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３（犬連れキャンプ）のご案内
愛犬とともに参加する４日間の集中キャンプです。飼い主さんに効果的に指導するインスト
ラクションスキルの習得を中心に、ハンドリング・トレーニングスキルの向上、クラスワーク
や問題対処の練習など、実践的なプログラムで学びます。

日時:2022 年 10 月 17 日（月曜）～20 日（木曜）の４日間
下記のタイムスケジュールは予定です
ＤＡＹ１
１０：００～１８：００
ＤＡＹ２
９：００～１８：００
ＤＡＹ３
９：００～１８：００
ＤＡＹ４
９：００～１５：００
会場：ドッグリゾート Woof
山梨県南都留郡山中湖村山中 280
http://www.dogresortwoof.jp
講師： JAHA 認定家庭犬しつけインストラクターよるチーム
定員：18 名（最小催行人数１５名）
※ 基本的に実技３は隔年開催の予定ですが、コロナで開催できなかった時期があること
も考慮し、参加希望が多かった場合、来年 2023 年の開催も計画します。
参加費：176,000 円（税込・4 日分の昼食代含む）
主な内容（予定）
＊ インストラクション
（EDICT の各項目を練習、マンツーマンの指導、クラスの指導練習）
＊ クラスカリキュラムの作成練習
＊ 問題対処のロールプレイ
＊ ハンドラーチェンジ（自分の犬以外を扱う）
＊ 愛犬のレベルアップトレーニング
＊ 学習理論など知識の確認
参加条件：１）講義①〜⑥すべて、および実技①②を受講済であること
２）同伴する愛犬は GCT 合格、あるいはマナーチャレンジ上級編３スター合格していること
※実技②子犬キャンプに関しては、受講済みであることが望ましいですが、
コロナ禍で子犬キャンプの開催が延期になったなどの事情もありますので、
未受講であっても「犬連れキャンプ」に参加はできます（養成コース終了までに
受講することは必須となります）
ホームページにも以下のように記載されていますのでご確認ください。
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＜子犬キャンプは会場手配の都合上、開催日程が大きく変更になる場合もあります。
その際は、スムーズに受講を続行していただくため、ほかの講義や実技を先に受けて
いただくことも可能です。養成コース修了までに参加すればＯＫですが、なるべく順番
通りの受講をおすすめします）
事前宿題：４日間の学びを有効なものにしていただくため、事前宿題が提示されます。
キャンプの開催前に提出していただく必要があります。
期限内に提出されない場合、キャンプで学ぶプログラムの一部に参加いただけない場合
もありますので、必ず期限内に提出してください。
参加申し込み方法
申し込み期間 ７月１日（金）９：３０〜７月３１日（日）１７：００
参加の可否、申込手続きについては、折り返しご連絡いたします。
申込書を FAX 送信していただくか、または、オンライン申込（犬連れキャンプ参加申込フォーム）から
お手続きください。
犬連れキャンプ参加申込フォームはこちら

https://forms.gle/6kH1b5pdGBpzYrLc7
参加申し込み条件（よくお読みください）
お申し込みにあたって、下記の条件をご確認ください。
① 講義パートすべて、実技パート①②を受講済みのこと
＊こいぬこねこ教育アドバイザーの方で、実技②が免除になる方はその旨記載して下さい
② 同伴犬は、GCT あるいは、マナーチャレンジ上級編スリースター合格していること
＊ どちらで合格しているかを記載していただきます。GCT 合格の場合は、合格証明書を
メール（宛先 shituke@jaha.or.jp ）または FAX にてお送りください。
ご注意ください！
同伴犬が GCT あるいは、マナーチャレンジ上級編スリースターに合格していない方は
お申し込みできません。
７月３１日の受付終了までに、上記合格の上、お申し込みください。先着順で受付。
定員に達した場合はキャンセル待ちとなります。
クレート待機が必要です！
同伴犬はキャンププログラム中クレート待機の時間も長くあります。１時間〜２時間程度は
会場で、クレートで静かに待機できるよう準備してくることが必須です。
場合によっては退出をお願いする場合もありますので、しっかりと準備をしてきてください。
事前宿題（よくお読みください）
４日間の学びを有効なものにしていただくため、事前宿題が提示され、キャンプ開催前に提出していた
だく必要があります。期限内に提出されない場合、キャンプで学ぶプログラムの一部に参加いただけな
い場合もありますので、必ず期限内に提出してください。
事前宿題の提示
7/1 から申し込み受付スタート。参加申し込みが受理され、参加費のお振込が確認できた方には、
8/1 に宿題をお知らせします。
提出期限
事務局に 9 月 29 日（木）必着で、郵送で提出してください。
動画に関しては、同じく 9 月 29 日（木）必着でギガファイルなどで動画データをお送りください。
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事前宿題は以下の４項目となります
１） 成犬の初級クラスのクラスカリキュラムと、パピークラスのクラスカリキュラムを作成提出
（講義５で学んだ専用のカリキュラムシートを送付しますのでそれに記載してください）
２） 問題行動への対処ワークシートを作成提出（３例予定）（ワークシートを送付します）
３） TRY WITH DOG（キャンプに同伴する愛犬に、提示される１２科目を教える）
〜提出するのは、書面でトレーニングプランおよびトレーニング記録（１２科目それぞれに
ついて記載。記載フォーマットを送付します）
〜さらに動画（各項目のトレーニングを始める前の動画と、トレーニングを進めてゴールに
達した動画を提出。宿題提示の際にゴールのデモ動画をみていただけます）
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（10/7）までに連絡があった場合
9 日前（10/8）から 2 日前（10/15）迄に連絡があった場合
前日（10/16）に連絡があった場合
開催初日以降のキャンセル（連絡無しも含む）

参加費の 10％
参加費の 30％
参加費の 50％
返金不可

※参加費の入金締切日は、7 月 29 日（金）となります。
宿泊について
会場であるドッグリゾート Woof は、同伴犬とともに宿泊できます。
現在、定員人数分のお部屋を 仮押さえしております。
JAHA 事務局がまとめて手配いたしますので、参加申し込み期間中（7/1-7/31）の間に宿泊のお
申し込みもお願いします。（キャンプ参加申込書に宿泊希望の有無/泊数/食事の有無など）をお
書き下さい。
※JAHA の仮押さえは、８月５日までとなります。それ以降は個人的に手配（空室の問い合わせ/
予約など）していただくことになりますのでご注意ください。
※団体宿泊料金については、6/29 にお知らせ予定です。
＊他の宿泊施設をご自身で手配されても構いません。
その場合、Woof の施設使用料がかかりますので、あらかじめご了承ください。
＊キャンプ期間中に、講師を交えた懇親会も開催予定です。
コロナの感染状況などにより、食事会あるいは茶話会あるいは別のスタイルになるか
状況に応じて企画されます。他施設にお泊りの方もぜひご参加ください
（コロナ感染状況により懇親会は中止になる場合もあります）
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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、受付期間に申込書を FAX 送信していただくか、または、オンライン
（犬連れキャンプ参加申込フォーム）からお手続きください。
受付スタート時間は、それぞれの期間の初日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。
お申し込みの際、同伴犬の GCT/マナチャレ上級３スター合格 をしていることが
必須条件となります。
（GCT 合格の方は、お申し込みの際に合格証明書を提出してください）
募集期間 ７月１日（金）９：３０〜７月３１日（日）１７：００
お申し込みは、先着順の受付になります。
参加の可否、申込手続きについては、折り返しご連絡いたします。
②受付状況のご案内
受付後、「参加確定」あるいは、「キャンセル待ち」のご連絡を、メールにてお送りします。
参加者には、その際に、参加費のご入金のご案内をお送りします。
③参加費の入金/アンケート締切
ご入金の最終締め切りは ７月２９日（金）です。
入金が確認できた方から、入金確認の通知、参加者アンケートを送付します。
アンケートは ９月１６日（金曜日）までに FAX または E メールにてご提出ください。
④事前宿題提出締め切り
事前宿題の締め切りは９月２９日（木）必着です。
事務局に、郵送でお送りください。
１部必ずコピーを取ってキャンプに持参してください。お送りいただいたものは返却しません。
TRY WITH DOG の動画については、データをギガファイルなどで事務局のメールアドレスに
お送りください。
⑤最終案内
１０月３日頃に 最終案内を送付いたします。
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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３（犬連れキャンプ）２０２２参加申込書
受付期間内に参加申込書を FAX の場合 事務局 03-6262-5253 へ
犬連れキャンプ参加申込フォームはこちら

https://forms.gle/6kH1b5pdGBpzYrLc7
○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。
参加者名前
受講番号

受講状況

同伴犬

□実技①成犬キャンプ受講日 （
年
月）
□実技②子犬キャンプ受講日
（
年
月）（受講免除：理由
□ 講義パート
（すべて受講済み）
□ マナーチャレンジ上級編３スター合格済み
（合格日
担当インストラクター名
□グッドシチズンテスト合格済み
（合格日

）

住所
TEL

携帯

FAX

メールアドレス（参加の可否など、メールでご連絡します。携帯電話アドレス不可）

＠
交通手段予定

宿泊のご希望

□

自家用車

□

その他（

□

電車

□飛行機と電車

□ 「woof」宿泊を希望する
（希望する内容に丸をつけてください）
１０月１６日（日
１０月１７日（月
１０月１８日（火
１０月１９日（水
１０月２０日（木

前泊

後泊

素泊まり（夕食
素泊まり（
素泊まり（夕食
素泊まり（夕食
素泊まり（夕食

朝食）
朝食）
朝食）
朝食）
朝食）

□ 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
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