうじまち ) 支店 普通口座 ８６７５６８９ 

特定非営利活動法人日本水中スポーツ連盟 

持 ち 物： 筆記用具、水泳用具一式、フィン(モノフィン，ビーフィン)、フロントスノーケル、ソックス、その他個

人で必要なもの 

      ※モノフィンレンタルの場合、別途1,000円必要になりますので、申し込み時に入金して下さい。 

開催人数： 最少4名（満たない場合は、中止させていただきます） 

問い合わせ：特定非営利活動法人日本水中スポーツ連盟 

      〒102‐0083 東京都千代田区麹町4‐4パシフィックビルB１ 

      TEL ０３－３２２２－１１９２ FAX ０３－３２８８－０３９３ E ﾒｰﾙ info@jusf.gr.jp 



フィンスイミング ２スター指導員 養成講習会 開催要項 

  

2 スターインストラクターは、競技における最高水準の知識及び技能を有し、イマージョン種目を含むフィンスイミ

ング指導・認定をすることができる。また、コーチング能力を有し、国際競技会や強化合宿のコーチとして参加するこ

とができる資格である。 

 

日  時： 2009年3月21日(土)～ 22日(日) 9時～17時 初日9時受付開始 

場  所： 静岡県立水泳場 

主  催： 特定非営利活動法人 日本水中スポーツ連盟 普及教育委員会 

取得資格： 日本水中スポーツ連盟公認 

◎２スター指導員 

受講条件： 受講者は、指導員認定されるまでに次の条件をすべて満たさなければならない。 

・１スターインストラクター認定 

・ダイバー認定（２☆ダイバーまたはアドバンスダイバー: 未取得者は本講習受講後,1 年以内に取得

してください） 

・第２種公認審判員認定（未修了者は事前の講習会に参加してください） 

・公認競技会出場経験 

受講対象者：高校生以上（保険の関係上、合格後指導員活動は20歳から。所属法人が保険加入している場合は18歳か

ら活動可能） 

講  師： 日本水中スポーツ連盟 認定員 

参 加 費： ４０，０００円 

      （指導料、施設使用料を含み、教材費、レンタル費、合格後の指導員、交通費、食費、宿泊費は含まれま

せん） 

※教材費(申し込み時に必要な教材費分を入金してください) 

 １☆指導者テキスト  ２，０００円 

 安全マニュアル    １，０００円 

 フィンスイミング入門 １，０００円 

※合格後の諸費用（申し込み時に入金しないでください） 

       ・２スター指導員 

初年度登録費   ５，０００円 

年会費      ７，０００円 

      ※キャンセル料 

        講習開始日より25日前まで 全額返金 

24日前から15日前まで   参加費の30％ 

14日前から5日前まで   参加費の40％ 

          4日前から1日前まで   参加費の50％ 

       講習開始日の取り消しにおいて、返金は認められません。 

申し込み： 入金(参加費,教材費,レンタル代)後、受講申込書に記入の上、郵送、FAXもしくはE ﾒｰﾙにて、連盟事務局

にご連絡ください。 

締め切り： 2月26日(木)必着  

振 込 先： 三井住友銀行 麹町 ( こうじまち ) 支店 普通口座 ８６７５６８９ 

特定非営利活動法人日本水中スポーツ連盟 

持 ち 物： 筆記用具、１☆指導員教材一式、水泳用具一式、フィン(モノフィン，ビーフィン)、フロントスノーケル、

ソックス、その他個人で必要なもの 

      ※モノフィンレンタルの場合、別途1,000円必要になりますので、申し込み時に入金して下さい。 

開催人数： 最少4名（満たない場合は、中止させていただきます） 

問い合わせ：特定非営利活動法人日本水中スポーツ連盟 

      〒102‐0083 東京都千代田区麹町4‐4パシフィックビルB１ 

      TEL ０３－３２２２－１１９２ FAX ０３－３２８８－０３９３ E ﾒｰﾙ info@jusf.gr.jp 



　　　フィンスイミング　指導員講習会　タイムテーブル

第１日目 第２日目

静岡県立水泳場 静岡県立水泳場

9:00

受付・オリエンテーション 学科：

10:00

学科： （２☆） （１☆）

組織 器材 救急法

11:00

コーチング 指導法

筆記試験：

12:00

昼食 昼食

13:00

実技： 実技試験：

14:00

（２☆） （１☆） タイム測定

イマージョン法 MFS　体験講習会 指導法

15:00

実技試験： 指導法

タイム測定 デモンストレーション

16:00

救助法

実技試験： 講評

17:00

タイム測定 登録手続き

17:00までに退館



2スター指導員　　1スター指導員　　養成講習会　受講申込書　

申込日　　　　　　年　　　　　  月　　　　　  日

( □内に表示 )

受講コース 　□　2スター指導員 □　1スター指導員 □　マスターフィンスイマー

受講者氏名
　　ふりがな ローマ字

生年月日 西暦　　　　　　　　　　　　　

所属団体 登録番号

住　所

　　〒

連絡先

　TEL FAX

　e-mail

購入希望教材 　□　1☆指導者テキスト □　安全マニュアル □　フィンスイミング入門

レンタルフィン 　   □　有　(足サイズ　　　     　cm)　　　　 　　□　無

　振込依頼書　・　ダイバー認定証(２スター受講生)　コピー 貼付 　備考
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