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2016.2～2016.4主な活動 

◇ 訓練活動及び勉強会 
2/ 6-7東日本救助犬ユニオンの訓練会に参加しました（福島県猪苗代町）。 
3/27岩手県の会員と交流会を開催しました（岩手県釜石市箱崎町）。 
4/9～10東日本救助犬ユニオンの訓練会に参加しました（宮城県仙台市）。 
4/13三上裕子さんによる「犬と人に関わる勉強会」を開催しました（浪岡）。 
 
◇ 広報活動 
2/ 7青森冬まつりで、写真展示、ふれあい、フリーマーケット、募金活動を行いました（青森市）。 
4/ 2ショッピングモールピアドゥ（イトーヨーカ堂）で災害救助犬の広報、ふれあい及び募金活動を行いました 
  （八戸市）。 
4/21 嘱託警察犬「大」が採用コンシェル犬に任命されたことが東奥日報に掲載されました（青森市）。 
4/29ショッピングモールピアドゥ （イトーヨーカ堂）で災害救助犬の広報、ふれあい及び募金活動を行いました 
  （八戸市）。文太、イチゴ、ルカ、大、カシス、ひらりの6頭は長時間交替で、ふれあい活動を頑張ってくれ 
        ました。この時、集まった熊本地震への義援金は、5/12 日本赤十字社を通して被災した方々へ 
        送られました。 
◇ セラピー活動 
2/18特別養護老人ホーム「ときわ」とグループホーム「いこい」でセラピー活動を行いました（南津軽郡藤崎町）。 
2/25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）。 
3/17特別養護老人ホーム「ときわ」とグループホーム「いこい」でセラピー活動を行いました（南津軽郡藤崎町）。 
3/31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）。 
4/14特別養護老人ホーム「ときわ」とグループホーム「いこい」でセラピー活動を行いました(南津軽郡藤崎町）。 
4/21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）。 
 

   九州の熊本地震での捜索活動に災害救助犬「イチゴ」が 
   参加しました（熊本市 南阿蘇村 高野台地区） 

NPO法人災害救助犬ネットワークの
一員として捜索活動に参加 

◇ 4月14日  地震発生 
◇ 4月14日  ネットワーク；出動待機命令 
◇ 4月15日  ネットワーク；出動待機解除 
◇ 4月16日  本震発生 
 自己判断で岩手山SAで待機 
 ネットワーク；出動命令 

 
◆ 4月16日  出動（首都高速、東名、名神、神戸） 
◆ 4月17日 昼に壇ノ浦PA着 
 23時30分南阿蘇村到着 
 ネットワークと合流できず野宿 
◆ 4月18日 6時00分 ネットワークと合流 
 8時00分～19時00分 現場捜索 
◆ 4月19日 8時00分～13時00分 現場捜索 
 14時30分 帰路 
◆ 4月20日 移動（九州道-中国道-北陸道-磐越道-東北道） 
◆ 4月21日 16時30分 帰宅 

平成28年4月16～21日 

 南阿蘇村 高野台地区 
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2/28入会 石戸谷　貴子さん

4/29入会  岡　 恵介さん

2/8入会 成田動物病院 黒石

2/10入会 かのはらクリニック

3/23入会 グループホームのじり苑

4/2入会 （有）クリーニング イルカ

1/31入会 太田 清隆さん

2/26入会 亀海 一 さん

3/25入会 金井 晴夫さん

3/25入会 金井 真知子さん

4/13入会 村井 倫子さん

4/23入会 森山 栄一郎さん

4/24入会 森山 昭子さん

4/30入会 田中 啓友さん

5/3入会 古川 玲奈（隆之）さん

3/13入会 山田 早月さん

4/18入会 福原 照子さん

5/3入会 秋田 笑美さん

5/4入会 菊谷 昇太郎さん

5/6入会 石戸谷 玲子さん

5/18入会 太田  卓　さん

正 会 員

サポーター会員

賛助会員(団体）

賛助会員(個人）

No. 住　所 電話番号

1 筒井店 青森市大字筒井字八ツ橋1297 017-728-0810

2 浜田店 青森市浜田2丁目9-21 017-762-2915

3 富田店 青森市富田3丁目17-16 0173-52-5511

4 五所川原市金木町沢部468-1 0173-52-5511

5
ジャンボドライ
クリーニング

中央店 青森市橋本2丁目2-1 017-777-8583

6 青森市西大野4丁目10-5 017-729-2195

7 青森市緑3丁目

8 黒石市富士見126 0172-55-8520

9 五所川原市太刀打字早蕨114-10 0173-35-0552

10 青森中央店 青森市青葉3丁目5-6 017-739-3000

11 ザ・サンワ柏店 つがる市柏上古川房田145-1 0173-25-3311

12 弘前樋ノ口店 弘前市大字樋ノ口2丁目8-8 0172-31-3033

13 南津軽郡藤崎町大字水木字浅田95 0172-69-5225

14 小中野店 八戸市小中野2丁目9-15 0178-44-2295

15 湊高台店 県八戸市湊高台5丁目25-8 0178-35-6477

16 南類家店 八戸市南類家5丁目1-4 0178-72-3010

17 青森市浜田2丁目8-13 017-729-8322

18 青森市緑2丁目15-7 017-775-6227

19 青森市新町1-8-6  2F 090-6457-2817

 （設置年月日順に掲載しています）

クリーニング パレット 

DCmサンワ株式会社

クリーニング
イルカ

店   舗   名

金木タウンセンター ノ ア

こなか動物病院

美容院 マニッシュ

成田動物病院 黒石

ペットのトリミング＆ケアサロン mink's

barbar shop ソンソン

特別養護老人ホーム ときわ

愛犬美容室ｍｏｃｏモコ

学習塾 S-class

募金箱を設置しています。 

新会員紹介 

 
 
◆5/25（水）中央寿大学院生に災害救助犬についての講義と 
       犬とのふれあいを行います（青森市）。 
◆5/2９（日）平成28年度馬淵川・高瀬川総合水防演習に参加します 
        （八戸市）。 
◆６/15（水）青森県警察 嘱託警察犬審査会にチームから6頭が参加し 
        合格を目指します（青森市）。 
◆8/25（木）平成28年度青森県総合防災訓練に参加します(むつ市）。 
◆8/28（日）平成28年度八戸市総合防災訓練に参加します(八戸市）。 

今後の活動目標 

「賛助会員の証」のプレートを新しく作
り、団体の賛助会員に配布しました。 

（ご寄付の日付順に掲載しています。）

御住所

青森県青森市 橋本 是直 様

青森県北津軽郡中泊町 坂本 千恵美 様

青森県青森市 川田 誠司 様

青森県青森市 森山 喜子 様

青森県青森市 山内 ミツ 様

岩手県盛岡市 吉松 勝美 様

青森県青森市
特別養護老人ホーム

ゆうゆう荘
様

南津軽郡大鰐町 福原 照子 様

五所川原市金木町 工藤 英鈴 様

青森県青森市 中沢 和佳 様

青森県弘前市 株式会社　オフコ 様

御氏名(団体名）

ご寄付していただいた
支援者の紹介 

募金箱設置可な場所がございましたら、 
         ご紹介願います。 
         下記設置場所参照。 

賛助会員の証 
を作りました。 

募金箱設置店舗 

ご支援お礼 

賛助会員の方々の会費及びご寄付
募金してくださった方々のおかげ
で、遠い九州の現場まで捜索に行
き、ご遺体の発見に貢献できまし
た。今後ともご支援のほどよろし
くお願いいたします。 


