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登山・自然ガイド養成講座
特別プログラム開催のご案内
公益社団法人日本山岳ガイド協会認定養成指導者

登山ガイド・自然ガイド資格取得に向けて
ＮＰＯ法人かながわ山岳ガイド協会では、活動の一環として登山ガイド・自然ガイド養成に注力して
います。これは、当協会が企画する「自然に親しむ登山教室」や新たなプログラムとしての「山と森の自
然を楽しむ教室」を実施するにあたり、公益社団法人日本山岳ガイド協会の認定を受けた登山ガイド・
自然ガイドが顧客から求められています。自然とふれあう楽しい山歩きのプランを顧客・消費者に提案す
るにあたり、ガイドとして資質を備えた人材を発掘することは重要な意味を持っています。
登山ガイド・自然ガイドは、山登りに満足するだけでなく、山の周囲にある様々な自然にふれあい、自
然の豊かさ、厳しさ、美しさを再発見することを手助けするものです。山と森の解説はもちろん安全管理を
含めた山のガイドとしての技術を指導することによって、安全で楽しい山登り、自然散策を満喫できる環
境を整えます。
本講座は、全てのプログラムをかながわ山岳ガイド協会所属の登山ガイド・自然ガイド養成講座担当
講師が行ないます。山と森を歩きながら、時には立ち止まり、自然の様々な表情に触れ、そこに生きる
様々な生き物達との出会いを大切にし、顧客の安全を把握できる自然ガイドを養成いたします。本講座
は、公益社団法人日本山岳ガイド協会資格認定実技検定の検定免除項目となっています。
かながわ山岳ガイド協会
代表

武川俊二

◆登山ガイド・自然ガイド養成講座の特徴
本講座は、公益社団法人日本山岳ガイド協会が認定する自然ガイド分野（自然ガイドステージⅠ・Ⅱ、
登山ガイドステージⅠ・Ⅱ）のニ次試験（実技検定）の免除規定に該当する《無積雪期ルーガイディン
グ》の養成講座となっています。当講座の修了者には、
「認定養成指導者推薦」を致します。併せて、当
講座を受講することによって二次試験検定講習科目の「安全管理技術」の技術指導も受けることが可能
となっています。つまり、検定免除科目と「安全管理実技検定講習」の内容を一度に習得できるカリキ
ュラムを編成し、弱点部分は、復習することができるようにガイド資格取得に向けた無駄の無いトレー
ニングを積むことが出来ます。
また、無積雪期講習では、過去問題集を使った筆記試験対策講座も実施いたします。もちろん充実し
た技術指導を受けることが可能です。
講師陣は、実際のガイド養成に携わり、ガイド登山を実践、運営する経験豊富なプロフェッショナル
です。日本のツアー登山、自然観察ツアー等を担っている講師陣の陣容は、他に類を見ない充実したも
のです。

2019 年 かながわ登山ガイド・自然ガイド養成講座
無雪期、積雪期とも３回実施。いずれも同内容です。1 回の参加で認定いたします。
筆記試験対策あります。過去問題集を使って講習します。筆記試験合格前に受講することも可能です。
認定証の有効期限は筆記試験合格までの正味 2 年間あります。

Ⅰ

無積雪期ルートガイディング

プログラム

開催日：2019 年４月２１日(日)～２３日（火） 参加費：45,000 円
実施内容

宿泊

丹沢・やどりぎ水源林エリア
第 1 日目

ロープワーク基礎・安全管理
固定ロープの張り方、ロープの結び方
引き上げ技術・3 分の１
集合：やどりぎ

机上講座

安全管理・レスキュー技術

やどりきの民宿に宿泊
します。手配は、当協会
で行ないます。
（宿泊費各自）

午前９時 30 分頃

危急時対応

歩行技術・無積雪期のルートガイディング

第 2 日目

ガイディングの基礎
危険箇所の通過、確保技術
自然解説技術

安全管理・レスキュー技術

里山の解説、森林についての話題

ガイドとしてのコミュニケーションスキル

机上講座

ガイド業務関連法等

歩行技術・無積雪期のルートガイディング

第 3 日目

固定ロープの設置と通過の方法
搬出法、レスキュー技術、ツエルト設営法
自然観察技術

※参加費に含まれるものは、講習費のみです。交通費、食費、宿泊費は、各自お支払いください。
いづれも現地集合・現地解散が原則です。別途お送りする詳細案内の集合場所をご確認ください。
参加者の皆様が募集人員以上の人数になった場合、先着順とさせていただきます。また、場合によっては、講師を増員し、募
集人員以上でも実施することがあります。本企画は、最低３名の参加があれば実施いたします。悪天候が予想される場合であ
っても、交通が遮断されない限り、原則として実施いたします。

申込と参加
費の払込

確認のメールを
送付いたします

集合場所にお越し
ください

登山・自然ガイド
養成講座の実施

かながわ登山ガイド・自然ガイド養成講座参加申込書 2019
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ご関係（

受験希望するガイド資格（いずれかに○）

受講科目実施日

1 自然ガイド資格

特別プログラム
2019 年４月 21 日～23 日

2 登山ガイド資格

ステージ Ⅰ

ステージ

Ⅰ

ステージ Ⅱ

ステージ

Ⅱ

）

アンケート （必ずお書きください）
１、最近 2 年間に登られた登山をコース、ルート、季節ごとにお知らせください。
無積雪期

積雪期

２、山岳会、同好会などに加入されていますか。加入していれば会のお名前をお知らせください。

この申込書を切り取り、ファックス又は郵送でお送りください。同時に所定の参加費をお振込ください。

ＦＡＸ

０４６－２５２－６８５７

講師紹介

武川 俊二 たけかわ しゅんじ
1954 年東京生まれ。山岳雑誌「岩と雪」編集部、クライミングジャーナル編集長などを経て山岳専門
旅行社を起こす。主に旧ソ連の中央アジア、シベリア、カムチャッカなどの山々を専門に取り扱う。1996
年日本アルパインガイド協会入会、マウンテンガイドとして活動する。2002 年社団法人日本山岳ガイド
協会統合設立に参画、理事に就任。現在、専業ガイドとして年間 250 日山に入る。自然体験活動、自然
環境教育、森林教育など環境問題を取り扱う事業活動を多く手がけている。日本山岳ガイド協会認定山岳
ガイド、林業技師（林業経営・森林環境）として活躍中。シベリアのスペシャリスト。
主任

浦山
博
橋尾 歌子
山田

日本山岳ガイド協会試験委員会 認定山岳ガイドステージⅡ
日本山岳ガイド協会認定登山ガイド 画家・エッセイスト。
日本山岳ガイド協会認定山岳ガイドステージⅡ 主著「山は真剣勝負」など。

哲也

村松 幸雄ほか かながわ山岳ガイド協会会員

ＮＰＯ法人かながわ山岳ガイド協会とは
神奈川県に位置する丹沢山塊は、首都圏の多くの岳
営利活動法人の申請をいたしました。
人を育て、首都圏岳人のランドマークといっても過言
ＮＰＯ法人としてのおもな活動は、自然とのふれあ
ではありません。こうした地理的条件を加味した名前
いや登山を青少年へと拡大し、青少年層の野外体験願
をもって、
「かながわ山岳ガイド協会」を設立、首都圏
望をバックアップすること、丹沢山塊の自然環境保全
に在籍する山岳ガイド、自然ガイドに広く参加を呼び
に向けた活動などさまざまな活動に取り組んでいます。
かけ現在に至っています。
プロフェッショナルのガイド組織として、業務の斡
特定非営利法人かながわ山岳ガイド協会は、2006 年
旋、紹介、研修会、講習会なども行っています。
4 月に結成されました。2007 年 4 月神奈川県に特定非
ＮＰＯ法人かながわ山岳ガイド協会
年会費￥10,000 入会金￥20,000
〒228-0001 神奈川県座間市相模が丘３－５３－７ 武川気付
かながわ山岳ガイド協会

ご参加条件

必ずお読みください

申込書に必要事項をご記入の上、自然ガイド養成講座事務局へファックスまたは郵送でお送りください。同
時に、参加費を下記指定の銀行口座までお振込みください。
お振込銀行口座

三菱東京 UFJ 銀行 青葉台支店 普通 ００９４２９２
名義人 かながわ山岳ガイド協会

申込の締め切りは、原則として各講座実施日の１２日営業日前となります。
（2 週間前）
参加資格
登山・自然ガイドを目指す方で団体行動の取れる方ならどな
たでも参加することができます。ただし、社団法人日本山岳
ガイド協会の実施する登山・自然ガイド筆記試験に合格して
いない方は、免除規定項目から除外されますが、講習後 2 年
以内に筆記試験に合格すれば適用されます。
参加費について
参加費には講座費用、講師の諸経費、共同装備使用料などが
含まれています。参加者個人の交通費、食費、宿泊費は参加
費に含まれませんのでご注意ください。
取り消し
参加を取りやめる場合は、必ず事務局まで業務時間内(10:00
～18:00)にご連絡ください。
参加を取りやめた場合、参加料金の中から次の取り消し料を
いただきます。
実施日前日から起算して12日前までに取消された場合
10％
実施日前日から起算して 7 日前以降に取消された場合 半額
実施日前日から起算して 3 日前以降に取消された場合 全額
但し、該当日が土・日曜日や祝祭日の事務局休業日の場合は、

その前日とさせていただきます。
講座開催の変更、中止
参加者が４名に達しない場合、中止にさせていただきます。
その場合の料金はお返しします。
講習実施ルートや行動時間、解散時間などは、天候や登山道
の状況の変化により変更する場合もございます。その場合参
加費はお返ししませんので、あらかじめご了承ください。
食事
各自必要日数分の行動食をご用意ください。(火を使わずに簡
単に食べられるパン類、菓子類、おにぎり、飲み物等)
注意事項と安全対策
集合後および講習中から解散までは団体行動を原則として
います。
登山は自然の中での行為であるために危険が伴います。安全
の確保については、講師が最大限の注意を払い万全の体制で
臨みますので、講師の注意には必ず従うようお願いします。
また、参加者の皆さまも自己の安全には十分に注意するよう
心がけてください。

お問合せ・お申込

ＮＰＯ法人かながわ山岳ガイド協会

登山・自然ガイド養成講座

公益社団法人日本山岳ガイド協会認定養成指導者団体
電話０４６（２５２）６８５７(夜間専用)
〒228-0001 神奈川県座間市相模が丘

FAX０４６（２５２）６８５７

３－５３－７

武川気付

Email take@oct.email.ne.jp
お気軽に E メールや電話で武川までお問合せください。
ホームページ
http://www.sakura11.com/kmga
携帯電話０９０－８９６３－１９２８

