
わん
●

石川県救助犬協会連合会　会報
平成２５年６月１日　第10号発行

特定非営利活動法人

石川県救助犬協会連合会
会　長　   松 平　博 之

ごあいさつ

　忌まわしい災害の発生から早くも2年余りが経過しました。宮城県石巻市や女川町での図らずもの様々な

体験を通して、その後の備えや教訓にすることが出来たかどうかは、実証の機会が永遠に来ないことを祈る

のみです。

　毎年実施してきた石川県嘱託災害救助犬の認定審査会も、あらためて内容や要綱の見直しを行う時期

に差し掛かって来ました。マンネリ化することなく、技術の研鑽と世代交代に向けての問題点を見出すことも

必要となりました。　　犬はもとより指導手各々も活発に新陳代謝をし、今後も高邁な意志と健全な心身と高

度な技術の研鑽に勤めることが必要と実感して居ます。

　近年復活しましたセラピードッグ認定審査も関係各方面のご協力のお陰で実施しています。県内外各地

から寄せられる依頼や期待に応えることが出来るよう、更に修練が必要と成りますなり。

　これまでも多くの方々のご協力を得てまいりましたが、何より当協会員の直向きな熱意と行動力に深い感

謝を申し上げます。

　災害救援や社会福祉事業と、更に我々への時代の要請は拡大しつつある今日、『世界中どこにも、我々

が出動するような不幸な災害が起こらないことを祈り』また『淋しくお暮らしの高齢者の方々の笑顔』を糧に

更に結束して普及啓発に邁進して参らなければなりません。

　本年から他県に習い、石川県防災総合訓練において新たに、『被災動物救護シェルター』立ち上げ訓練

を採用し、被災した動物たちへの救済活動にも着手します。

　更に活動の裾野が広がり一層の研究と修練が必要とされる今、充実と安全と活性化を目指して会員及び

関係各位の平穏と健康を祈りつつ感謝申し上げるとともに一層のご理解ご協力を賜りますようにお願い申し

上げます。
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４月

５月

６月

７月

8 月

4月 8日　月例訓練
          （金沢北四十万訓練場）
4月15日　セラピー部門　ＡＡＴ訪問
         （あじさいの郷） 

5月 6日　月例訓練
          （津幡町訓練場）
5月26日　セラピー部門　ＡＡＴ訪問
          （松美苑） 

6月10日　北陸訓練チャンピオン決定競技会
　　　　　主催(社)日本警察犬協会石川県支部
          （十八河原公園（手取川天狗橋詰)）
6月24日　平成23年度第9回通常総会
 

7月 1日　月例訓練
          （金沢北四十万訓練場）
7月 8日　ＡＡＴ認定試験
          （国際ペット専門学校）
7月19日　出動協定調印式
          （能登町）
7月21日　セラピー部門　ＡＡＴ訪問
          （松美苑）
7月30日　出動協定調印式
          （志賀町） 

8月 5日　月例訓練
          （金沢北四十万訓練場）
8月11日　イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン
          （イオンかほく店）



　　　　　

  　　　　

  　　　　

  　　　　

　　　　　  

　　　　　 

　　　　　 

　　　　　

  　　　　
 

  　　　　

  　　　　

  　　　　

 
 

 9月 1日　石川県防災総合訓練　合同予行練習
          （輪島市マリンタウン）
 9月 2日　石川県防災総合訓練
          （輪島市マリンタウン）
 9月23日　デモンストレーション
          （動物ふれあいフェア　石川県辰口丘陵公園）

10月 7日　月例訓練
          （津幡訓練場）
10月13日　ジュニアのびのび教室 デモンストレーション
          （津幡町総合体育館）
10月21日　地区防災訓練 デモンストレーション
          （小松市八幡地区）
10月24日　デモンストレーション
          （さくら保育園）
10月28日　オールジャパン2012　訓練競技会
          （健民海浜公園） 

11月 1日　出動協定調印式
          （輪島市）
11月 3日　月例訓練
          （津幡訓練場）
11月 4日　セラピー部門　ＡＡＴ訪問
          （大門園）
11月 4日　ボーイスカウトの日記念 デモンストレーション
          （富樫教育プラザ）
11月10日　セラピー部門　ＡＡＴ訪問 

12月 1日　セラピー部門　ＡＡＴ訪問
         （朱鷺の苑醒ヶ井）
12月 9日　月例訓練
         （金沢北四十万訓練場）
12月15日　年末納会
　　　 　（金沢ゆめのゆ）

９月

１０月

１１月

１２月

１月

平成２５年

２月

３月

 1月 4日　協会員合同安全祈願
　　　　 （春日神社）
 1月12日　セラピー部門　ＡＡＴ訪問
         （福寿園）
 1月19日　セラピー部門　ＡＡＴ訪問
         （松美苑）
 1月27日　月例訓練
         （金沢北四十万訓練場）

 2月10日　月例訓練
         （金沢北四十万訓練場）

 2月11日  イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン
　　　　　(イオンかほく店) 

 3月 9日　セラピー部門　ＡＡＴ訪問
         （福寿園）
 3月24日　月例訓練
          （津幡町訓練場）
 3月28日　平成24年度（第16回）石川県災害救助犬審査会
　　　　 （津幡町訓練場）



 災害救助犬は、そのほとんどが嘱託制となっています。
石川県では、倒壊家屋の下敷きになった被災者の捜索、救助活動を行う災害救助犬の出動体制を整備するため、能力があ
ると認められた犬を県の嘱託犬として認定し、審査会の開催を通じて県民の防災に対する関心と理解を深めています。
嘱託犬に認定されると、認定から１年間、石川県内市町の実施する防災訓練への参加と、災害時の救助活動に出動する役
割が与えられます。　

　動物たちの力を借りて介護を要する方々の心を癒し、健康改善に役立てる医療・更正行為を動物介在療法といい、その現
場で活躍する犬をセラピードッグと呼んでいます。当協会では、石川県内各地の老人福祉施設を訪問する動物介在活動を
行っています。

公認訓練施設
金沢四十万北訓練場
津幡町森林公園内 災害救助犬公認訓練場

公認訓練士

活 動 紹 介活 動 紹 介
災害救助犬

セラピードッグ

活動行事（予定）活動行事（予定）

 6/30（日）ＡＡT訪問(松美苑)
 7/ 7（日）ＡＡＴ認定試験 (国際ペット専門学校)
 7/14（日）月例訓練（四十万北）
 7月中旬   災害救助犬特別補習講座 詳細日時未定 
 8/ 1 (木）石川県防災総合訓練合同会議
 8/31（土）石川県防災総合訓練合同予行練習(白山市内）
 9/ 1（日）石川県防災総合訓練(白山市内）
 9/ 8（日）月例訓練（津幡町）
 9/29（日）小松市防災訓練(会場未定)
10/13（日）月例訓練（津幡町）
11/10（日）月例訓練（津幡町）
11/17（日）AAT訪問(大門園)
12/ 8（日）月例訓練(四十万北)
12/15（日）年末納会

その他予定　動物ふれあいフェア（辰口丘陵公園）、
自衛隊合同訓練、派遣講演、セラピー部門ＡＡＴ訪問　　　　　　　　
詳しい内容についてはホームページを確認してください(http ://ird-a.org/)

毎年、石川県救助犬協会連合会と金沢市消防本部が合同で、「救急講習会」を行っています。
救助にあたる会員が、レスキュー隊から救助資機材取扱説明や心肺蘇生法、ロープで命綱を作るといった必須項目を
学びます。
その他デモンストレーションなども行っています。

その他

ドッグサロン　ＫＥＮ           久保田　健二            金沢市しじま台          076-298-6618 
ササキ　ドッグスクール      佐々木　秀之･亜紀     白山市美川和波町     076-259-5910 
佐藤　愛犬訓練学校         佐藤 　政信・亜矢子    金沢市増泉              076-261-9310
北陸畜犬                        村田 　健太郎           金沢市増泉               076-242-7227 
訓練士　みなみとしき        南　利樹                  能美市徳久               0761-51-3085
Ｖ．ＡＬＣＡＤＡ                    諸江　 瑶子              白山市曽谷町            0761-93-1767 
ドッグスクール　Miki         涌田　美樹              金沢市不動寺町         090-7088-7708 

 



活動写真活動写真

AAT訪問

デモンストレーション

石川県防災総合訓練



中村　礼見

災害救助犬試験

2013年３月28日災害救助犬の試験を受けた。

金ちゃんがきてから今までのワンちゃんライフが一変。まさか、自分が救助犬の試験を

受けるなんて思ってもいなかった。そう思いながらももう４回目の試験。

数々の脱走。やっぱりビーグルは信頼できないと思いながらも再び試験の日を迎えた。

当日は晴れ。金ちゃんの調子絶好調。これは・・・・・合格だ！と勝手に確信。

年末から体調を崩し満足に練習できなかった自分は金ちゃんを信じるしかない。

いつものように準備をし、いつものように金ちゃんを車に乗せ、いつものコンビニで

おにぎりを買い、いつもの道で森林公園に向かう。

開会式が終わるとすぐ試験。

金ちゃんはオスなので最初に試験が始まる。

まずは休止。動くか心配になって這いつくばって下から金ちゃんを見守る。

金ちゃんは耳を開き、おでこをしわしわにしてじ～～～～っとこっちを見ている。

３分が地獄のように長く感じる。はやく終わってくれ～～～～～っ。

泣きそうになってきたところで３分経過。ピクリとも動かず休止終了。

引き続き、服従。これもいまだかつてないくらい上手にできた。

大きな目でじっとこちらを見ながら歩いている。

なんてかわいい子なのだろう・・・

ビーグル界で一番かわいいわ・・・と我が子に感動。

服従が苦手なので今回の出来は最高。

ミスと言えば途中でオシッコをしたことくらい。

このままの状態で捜索だったら間違いなくトップで合格！と、

いやしい考えが芽生える。

アラートでもビーグルらしい良く通る声で吠えた。

首が取れるんじゃないか・と心配になるほど首をそらせて

全力で吠える姿は凛々しかった。

さすが金ちゃん！

こんなに完璧だった金ちゃん、今年は救助犬には

なれませんでした。

最後の捜索で発見できず無念のタイムオーバー。

県庁の方に残念だったね金ちゃん・と声をかけら

れた時は涙が出そうだったけど、

得るものは多かった。

結果は残念だったけど、こんなに

晴れやかで悔いがないのは清々しい。

金ちゃん来年もがんばろうね。

大好きだよ。

以上、うちの子自慢でした。



2013年6月1日現在

順不同

格資定認別性種　犬日月年生名　　　　　犬

72.11.7002PJシガヒラハシオ ブオ ムトア
ラブラドール
レトリバー

♂ 石川県嘱託災害救助認定犬

キャデラック　オブ　M　ウロタンケ　JP 2005. 7.10 ビーグル ♂ 石川県嘱託災害救助認定犬

フェアリー　フォム　ススムフジソー　ＪＰ 2004. 8.29
ラブラドール
レトリバー

♀
JKC災害救助犬認定犬

石川県嘱託災害救助認定犬

92.7 .8002ＰＪ　ナィテ ルクンイゥト ムォフ ンサ
ラブラドール
レトリバー

♀ 石川県嘱託災害救助認定犬

ジュピター フォム トゥインクルティナ ＪＰ 2008. 7.29
ラブラドール
レトリバー

♀
石川県嘱託災害救助認定犬

セラピードッグ認定犬

91.11.7002PJ DLEIF ECALAP FO ANUDI
コーイケル
ホンディエ

♀
石川県嘱託災害救助認定犬

セラピードッグ認定犬

11.1 .3002PJ シヤバコ カスコヨ ブオ ゴンビ
ラブラドール
レトリバー

♂ JKC災害救助犬認定犬

91.5 .7002ルードア　PJ　ンゲーユ　スウハ
コイケル

ホンディエ
♂ JKC災害救助犬認定犬

ジンガー　オブ　シャイニング　ゴールド 2005. 2.25
ラブラドール
レトリバー

♂ JKC災害救助犬認定犬

BARONE OF PREGYLE JP 2011. 4. 6
ゴールデン
レトリバー

♀ セラピードッグ認定犬

2 .2 .8002PJ K-YRREK FO IKIM
ミニチュア

シュナウザー
♀ セラピードッグ認定犬

MINAMIKAZE.N. JP BRIGHT 2010. 5.13 ボロニーズ ♂ セラピードッグ認定犬

KIRARA OF BLUE NINE JP 2006. 2.24
アメリカンコッカー

スパニエル
♀ セラピードッグ認定犬

ANTIGONE VOM WEISS HUGEL JP 2007. 4.21 ボーダーコリー ♀ セラピードッグ認定犬

WENCH OF INAMURA FARM JP 2007. 6. 5 ボーダーコリー ♀ セラピードッグ認定犬

71.21.5002PJ .R.J.K FO AISATSMAR パピヨン ♀ セラピードッグ認定犬

SYURI OF NAKAMURA KOMACHI JP 2006. 5.21 ダックスフンド ♂ セラピードッグ認定犬

VICTORIA VON NEUMAN JP 2011. 9. 1
ホワイト・スイス・

シェパード
♀ セラピードッグ認定犬

AGGEE OF LOVELY WORLD JP 2003. 8.26 ダックスフンド ♂ セラピードッグ認定犬

石川県救助犬協会連合会　所属認定犬



石川県救助犬協会連合会について石川県救助犬協会連合会について

本会は救助犬による捜索、人命救助とその活動に必要な知識、技術の向上を図ることに
より社会への奉仕を目的として活動しています。

■事業内容及び目的

・災害救助犬・警察犬・セラピードッグほかワーキングドッグ全般の作出・研究
・救助犬ハンドラー・指導手の育成
・犯罪者の逃走・潜伏場所の捜索
・救助犬の必要性についてのＰＲ活動
・救助活動、救助犬作出、研究に関する関係各庁と関係団体との連絡協調
・種々の状況に対応できる救助犬の作出、研究と不明者捜索
・行方不明となったハイカー、キャンパー、子供、認知症老人捜索
・あらゆる現場で負傷等により動けなくなった人の捜索
・当協会へのボランティア活動者の募集
・学校、施設等の実演講演会の実施
・国内外における救助犬協会及びそれに類する団体との交流
・その他本会の目的を達成する為に必要な事業

■協会員数　９０家族　１５０名
■賛助会員数　１０団体（平成２５年３月末現在）
■当協会が出動協定を締結している自治体
　石川県　津幡町　能登町　輪島市　志賀町
■当協会が加入している団体
　（社会福祉法人）金沢市・石川県・全国社会福祉協議会
　ＮＰＯ法人　いしかわ災害ボランティアネットワーク
　海守（一部会員）

当協会の活動は全て会員の無償のボランティアで成り立っています。
一頭でも多く、楽しく働く犬たちを社会に貢献させるために
皆さんからの、募金によるご協力をお願いいたします。

NPO-IRD 特定非営利活動法人
　石川県救助犬協会連合会

http://ird-a.org/


