家庭犬のしつけ方講座インストラクター養成コース

実技２（子犬キャンプ）のご案内
子犬に関する基本的なケアやハンドリングの方法を学ぶ、三日間の集中キャンプです。
動物愛護センターで、これから譲渡される子犬たちを実際に扱いながら、社会化、日常のケア、
パピークラスの注意点などを学びます。
日時：２０１８年６月１日（金）～３日（日）の３日間
ＤＡＹ１ １日（金） １０：００～１７：００ （ホテルにて懇親会あり）
ＤＡＹ２ ２日（土） ９：００～１７：００ （ホテルにてナイトセッションあり）
ＤＡＹ３ ３日（日） ９：００～１６：００
会場：鹿児島県 「鹿児島県動物愛護センター」
〒899-5105 鹿児島県霧島市隼人町小田 1493-1
http://dogcat.pref.kagoshima.jp
※センターへの直接のお問い合わせはご遠慮下さい。
定員：28 名（最少催行人数 20 名）
※最小催行人数に満たない場合、中止になることがあります。
参加費：129,600 円（税込・3 日分の昼食代含む）
参加条件：現在のカリキュラムを受講中の方の場合
講義①③④ を受講済であること
（実技①成犬キャンプを受講されてからの参加をお薦めしますが 必須条件では
ありません）
旧カリキュラムから受講されている方の場合
STEP3-B（成犬キャンプ）、および、新カリキュラムの講義③（子犬の基礎知識）を
受講済みであること
主な内容（予定）
＊子犬を扱う実技(ハンドリング、日常のケア、社会化など)
＊講義(子犬によくある問題の理解と予防など)
＊講師によるデモンストレーション（パピークラス、プレイセッションのデモなど）
＊参加型ワーク（飼い主への説明デモンストレーションなど）
※ご自身の犬を連れてのキャンプではありません。
講師： JAHA 認定家庭犬しつけインストラクターよるチーム
申込方法
受付期間内に参加申込書を FAX にて事務局へお送りください。（先着順）
参加の可否や申込手続きについて、先着順に折り返し ご連絡いたします。

３月１４日（水）9：30 受付開始 ～

４月４日（水）まで

※定員に満たなかった場合、追加募集をさせていただきます。
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宿泊について
キャンプご参加の方向けに、下記ホテルでの特別プラン（センターまでの送迎バス付き）を
ご案内いたします。JAHA 事務局がまとめて手配いたしますので、
「キャンプ参加申込書」に宿泊
希望の有無をお書き下さい。個人でお申し込みいただくことはできません。詳細は、キャンプ開
催決定後、JAHA 事務局からお知らせします。
宿泊先：ホテル京セラ鹿児島

http://h-kyocera.co.jp

＊会場となる「鹿児島県動物愛護管理センター」から専用の送迎バスで１５分
キャンプ期間中は、朝夕の送迎をいたします。（宿泊の方以外はご利用いただけません）
＊もちろん、ご自身で他の施設に宿泊の手配をされても構いません。
＊キャンプ初日は、このホテルの宴会場で懇親会があります。（参加費４５００円程度）
また、２日目夜には、ナイトセッションとして、ホテル会議室での講義が予定されて
おります。他の宿泊施設にお泊りの方、ご自宅などからお通いの方も、ナイトセッション・
懇親会にはぜひご参加ください。
＊ ご宿泊料金

（税・入湯税 150 円込、送迎バス費用含む）
１泊２食つき ツイン
シングル
１泊朝食つき ツイン
シングル
素泊まり
ツイン
シングル

6/1（金）
----------8,790
10,950
7,710
9,870

6/2（土）
11,490
13,650
8,790
10,950
7,710
9,870

・
・
・
・

１日（金）は、懇親会が夕食となりますので、２食付きプランはございません。
２日（土）の夕食は，バイキングとなります。
前泊・後泊される方はお申し付けください。上記料金と同額でお手配いたします。
ツインをご希望の方で、同室ご希望の方がいる場合はお書きください。ご希望がない
場合は，こちらで割り振りさせていただきます。
・ なお、以下の館内施設が利用できます。キャンプのお疲れを癒してくださいね。
◆大浴場「オクシア」（無料）プール・スポーツジム（１回８８０円）
水着着用スパ「エデン」（１回５５０円）

＊ 初日および最終日のバスの送迎
ホテル京セラにご宿泊の方に限り、以下のバスの送迎をご利用いただけます。
時間に関しては予定です。
ホテル専用送迎バス予定ルート
6/1（金） 9：25 ホテル出発
9：30 JR 隼人駅にて列車ご利用の方
ピックアップ
9：45 センター到着

備考
空港 9:00 発のリムジンバスに乗れば、ホテル
9:18 着。送迎バスが利用できます。（羽田発
6:25JAL 便に連絡しています）

6/3（日） 16：05 センター出発
16：15 JR 隼人駅にて列車ご利用の方下車
〜ホテルを経由して、鹿児島空港へ
16：45 鹿児島空港着予定

JR 隼人駅 16:36 発の鹿児島中央駅行きがあり
ます。また空港からは 羽田、伊丹、名古屋、
福岡便などがあります。

・ 上記の交通情報は３月現在のものです。ご利用になる場合は、ご自身でお確かめ
くださいますようお願いいたします。
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家庭犬のしつけ方講座インストラクター養成コース

実技２（子犬キャンプ）参加申込書
受付期間：２０１８年３月１４日（水）9：30 ～ ４月４日（水）まで
受付期間内に参加申込書を下記にお送りください(先着順)
ファックスの場合
03-6262-5253
メールの場合
shituke@jaha.or.jp
参加の可否や申込手続きについて、折り返しご連絡いたします。
○太枠内をご記入ください。□欄があるものは、該当するものにチェックしてください。

講座受講番号
参加者名前

□成犬キャンプ 未受講
□受講済 （
年
□パピーケアスタッフ養成講座実践コース受講済（
性別
年齢
男 ・ 女

月）
年

月）
才

住所
TEL

携帯

FAX

メールアドレス（今後、JAHA からメールでの案内を希望される方はご記入ください。携帯電話アドレス不可）
＠
職業（動物病院勤務の場合は、病院名もご記入ください）
交通手段予定

□ 自家用車

□ 公共交通機関

□朝夕 駅前〜センター 間のタクシーの相乗りを利用する
宿泊のご希望

□ ＪＡＨＡが案内する「ホテル京セラ」宿泊を希望する
（希望するスタイルに丸をつけてください）
６月１日（金）
６月２日（土）

１泊朝食つき
素泊まり
１泊２食付き
１泊朝食つき
素泊まり

ツイン
ツイン
ツイン
ツイン
ツイン

シングル
シングル
シングル
シングル
シングル

※前泊希望（5/31 宿泊）
２食付き ツイン シングル
朝食付き ツイン シングル
素泊まり ツイン シングル
※後泊希望(6/3 宿泊)
２食付き ツイン シングル
朝食付き ツイン シングル
素泊まり ツイン シングル
□ 宿泊を希望しない
□自宅から通う □その他の宿泊先
連絡事項やご質問など

事務局使用欄
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お申込みからご参加までのスケジュール
①申込受付
参加希望の方は、受付期間にお申込書を FAX または E メールにて JAHA 事務局へお送り
ください。受付期間は、３月１4 日（水）９：３０スタートとなります。
受付期間以前のお申し込みは、無効とさせていただきます。）
（受付期間中に定員に達しなかった場合は、追加募集をいたします）

受付：３月１４日（水）９：３０ ～ ４月４日（水）
②参加の可否のご連絡
条件が揃っている方の、先着順になります。
お申し込みを頂いた順に、参加の可否、お振込案内などをお送りします。
（宿泊に関する詳細案内、申し込み方法もご案内します）
先着順のため、キャンセル待ちとなった方には、その旨ご連絡いたします。

参加の可否通知：受付期間以降お申し込み順にご連絡
③参加費の入金締切
参加費の入金を ４月２5 日（水）
までにお振込みください。
入金が確認できた方には、入金確認の通知と参加者アンケートを郵送にて送付します。
参加者アンケートは ５月９日（水） までに FAX または E メールにてご提出ください。

入金締切： ４月２５日（水）

まで

④最終案内
5 月１８日頃に最終案内を送付いたします。
（宿泊、およびタクシー送迎の確認などについても、ご案内いたします）

キャンプ： ６月１日（金）～３日（日）

キャンセルについて
キャンセルについて
キャンプ参加費ご入金後のキャンセルにつきましては、理由の如何を問わず、キャンセル料が
キャンプ参加費ご入金後のキャンセルにつきましては、理由の如何を問わず、キャン
発生します。参加費から以下のキャンセル料を差し引いてご返金いたします。
セル料が
発生します。参加費から以下のキャンセル料を差し引いてご返金いたします。
開催初日の 10 日前（5/22）までに連絡があった場合
参加費の 10％
9 日前（5/23）から
2 日前（5/30）迄に連絡があった場合
参加費の
30％
開催初日の
10 日前（2/17）までに連絡があった場合
参加費の
10％
前日（5/31）に連絡があった場合
参加費の
50％
9 日前（2/18）から 2 日前（2/25）迄に連絡があった場合
参加費の 30％
開催初日以降のキャンセル（連絡無しも含む）
返金不可
前日（2/26）に連絡があった場合
参加費の
50％

開催初日以降のキャンセル（連絡無しも含む）

返金不可
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