令和２年２月４日
加盟チーム各位･関係各位
宮城県ラグビーフットボール協会
会長 千葉 貞男

令和２年度宮城県ラグビーフットボール協会
安全・インテグリティ推進講習会のご案内
時下、貴チームにおかれましては益々ご清祥のことと存じます。また、平素より当協会の活動にご理解、
ご協力をいただきありがとうございます。
さて、下記の要領にて令和２年度 安全・インテグリティ推進講習会を開催いたします。新年度のチー
ム登録に必須で毎年 受講が必要な講習ですので、各チームにおいては必ず受講願います。
また、セーフティーアシスタント（ＳＡ）認定講習を併せて実施します。平成２８年（2016 年）度に
登録・更新された方は令和２年８月末で有効期限が切れますので、今回受講してください。
詳細は下記をご覧ください。
記
１．日 時：令和２年３月７日（土）１３：００～受付 講習１３：３０～１５：３０予定
安全推進講習・セーフティーアシスタント認定講習とも同時受付です。
２．場 所：仙台高等専門学校 広瀬キャンパス(仙台市青葉区愛子中央 4-16-1)11 号棟
構内の案内表示に従ってお進みください。
３．申 込：事前申込は不要です。
ただし、ＳＡ認定講習は、以下をご確認ください。
４．講 習
（１）コーチング・インテグリティ講習
<コーチ委員会>
（２）医務講習
<メディカル委員会>
（３）安全推進講習
<安全対策委員会>
①受 講 者:各チームにおいて実際に指導を行う責任者(1〜2 名)
②事前準備:オンラインテスト
「Rugby Ready」 http://rugbyready.worldrugby.org/?language=JA
「Concussion(脳振盪一般向け)」 http://playerwelfare.worldrugby.org/concussion
を受講し、修了証を印刷してください。(証明日が 7/03/2018 以降であれば有効としますが
できるだけ再受講してください。)当日受付で提出いただきます。
アクセスは上記リンク及び別紙「オンラインテスト受講方法」を参考にしてください。
注)氏名はローマ字で登録してください。登録済みで氏名が印字されない方は、ログイン
してプロフィール編集で修正してください。
③そ の 他
1)本講習を欠席する場合は、他都道府県で開催される講習会を受講してください。
2)セーフティーアシスタント(SA)認定講習を併せて受講する方は、セーフティーアシス
タント(SA)認定講習の受付も行ってください。
（４）セーフティーアシスタント（ＳＡ）認定講習
<安全対策委員会>
５．セーフティーアシスタント（ＳＡ）認定講習について
①受講者：高校生以上でＳＡ認定を希望する者
※現在保有の認定証の有効期限について
発行年度含め 4 ヶ年度＋5 ヶ月（有効期限の翌年度 8 月 31 日まで）となります。

2016 年度発行認定証（2019 年度有効期限が切れる方）⇒2020 年 8 月 31 日まで有効
2017 年度発行認定証（2020 年度有効期限が切れる方）⇒2021 年 8 月 31 日まで有効
2018 年度発行認定証（2021 年度有効期限が切れる方）⇒2022 年 8 月 31 日まで有効
2019 年度発行認定証（2022 年度有効期限が切れる方）⇒2023 年 8 月 31 日まで有効

平成 28 年（2016 年度）発行の認定証保有の方で、更新希望の方は今回か次回(2020 年
7 月ルール伝達・安全対策講習会と同時開催予定)で更新してください。

②事前準備：日本協会ホームページから「ラグビー外傷・障害対応マニュアル」をダウンロード
してご一読ください。（講習内容は事前にご一読いただいたものとして構成します）
https://www.rugby-japan.jp/RugbyFamilyGuide/shidousya.html
ＳＡ登録票（別添）について記入要領を参考にあらかじめ作成してください。
当日受付で提出いただきます。
③認定証の有効期間について：令和２年４月１日から有効となります。
④講習終了後
顔写真（縦３ｃｍ×横２ｃｍ、３カ月以内撮影のもの）を、各自
発行された認定証に貼り付けて使用してください。
（提出する必要
はありません）
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連絡・問合せ先：安全対策委員長 津田 靖久
986-2121 石巻市渡波町 1-1-24
TEL:080-3086-8779 MAIL: yasuhisa_tsuda@nifty.com

セーフティーアシスタント登録票
日本ラグビーフットボール協会 安全対策委員会
太枠内は記入しないで下さい。

申込日 2020 年 3 月 7 日

フリガナ

登録番号

氏名

生年月日

西暦

年

月
(

〒

日
歳)

ＭＹＧ－２０－

－

現住所
電話番号(携帯可)
Ｅ－Ｍail アドレス
チーム内役職

所属チーム名

講習年月日

関連資格

2020 年

3月7日

該当する資格すべてにチェックを入れてください。

□医師 □歯科医師 □看護師 □理学療法士 □救急救命士
□柔道整復師 □はり師 □灸師 □あん摩マッサージ指圧師
□日本体育協会公認アスレティックトレーナー
□その他（
）

セーフティーアシスタント登録票＜記入要領＞
日本ラグビーフットボール協会 安全対策委員会
太枠内は記入しないで下さい。
フリガナ

申込日 2020 年 3 月 7 日

ミヤギ タロウ

登録番号

氏名

宮 城 太 郎

生年月日

西暦 1991 年

〒

980

ＭＹＧ－２０－

4 月 1 日
( 26 歳)

－○○○○

宮城県仙台市青葉区○○ ○丁目○—○

現住所

所属チーム名

講習年月日

携帯メールでなく可能な限

電話番号(携帯可)

０９０—○○○—○○○○

り PCmail アドレスの記載し

Ｅ－Ｍail アドレス

abcdefg@hijklmn.or.jp

てください。

○○○○ラグビーフットボールク
ラブ

2020 年

3月7日

チーム内役職

プレヤ－

代表者、監督、コーチ、プレヤー、マネージャー、
セーフティーアシスタント、トレーナー、チームド
クター、レフリー等主たる役職で記載してくくださ
い。

関連資格

該当する資格すべてにチェックを入れてください。

□医師 □歯科医師 □看護師 □理学療法士 □救急救命士
□柔道整復師 □はり師 □灸師 □あん摩マッサージ指圧師
□日本体育協会公認アスレティックトレーナー
□その他（
写真は発行された認定証に「各⾃貼り付け

3cm

て」使用してください。

m

）
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「脳振盪への対応（一般向け）」オンラインテスト
（Concussion management for general public）
１．日本ラグビーフットボール協会ＨＰのトップページ下にある
バナー(右図)などから，ＷＲ（ワールドラグビー）の HP を開
く。（http://www.worldrugby.org/））
２．「ＱＵＩＣＫ ＬＩＮＫＳ」（WR サイトトップページの画面上部の灰色の帯（緑帯の下））の
中にある「Concussion」をクリックする。
→ 「Player Welfare」のページに移動。
３．上部「LANGUAGE」をクリックし，「日本語」を選ぶ
→ 「WORLD RUGBY 脳振盪への対応」と日本語表示になる。
４．ログインを行う。
※WR ｐａｓｓｐｏｒｔ（登録）をしていない人は
→ 「未登録なので登録します」をクリック
→ WR パスポートの登録をする（氏名，メールアドレス，パスワード等の入力）
※氏名は必ずローマ字表記で行う。漢字は未対応なので使用しない。
※昨年度「Ｒｕｇｂｙ Ｒｅａｄｙ」証明書の名前が「？？？？？」になってしまった人は
→ 「プロフィール編集」をクリック → 名前をローマ字に入力し直す

５．画面左側の「オンライン講習」の列の一番上にある，「脳振盪への対応（一般向け）」
（英語表記のままなら「Concussion management for the General public」）をクリック
６． ◆真ん中「脳振盪の管理（一般向け）学習開始」をクリック
↓
◆①～⑤項目の質問に対してすべて回答・正解すると「合 格」の表示がでる
↓ ※テストは何度でも受け直しが可能です。問題には数パターンあります。
↓
◆「修了証のダウンロード」をクリックするとＰＤＦの修了証明書がダウンロードされる
↓
◆印刷したものを安全推進講習会に持参する

ワールドラグビー「修了証」をプリントアウトする手順

復活

修了証
修了証について
安全推進講習会を受講するには
修了証が必要です。
当日は修了証をプリントアウトして
必ず持参ください。
ユーザー登録は
ユーザー名をローマ字（半角）で
登録して下さい。
日本語で登録すると
「×× ××」と表記されます。
氏名が表記されていないと
修了証として認められませんので
予めご注意ください。

