
ERS更新セミナーに関しての　ご案内
（含むセール計測セミナー）

　　外洋計測委員会　

詳細は　JSAFODC計測委員会のHPに掲載される　IRC計測セミナーを　参照ください。

計測委員会としては　下記の目的で　この企画を行いました。ご参照ください。
＊ ERS更新に関しては　クラス協会が行う事が出来るよになりました。
＊ 外洋系セール計測　UMSが立ち上がりました。（ERS 付則２．参照）
＊ 各クラス協会の　経費負担の軽減
＊ 重複する　公式計測員の負担軽減 ERS更新セミナーに　関して

　＊ 各地で開催して、参加しやすくする。

開催日時 ： 東海  2月 4日（土）　9:00～12:00 ホテル蒲郡荘

関東  2月 18日（土）　13:00～17:00 横浜ベイサイドマリーナ

関西  2月 25日（土）　13:00～17:00 新西宮ヨットハーバー

問い合わせ先： 外洋系　各クラス協会

2016/10/25

　　2017年は　RRSの改定年度に当たります。ERSも　今回　改定が行われました。現在　各
クラスの計測員資格やセールメジャラーの資格を保持されている方で、公式計測員資格を
更新される方は　このERS更新講習会の受講の必要があります。もちろん　そのクラスの更
新講習会も　併せて　受講の必要があります。

　外洋計測員会は　このベースとなるERSの講習会を　各クラスの公式計測員及び 　計測員
候補者を対象に　来年2月に開催される合同委員会会議において ERS更新講習会を開催し

 この講習会では　メンテナンス・メジャラー(セールメジャラー）については　IRCとORCの両ク
ラスの公式計測員更新講習　も併せて実施します。

　また　この他にも　外洋計測委員会では　IRC委員会の主催するIRC計測セミナーにおいて
も　ERS更新講習会を　併せて　行う予定にしております。開催地は　関東地区、関西地区を
予定しております。



公示

1) 共催　 ： JSAF ODC計測委員会、外洋計測委員会
IRC委員会、ORC委員会、セールメジャラー部会、J24協会

2) 協力 ： JSAF外洋東海

3) 実施時期 ： 2017年 2月 4日（土） 9：00から12：00まで　

4) 実施場所 ： ホテル蒲郡荘

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 ： ERS資格を取得した者で　更新のための講習を希望する者。
：
：

7) 認定、更新 ： この講習会を受講する事で、ERS資格が更新される。
： IRC公式計測員（メンテナンス・メジャラー）の認定　（IRC委員会）
： ORC公式計測員（メンテナンス・メジャラー）の認定　（ORC委員会）
： J24クラス協会　公式計測員の認定（J24クラス協会）

8) 講師予定 ： 外洋計測委員会メンバー

9) 費用予定 ： ￥２，０００．－（ERS更新料）
： 各クラス協会　セミナー受講料　各￥２，０００．－(各クラス　公式計測員）
注１．IRCのみの　公式計測員は　IRC計測セミナーでの支払いで　参加出来ます。
注２．ORC公式計測員も　必要な場合は　別途　￥２，０００．－が　必要です。

10) 配布資料 ： ERS更新　資料　（ODC計測委員会）
： IRCイヤーブック2017、各種　IRC資料　（IRC委員会）
： 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 4日（土） ホテル蒲郡荘
9:00 受付　開始
9:05 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

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 ： 各クラス　指定の申込書にて行う事。

1５) 連絡先 外洋計測委員会 各クラス協会
各クラス協会とセールメジャラー部会は　参加者を取りまとめて　申し込むこと。

各クラス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
2017 IRC計測員セミナーの受講者。

セール計測　　　（IRC委員会、ORC委員会）

 2017 ERS更新セミナー（東海）
（含む　セール計測セミナー） 2016/10/25

詳細地図等は　別途ご案内致します。



公示

1) 共催　 ： JSAF ODC計測委員会、外洋計測委員会
IRC委員会、ORC委員会、セールメジャラー部会、J24協会

2) 協力 ： 神奈川県　セーリング連盟

3) 実施時期 ： 2017年 2月 18日（土）13：00から17：00まで　

4) 実施場所 ： 横浜ベイサイドマリーナ

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 ： ERS資格を取得した者で　更新のための講習を希望する者。
：
：

7) 認定、更新 ： この講習会を受講する事で、ERS資格が更新される。
： IRC公式計測員（メンテナンス・メジャラー）の認定　（IRC委員会）
： ORC公式計測員（メンテナンス・メジャラー）の認定　（ORC委員会）
： J24クラス協会　公式計測員の認定（J24クラス協会）

8) 講師予定 ： 外洋計測委員会メンバー

9) 費用予定 ： ￥２，０００．－（ERS更新料）
： 各クラス協会　セミナー受講料　各￥２，０００．－(各クラス　公式計測員）
注１．IRCのみの　公式計測員は　IRC計測セミナーでの支払いで　参加出来ます。
注２．ORC公式計測員も　必要な場合は　別途　￥２，０００．－が　必要です。

10) 配布資料 ： ERS更新　資料　（ODC計測委員会）
： IRCイヤーブック2017、各種　IRC資料　（IRC委員会）
： 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 19日（日） 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

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 ： 各クラス　指定の申込書にて行う事。

1５) 連絡先 外洋計測委員会 各クラス協会
各クラス協会とセールメジャラー部会は　参加者を取りまとめて　申し込むこと。

2017 IRC計測員セミナーの受講者。

 2017 ERS更新セミナー（関東）
（含む　セール計測セミナー） 2016/10/25

詳細地図等は　別途ご案内致します。

各クラス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



公示

1) 共催　 ： JSAF ODC計測委員会、外洋計測委員会
IRC委員会、ORC委員会、セールメジャラー部会、J24協会

2) 協力 ： 外洋内海

3) 実施時期 ： 2017年 2月 25日（土）13：00から17：00まで　

4) 実施場所 ： 新西宮ヨットハーバー

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 ： ERS資格を取得した者で　更新のための講習を希望する者。
：
：

7) 認定、更新 ： この講習会を受講する事で、ERS資格が更新される。
： IRC公式計測員（メンテナンス・メジャラー）の認定　（IRC委員会）
： ORC公式計測員（メンテナンス・メジャラー）の認定　（ORC委員会）
： J24クラス協会　公式計測員の認定（J24クラス協会）

8) 講師予定 ： 外洋計測委員会メンバー

9) 費用予定 ： ￥２，０００．－（ERS更新料）
： 各クラス協会　セミナー受講料　各￥２，０００．－(各クラス　公式計測員）
注１．IRCのみの　公式計測員は　IRC計測セミナーでの支払いで　参加出来ます。
注２．ORC公式計測員も　必要な場合は　別途　￥２，０００．－が　必要です。

10) 配布資料 ： ERS更新　資料　（ODC計測委員会）
： IRCイヤーブック2017、各種　IRC資料　（IRC委員会）
： 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
15:00

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 ： 各クラス　指定の申込書にて行う事。

1５) 連絡先 外洋計測委員会 各クラス協会
各クラス協会とセールメジャラー部会は　参加者を取りまとめて　申し込むこと。

 2017 ERS更新セミナー（関西）
（含む　セール計測セミナー） 2016/10/25

セール計測　　　（IRC委員会、ORC委員会）

詳細地図等は　別途ご案内致します。

各クラス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
2017 IRC計測員セミナーの受講者。

ＩＲＣ規則及び　変更点の説明


