
 

平成 30年度事業報告 

◆1/ 7 平成 30 年の訓練始めを行いました（青森市浪岡）。 

◆1/11 グループホーム「のじり苑」で犬によるセラピー活動を行いました（青森市）。 

◆1/14 青森県動物愛護センターで第 14 回セラピードッグ研修会を開催しました（青森市）。 

◆1/16 弘前市との「災害時における捜索犬の出動に関する協定」に係る締結式に出席しました（弘前市）。 

◆1/17 嘱託警察犬「文太」、「イチゴ」、「ひらり」（指導手岩本良二）の平成 29 年中の捜索活動に対し、

黒石警察署長から感謝状が贈られました（黒石市）。 

◆1/24 嘱託警察犬「文太」、「イチゴ」、「ひらり」（指導手岩本良二）の平成 29 年中の捜索活動に対し、

青森南警察署長から感謝状が贈られました（青森市浪岡）。 

◆1/25 嘱託警察犬「きろ」（指導手三上修悦）の平成 29 年中の捜索活動に対し、弘前警察署長から感謝

状が贈られました（青森市）。 

◆1/27 特別養護老人ホーム「かいふう」で JAHA 公認セラピー活動を行いました（青森市）。 

◆1/27「接続可能な社会貢献活動促進」シンポジウムに参加しました（青森市）。 

◆1/28 浪岡中央公民館で第 15 回セラピードッグ研修会を開催しました（青森市浪岡）。 

◆1/28 平成 30 年度通常総会を開催しました（青森市浪岡）。 

◆2/8 特別養護老人ホーム「ゆうゆう荘」で犬によるセラピー活動を行いました（青森市浪岡）。 

◆2/11 平成 29 年度青森冬まつりに参加し、災害救助犬、嘱託警察犬、セラピー犬の活動写真展示、募

金活動、犬とのふれあい等を行いました（青森市）。 

◆2/18 青森県動物愛護センターで第 16 回セラピードッグ研修会を開催しました（青森市）。 

◆2/25 青森県動物愛護センターで第 17 回セラピードッグ研修会を開催しました（青森市）。 

◆3/ 6 青森愛犬美容専門学院で災害救助犬・嘱託警察犬についての特別講義を行いました。（青森市）。 

◆3/ 8 グループホーム「いこい」でセラピー活動を行いました（南津軽郡藤崎町）。 

◆3/10 青森県動物愛護センター主催のアニマルセラピー事業推進意見交換会に出席しました（青森市）。 

◆3/11 青森県動物愛護センターで第 18 回セラピードッグ研修会（認定審査）を開催しました（青森市）。 

◆3/18 東日本大震災の追悼と岩手県会員との交流会・訓練会を行いました（岩手県釜石市）。 

◆3/22 特別養護老人ホーム「なごみの里なみおか」で、犬による JAHA（日本動物病院協会）公認セラ

ピー活動を行いました（青森市浪岡）。 

◆3/25 特別養護老人ホーム「ときわ」で第 19 回セラピードッグ研修会（実地研修）を行いました（南

津軽郡藤崎町）。 

◆3/31～4/1 東日本救助犬ユニオンの春の訓練会に参加しました（福島県西白河郡）。 

◆4/ 5 特別養護老人ホーム「やすらぎの郷」でセラピー活動を行いました（南津軽郡田舎館村）。 

◆4/10 嘱託警察犬「ひらり」（指導手岩本良二）の行方不明者の捜索活動に対し、黒石警察署長から感

謝状が贈られました（黒石市）。 

◆4/15 特別養護老人ホーム「ゆうゆう荘」でセラピー活動を行いました（青森市浪岡）。 
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◆4/20 4 月 20日付けで機関紙タースケ通信 Vol.17 を発行しました（青森市浪岡）。 

◆4/21-22 NPO 法人救助犬訓練士協会主催の IRO公認国際救助犬試験を見学しました（長野県）。 

◆4/23 株式会社さとちょうが実施のレシート還元キャンペーンの寄付金が当チームへ贈呈されました

（青森市浪岡）。 

◆4/26 デイサービスセンター「鶴ヶ丘」で JAHA 公認のセラピー活動を行いました（青森市）。 

◆5/3-4 青森県動物愛護センターの春の動物ふれあいフェスティバルに 2日間参加し、4日は災害救助

犬のデモンストレーションを行いました（青森市）。 

◆5/6 ショッピングモール「ピアドゥ」で災害救助犬やセラピー犬の広報、募金活動および犬とのふれ

あいを行いました（八戸市）。 

◆5/10 グループホーム「のじり苑」でセラピー活動を行いました（青森市）。 

◆5/13 セラピー犬担当者会議を開催しました（青森市浪岡）。 

◆5/20 災害救助犬岩手と合同訓練を行いました（岩手県滝沢市）。 

◆5/20 グループホーム「いこい」でセラピー活動を行いました（南津軽郡藤崎町）。 

◆5/22 青森県総合防災訓練第１回調整会議に出席しました（平川市）。 

◆5/25 八戸市総合防災訓練第１回全体調整会議に出席しました（八戸市）。 

◆5/27 日本警察犬協会青森県支部 第１回実行委員会に出席しました（青森市）。 

◆5/30 特別養護老人ホーム「かいふう」で JAHA 公認のセラピー活動を行いました（青森市）。 

◆5/31 青森県警察 機動隊で災害救助犬の講話とデモンストレーションを行いました（青森市）。 

◆6/ 1 油川市民センターの寿大学・大学院で災害救助犬についての講話を行いました（青森市）。 

◆6/ 4 青森山田中学校で災害救助犬についての講話とデモンストレーションを行いました（青森市）。 

◆6/ 8 「セラピー犬とそのハンドラー育成事業」に、平成 30 年度 青森市市民活性化事業補助金の交付

が決定しました（青森市）。 

◆6/ 9 青森県警察オープンキャンパス 2018で警察犬の活動を紹介しました（青森市）。 

◆6/ 9 ボランティア講座「ほっと・ぼらんてぃあ」で災害救助犬とセラピー犬の講話とデモンストレー

ションを行いました（弘前市）。 

◆6/12 青森県警察 警察犬嘱託審査会に出場しました（青森市）。 

◆6/13 有料老人ホーム「なごみの里なみおか」で犬による JAHA（日本動物病院協会）公認セラピー活

動を行いました（青森市浪岡）。 

◆6/14 プロボノ促進トップセミナーに参加しました（青森市）。 

◆6/14 KDDI 株式会社からの寄付金の贈呈式に出席しました（青森市）。 

◆6/16 NPO 法人 災害救助犬ネットワークの認定審査会で「もみじ」が適性試験に合格しました（東京）。 

◆6/18 行方不明者を捜索、発見した「きろ」に青森警察署長から感謝状が贈呈されたことが、6月 13

日付けの東奥日報に掲載されました（青森市）。 

◆6/26 青森県総合防災訓練第２回調整会議に出席しました（平川市）。 

◆6/27 特別養護老人ホーム「やすらぎの郷」でセラピー活動を行いました（南津軽郡田舎館村）。 
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◆6/29 弘前市総合防災訓練第１回打合せ会議に出席しました（弘前市）。 

◆7/3-5 青森市立浪岡中学校２年生が災害救助犬の訓練施設「イヌヒトくらす」で職場体験学習を行い

ました（青森市浪岡）。 

◆7/7-8 東日本救助犬ユニオンの訓練会、総会に参加しました（山形県飽海郡游佐町）。 

◆7/7-8 JAHA 主催のセラピー研修会に参加しました（東京）。 

◆7/12 青森南警察署で、イチゴとひらりに嘱託警察犬の嘱託書が交付されました（青森市浪岡）。 

◆7/12 デイサービスセンター「鶴ヶ丘」で JAHA 公認のセラピー活動を行いました（青森市）。 

◆7/14-16 RDTA 国際救助犬 広域捜索適正試験を受験し、4 頭（ぶちょお、もみじ、イチゴ、きろ）が

合格しました（長野県富士見町）。 

◆7/19 弘前市の NPO法人「光の岬 福祉研究会」のスタッフが災害救助犬などの訓練施設「イヌヒトく

らす」を見学しました（青森市浪岡）。 

◆7/22 日本警察犬協会 青森県支部 第２回実行委員会に出席しました（青森市）。 

◆7/22 特別養護老人ホーム「ときわ」でセラピー活動を行いました（南津軽郡藤崎町）。 

◆7/24 青森県総合防災訓練の予行演習として、陸上自衛隊 青森駐屯地で災害救助犬候補犬の「もみじ」

がヘリコプター搭乗訓練を行いました（青森市）。 

◆7/25 青森市立浜田小学校で生徒と家族に災害救助犬のデモンストレーションを行いました（青森市）。 

◆7/25 青森乗馬倶楽部でホテルアップルパレスの従業員とその家族に災害救助犬のデモンストレーシ

ョンを行いました（青森市）。 

◆7/26 八戸市総合防災訓練第２回全体調整会議に出席しました（八戸市）。 

◆7/28 NPO 法人「光の岬 福祉研究会」の子供たちが犬とのふれあいを行いました（青森市浪岡）。 

◆7/31 青森県総合防災訓練第３回調整会議に出席しました（平川市）。 

◆8/1 グループホーム「のじり苑」でセラピー活動を行いました（青森市）。 

◆8/5 第 1回東北・北海道訓練 Ch決定競技会に参加しました（十和田市）。 

◆8/8 弘前市総合防災訓練第２回打合せ会議に出席しました（弘前市）。 

◆8/12 グループホーム「いこい」でセラピー活動を行いました（南津軽郡藤崎町）。 

◆8/19 「ニシメヤふれあいフェス 2018」 に ” 働く犬たちを応援しよう！  ～ 災害救助犬、嘱託

警察犬、セラピー犬 ～ ” をテーマに参加しました（中津軽郡西目屋村）。 

◆8/25-26 NPO 法人災害救助犬ネットワークの訓練会に参加しました（岩手県滝沢市）。 

◆8/29 特別養護老人ホーム「かいふう」で JAHA 公認のセラピー活動を行いました（青森市）。 

◆8/31 八戸市総合防災訓練に参加しました（八戸市）。 

◆9/2 秋田県防災訓練に参加しました（北秋田市）。 

◆9/4 青森県総合防災訓練に参加しました（平川市）。 

◆9/6-8 北海道胆振（いぶり）東部地震で被害の厚真町の行方不明者捜索に参加しました（北海道）。 

◆9/9 特別養護老人ホーム「ときわ」でセラピー活動を行いました（南津軽郡藤崎町）。 

◆9/13 特別養護老人ホーム「やすらぎの郷」のセラピー活動は、施設側の都合で中止になりました（南



- 3 - 

 

津軽郡田舎館村）。 

◆9/15-16 NPO 法人救助犬訓練士協会（RDTA）の訓練に参加しました（長野県富士見町）。 

◆9/23-24 青森県動物愛護センターの「動物ふれあいフェスティバル 2018」で災害救助犬のデモンスト

レーションやふれあい、写真展示などを行いました（青森市）。 

◆9/26 有料老人ホーム「なごみの里なみおか」で、JAHA 公認のセラピー活動を行いました（青森市浪

岡）。 

◆9/27 弘前市総合防災訓練に参加しました（弘前市）。 

◆9/29 青森県動物愛護センターで、セラピードッグに関する JAHA（日本動物病院協会）スキルアップ

セミナ－を開催しました（青森市）。  

◆10/5 NHK 防災ラジオ（昼 12：55～13：00）に「不足する災害救助犬」で出演しました（青森）。 

◆10/7 小学生職業体験事業「ひらないジョブタウン」に参加しました（平内町）。 

◆10/11 デイサービスセンター「鶴ヶ丘」で、JAHA 公認のセラピー活動を行いました（青森市）。 

◆10/13 青森市防災訓練に参加しました（青森市浪岡）。 

◆10/13 NPO 法人「光の岬 福祉研究会」の子ども達が犬とのふれあいを行いました（青森市浪岡）。 

◆10/14 キッズハローワーク おしごと体験広場に参加しました（弘前市）。 

◆10/21 グループホーム「いこい」でセラピー活動を行いました（南津軽郡藤崎町）。 

◆10/21 チームとして東日本救助犬ユニオンを脱会しました。 

◆10/23 平成 30 年 10 月 23 日付け東奥日報に公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金の助成金贈呈式

に当チームが出席したことが掲載されました（青森市）。 

◆10/23 株式会社佐藤長 さとちょう浪岡店で「レシート還元キャンペーン」による寄付金の贈呈式に出

席しました（青森市浪岡）。 

◆10/28 日本警察犬協会青森県支部の臨時総会並びに運営委員会に出席しました（青森市）。 

◆10/31 特別養護老人ホーム「ゆうゆう荘」でセラピー活動を行いました（青森市浪岡）。 

◆11/ 4 第 16回福住町防火・防災訓練に参加しました（仙台市）。 

◆11/ 7 特別養護老人ホーム「やすらぎの郷」でセラピー活動を行いました（南津軽郡田舎館村）。 

◆11/15 グループホーム「のじり苑」でセラピー活動を行いました（青森市）。 

◆11/17 青森警察署の職員家族の「職場ウオッチング」で嘱託警察犬のデモンストレーションを行いま

した（青森市）。 

◆11/17 「イヌヒトクラス」を訪問した「光の岬福祉研究会」の子どもたちからプレゼントを頂きまし

た（青森市浪岡）。 

◆11/19 三本木農業高校の生徒から寄付金が贈呈されました（十和田市）。 

◆11/23-25 RDTA 第 29回国際救助犬 瓦礫捜索適性試験を受験し、2 頭（イチゴ、もみじ）が合格しまし

た（長野県富士見町）。 

◆11/29 特別養護老人ホーム「かいふう」で JAHA公認のセラピー活動を行いました（青森市）。 

◆12/ 1 浪岡野沢小学校・野沢公民館祭りで災害救助犬のお話とデモンストレーションを行いました（青
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森市浪岡）。 

◆12/ 6 北部市民センターの寿大学・大学院で災害救助犬のお話とデモンストレーションを行いました

（青森市）。 

◆12/ 9 特別養護老人ホーム「ときわ」でセラピー活動を行いました（南津軽郡藤崎町）。 

◆12/15 青森県動物愛護センターでセラピー活動報告会および勉強会を開催しました（青森市）。 

◆12/16 ショッピングセンター「ピアドゥ」で募金・広報活動を行いました（八戸市）。 

◆12/19 有料老人ホーム「なごみの里なみおか」で JAHA 公認のセラピー活動を行いました（青森市浪岡）。 

◆12/22 忘年会を「イヌヒトくらす」で行いました（青森市浪岡）。 

◆12/25 12 月 25日付けで、機関紙 タースケ通信 Vol.18 を発行しました（青森市浪岡）。 

◆12/29 訓練納めを行いました（青森市浪岡）。 

 

 

 

ま と め             

 □ 捜索活動    1件（北海道胆振東部地震） 

 □ 広報活動        ２3件（デモ、募金、体験学習等） 

 □ 特別訓練          7件（県外での訓練、ヘリ搭乗訓練等） 

 □ 防災訓練（会議を含む） 13件（青森県、青森市、八戸市、弘前市） 

 □ セラピー活動      32件 

  （特別養護老人ホーム等：ゆうゆう荘、ときわ、いこい、のじり苑 

                 かいふう、やすらぎの郷、鶴ケ丘、なごみの里） 

 □ 研修会・勉強会      9件（長野県、セラピー等自主勉強会） 

 □ 審査会           5件 

                （県警本部、ユニオン、ネットワーク、訓練士協会） 

    □ セラピードッグ研修会  １0件（SRDT企画主催） 

    □ その他         20件（総会、助成金贈呈式、訓練納め等） 

      計         120件   

 


