令和 ２年 度遊 戯施 設安 全管 理講 習会 ・開 催ご案内
［オ ンラ イン 形式］

最近の遊戯施設は、利Ｊ≡目者の回米と とも に多種多様となり 、運動そ態も 多様化・ 高度化が進み、それに伴
い大 型化 する 機ミも増 えて きて おり ます。

さて、本年の 肖安を管ミ講習会は新型コ ロナウィルス感染症の影響を考慮し、オンラインそ式での 戛催と致
しました。
皆様 の崔園竟等に おき まし ても 、そ の影 響を 受け るな か遊 戯施 設の 業務 にお いて 定期 検胤報告 関係 はもと
より 日常 の遊戯施 設の 安全 なミ行・ 維持 管ミを徹 まし てい るも のと ℡、いま す。
今回 は、 技術 概論 の講 義で 「繊維強 化プ ラス チッ ク（ ＦＲＰ） につ いて 」と 「最 近の 遊戯 施設 関係 法令 につい

て」 を講習科 目のメインテーマとしました。 遊戯施鼈はも ちろんのことウォーターライダーにおいても有意義なテ
ーマ と考 えて いま す。
当協 会で は、 設立 八束 遊戯 施鼈の安 兔を テー マに 「遊戯施 設安 兔管 ミ講 習会 」を 黶催 して まい りま した。
本年 も標 記講 習会 を次 のと おり 開催 いた しま すの で、 遊戯 施鼈 に携 わる 関係 者八 び遊 戯施 鼈の ミ行 管ミ者・
Ｘ転者な ど幅広く ご参加下 さい ます よう ご案 内い たし ます。

一般 社団 法人 日本 アミ ュー ズメ ント 産業 協会

主

催

後

援（ 予定）国 土交 亟省 、東京都

協

賛（予定）（一財）日 本朧築鼈備・ 昇降機センター、 東日 本を獸地協会、西 日本き回丿加協会、
日本 ウォ ー夕 −ス ライ ド安 を協 会、 （一 礼） 東京 都昇 降機 安を 協議会

受講 対象者
遊戯 施鼈のＪ 行管 珊１者、 維持 保を管ミ者、 維持 保を：技 術者 ミ転 者￣
ｋび 技術 者な どす べて の関 係者
会場 、開 催期 日、 開催 場所 、定員
開催 期日 ：２ ０２ ０年 （令 和２ 年） １２ ｙｘヘヘ 日（ 金岡１）
開催 場所 ：オ ンラ イン 形式
定

員： ８０名

講回 科目 Ｒび 時間
１． 遊戯施設 の維持保 全計 画と ミ行 管ミ
２． 遊戯施設 の技術概 論

１３ ：０ ０〜 １４ ：００

１４ ：０ ０〜 １７ ：００

（１ ）繊維強 化プラス チッ ク（ ＦＲＰ） につ いて
（２ ）最 近の 遊戯施鼈関係 法令 につ いて
講

師（ 一財 ）日 本建 築設 備・ 昇降 機セ ンタ ー認 定評 価部 副部 長金 田宏
（一 礼） を化 プラスチ ック 協会 企画 担肖 部長 大熊 秀夫

そ講 料

ア． （一 礼） 日本 アミ ュー ズメ ント 産業 協会 会員

３， ００ ０Ｐヨ

イ． 朧築 行政 担慝 、東 口本 道園 地協 会、 万口 本道 園地 協会 、日 本ウ ォー ター スラ イド 安全 協会 会員
八び 定期 検査 報告 書提 出会 社… …… ６， ００ ０ＰＩ
ウ． 上記 ア及 びイ 以外 の方

８， ００ ０円

送金 方ま Ｒび 期日

２０ ２０年ヘ ヘ月 ２０ 日（金ぼ）までに銀行振込 にてご送台東います。
〔銀 行振 え先 〕み ずは 銀行 市ヶ 谷支 店普 通Ｎ０． ２１ ７８ ５３２
社） 日本 アミ ュー ズメ ント 産業 協兔
串込 方法 ・申 込締切日

受講希望の方 は所定の 串込書様式を Ｅメ ール （ｓ ａｋａｉ （副 ａｉａ．ｊｐ ）で ＪＡＩＡ 事務局へ ご請求く ださ
い。

ＪＡＩＡ 事務局か らＥＩヨ 込言様弍をメ ール しますので、 毎込書様式に 悒、要事項を ご入力の上、２
０２ ０年 １１ ＪＥｊ２ ０日 （金 曜） まで に必着で メー ルに てお 串込ください。

①必ず受獵者のマイクロソフトアカ ウントに使用 しているメールアドレスをご髱入く ださ い。
※マ イタ ロソ フト アカ ウン トと は、 ウイ ンド ウズやオ フィ スな どマ イク ロソ フト のサ ービスを 使篦する 際に
ＩＤ とし て入 力す るメ ール アド レス です。

②１ ２ｊ ７日 八降 に事務局 から 「連絡（ 招待）」 を行います。

③オンラインお式は「Ｔｅａｍｓ」 で行います。 Ｔｅａｍｓの説獸書データ は、 後日 「申 込担 售者」あて
Ｅメ ール でお 送り しま す。

※何かご不篤な点 がございましたら 、ご連絡ください。
串込 先・ 問合 せ先

干１ ０２−００７４東京都千代 日ヨ 区九段南３− ８− １１ 飛栄 九段ビル８Ｆ
（一 社） 日本 アミ ュー ズメ ント 産業 協会
ＴＥＬ： ０３ −６２７２− ９０７１

遊園 施設事業部

ＦＡＸ： ０３ −３５５６− ５５２４

講習 終了 証の 発行

全課 程を 終了 され た方 には 、講 習終 了後 、「 講習 修了 証書 」を発行 いた しま す。
以上

※今 回の 講習 会は オン ライ ン形 式で すの で、 テキ スト は肖 像テ キス トと なり ます 。テ キス トを ご希望
であ れば講習会終了後 にＰ ＤＦ デー タを 送る 予定 にし てい ます。

