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■　2004. 9. 　　　 協会発足
■　2004. 9. 1 　　八都県総合防災訓練横浜会場参加
■　2004. 9. 1 　　川崎市防災訓練参加
■　2004. 9. 1 　　戸塚警察署防災訓練参加
■　2004. 9. 3 　　箱根町防災訓練参加
■　2004. 9. 4 　　府中市地域防災訓練参加
■　2004. 9. 5 　　神奈川県防災訓練参加
■　2004.10.23　 中越地震発生に伴う災害救助活動(第一次救助犬隊) 
■　2004.10.25　　帰途
■　2004.10.29　　中越地震発生に伴う災害救助活動(小千谷市・川口町)
　　　　　　　　　　　　 第２次救助犬による防犯パトロール隊
■　2004.11. 8 　　帰途
■　2005. 1.19　　三浦半島防災訓練参加
■　2005. 1.20　　戸塚警察署にて「災害救助犬講演」
■　2005. 1.22　　藤沢市御所見地区防災訓練
■　2005. 1.28　　横浜市上菅田養護学校にて「災害救助犬実演」
■　2005. 4.16　　 ジェリー藤尾さん主催チャリティーコンペ　
■　2005. 4.14-20　　 第１０回国際救助犬シンポジウム(韓国)　　
■　2005. 5.20-22　　 第２回RDTA国際救助犬試験
■　2005. 6.10　　 秦野市末広小学校にて「働く犬たち」の訓練実演　　
■　2005. 6.29-7.2　　 ＩＲＯ国際救助犬大会(フランス)
■　2005. 6.30　　 秦野市南小学校にて「働く犬たち」の訓練実演
■　2005. 7.　2　　 秦野消防署、神奈川県警との合同防災訓練
■　2005. 7.　4　　 秦野市本町小学校にて「働く犬たち」訓練実演
■　2005. 6.10 ～毎週日曜日　 秦野市での活動と旧秦野警察署跡地での災害救助犬合同練習
　
■　2005. 8.24　　 相原病院の納涼祭に参加
■　2005. 8.27　　 秦野市防災訓練参加
■　2005. 8.31　　 第３１普通科連隊「人命救助機材展示」見学及び救助犬訓練実演 
■　2005. 9.　1　　 第２６回八都県市合同防災訓練参加
■　2005. 9.　3　　 ＴＢＳラジオで災害救助犬の実演を生中継
■　2005. 9.　3　　 調布市青年会議所主催「防災フェア」にて「災害救助犬実演」
■　2005. 9.　4　　 神奈川県総合防災訓練参加
■　2005. 9.　4　　 第２９回平成17年度藤沢市総合防災訓練参加
■　2005. 9.23　　 ちば愛犬動物学園主催「第6回わんわんチャリティーフェスティバル」で災害救
助犬訓

練実演
■　2005.10. 2　　 横浜市立緑小学校の防災拠点訓練参加
■　2005.11.21-23　　 第3回RDTA国際救助犬試験
■　2005.10.27　　 藤沢市立辻堂小学校にて「災害救助犬の実演」
■　2005.11.　6　　 厚木市主催講演会「災害時における人間とペットの共生」
■　2005.11.　6　　 麻布大学２１世紀シンポジウム　
■　2005.11.19　　 「地域を愛する愛犬家の会」主催「大和市　犬の飼い方・マナー講習会」救助
犬実演
■　2005.11.22　　 東京都江東区「まなべ幼稚園」において救助犬の訓練実演
■　2005.12.15　　 平成１８年度神奈川県警察本部嘱託災害救助犬の交付式

■　2006. 1.18　 第12回三浦半島地区合同防災訓練に参加　
■　2006. 1.19　 藤沢北警察署にて「災害救助活動の現状について」講演　
■　2006. 1.20　 神奈川県警察本部第2交通機動隊の「武道始め式」で救助犬実演　
■　2006. 1.25　 厚木市役所「野生鳥獣等総合対策協議会」にて講演　
■　2006. 1.27　 横浜市立上菅田養護学校にて救助犬実演を含む動物介在訪問活動　
■　2006. 2.16-21　宮城県仙台市主催「獣害対策・サル追い事業」協力 
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■　2006. 2.18　 「新横浜ロータリークラブ定例会」にて救助犬実演　
■　2006. 2.19　 「自衛隊四十四周年祝賀会」に参加　
■　2006. 2.25　 第２回救助犬訓練士協会通常総会　
■　2006. 3月吉日　 神奈川県警察本部第2交通機動隊より感謝状と記念品の授与　
■　2006. 3.29-30　 「犬の総合教育社会化推進機構」主催の救助犬試験
■　2006. 4.10　 厚木基地海上自衛隊　第４航空群司令部施設内にて打ち合わせ　
■　2006. 4.15　 「第１１回ジェリー藤尾会チャリティーゴルフ」にて救助犬実演　
■　2006. 4.21-23　 第４回RDTA国際救助犬試験
■　2006. 5.6-9.30　 お台場ビーナスポート「ペットシティ」にてしつけ教室としつけ相談開催
■　2006. 5.15　 海上自衛隊のヘリによる救助犬搭乗訓練及び海上自衛隊隊員に対しての救助
犬実演
■　2006. 5.18-19　 「神奈川県警察・風水害対策総合警備訓練」に参加
■　2006. 5.26　 学校法人「成瀬幼稚園」にて救助犬実演
■　2006. 5.28　 第２回KDS発表会に参加（静岡）
■　2006. 6. 6-8.8　 横浜相原病院において動物介在治療活動開始（毎週火曜日）
■　2006. 6.19　第１回社会性評価テスト（SET)（山梨県道志村） 
■　2006. 6.23-25　 IRO国際大会（スイス）へ参加（１名１頭） 
■　2006. 6.29　第２回社会性評価テスト（SET)（東京都武蔵野市） 
■　2006. 7.19-23　 長野県岡谷市土石流災害出動（６名６頭) 
■　2006. 7.29　 秦野市立「北小学校」にて救助犬の実演　
■　2006. 7.31　 寒川町と「災害救助犬の出動に関する協定」調印式　
■　2006. 8.02　 「ヘリコプター音響並びに風圧馴致訓練」
■　2006. 8.08　 「相原病院アニマルセラピー」
■　2006. 8.21-26　宮城県仙台市主催「獣害対策・サル追い事業」協力 
■　2006. 8.27　 秦野市防災訓練参加
■　2006. 8.27　 寒川町防災訓練参加
■　2006. 9.01　 第27回八都県市防災訓練参加・横浜会場（東急電鉄長津田検車区）
■　2006. 9.01　 第27回八都県市防災訓練参加・川崎会場
■　2006. 9.01　 大磯警察署管内防災訓練参加
■　2006. 9.03　 第27回八都県市合同防災訓練参加・神奈川県会場(江ノ島→海老名市）
■　2006. 9.03　 藤沢市総合防災訓練参加
■　2006. 9.04　 箱根町総合防災訓練参加
■　2006. 9.18-20　 海上自衛隊　吉浦貯油所研修　 
■　2006. 9.19-11.27　横浜相原病院動物介在治療活動第2クール開始（毎週火曜日計10回） 
■　2006.10.01　横浜市緑区緑小学校防災訓練参加 
■　2006.10.15　 池上本門寺・犬のしつけ方教室　（主催：東京都獣医師会太田支部） 
■　2006.10.24-26　 第５回RDTA国際救助犬試験 
■　2006.11.13　 藤沢市立鵠南小学校　救助犬実演 
■　2006.11.18　 麻布大学ＳＤＳ１１月イベント「災害救助犬デモンストレーション」 
■　2006.11.23　 世田谷区立深沢小学校　救助犬実演 
■　2006.12.12　 平成１９年度神奈川県警察本部嘱託災害救助犬交付式 
■　2006.12.12　 神奈川県警察本部嘱託災害救助犬認定交付祝賀パーティー・ＲＤＴＡ忘年会 
■　2006.12.16-19　宮城県仙台市主催「獣害対策・サル追い事業」協力 

■　2007.01.08（日曜日）青梅市行方不明者捜索出動
■　2007.01.14（日曜日）青梅市行方不明者捜索出動
■　2007.01.26　 上菅田養護学校体育館にて動物介在訪問活動「救助犬実演ならびに動物との
ふれあ

い」 
■　2007.02.14-15　 神奈川県警嘱託災害救助犬合同練習 
■　2007.02.17　陸上自衛隊第３１普通科連隊４５周年記念行事へ参加
■　2007.02.24　 第3回救助犬訓練士協会通常総会 
■　2007.03.17　山梨県北社市「猿追い」獣害対策事業
■　2007.03.22-23　宮城県仙台市「猿追い」獣害対策事業取材

ページ(2)



ＲＤＴAの活動.txt
■　2007.03.28-29　 大阪「ＯＰＤＥＳ国際救助犬試験」 
■　2007.03.17-04.15（土日）　海上自衛隊横須賀教育隊(武山）グラウンドにて「RDTA」合同訓練
開始
■　2007.04.7-08.21-22　神奈川県警建物隣で開催中の地震ＥＸＰＯにて救助犬実演
■　2007.04.13-15　 IRO国際救助犬公認審査員試験およびIRO公認審査員義務研修 
■　2007.04.14　 「第１２回ジェリー藤尾会チャリティーゴルフ大会」にて救助犬実演 
■　2007.04.18-20　 長野県富士見高原 「第6回RDTA国際救助犬試験 」 
■　2007.04.26-29　 第11回IRO国際救助犬シンポジウム（オーストリア・ザルツブルグ） 
■　2007.05.03-06　 神奈川県警建物隣で開催された「地震ＥＸＰＯ」にて救助犬実演・夜間パトロ
ール 
■　2007.05.17-18　 「神奈川県警察風水害対策訓練」参加 
■　2007.05.19-6.17　 土･日曜日　海上自衛隊横須賀教育隊(武山）グラウンドにて訓練 
■　2007.05.24　横須賀地方隊主催の「災害派遣基本訓練」事前訓練
■　2007.05.26　 第２３回海上自衛隊・福祉ふれあいフェスティバル 
■　2007.05.31　 横須賀地方総監部にて横須賀地方隊主催の「災害派遣基本訓練」参加 
■　2007.06.08　 学校法人「成瀬幼稚園」親子交通安全教室・救助犬実演 
■　2007.06.04 ・11　 神奈川県警嘱託災害救助犬合同訓練 
■　2007.06.25-7.01　 第13回IRO世界選手権(オーストリア) 
■　2007.08.02　 「地震並びに帯同訓練の基礎知識」 
■　2007.08.07　 箱根町防災訓練「ヘリ事前搭乗訓練」 
■　2007.08.07-08　 新潟中越沖地震視察ならびに慰問活動 
■　2007.08.14　 新潟中越沖地震慰問活動2回目 
■　2007.08.17-18　 「東京ガス・がすってなーに（ガスの科学館）」にて救助犬実演 
■　2007.08.26　 神奈川県寒川町防災訓練 
■　2007.08.26　 神奈川県大井町防災訓練 
■　2007.09.01　 神奈川県横浜市防災訓練 
■　2007.09.01　 神奈川県川崎市防災訓練（多摩川河川敷） 
■　2007.09.01　 藤沢市防災訓練 
■　2007.09.02　 神奈川県総合防災訓練（伊勢原市） 
■　2007.09.02　 神奈川県秦野市防災訓練 
■　2007.09.03　 神奈川県箱根町防災訓練（仙石原中学校） 
■　2007.09.04　 神奈川県田浦警察署防災訓練 
■ 2007.09.10-13　海上自衛隊吉浦・救助犬合同研修（呉市）
■　2007.09.29　 「第２０回ヨコハマふるさと祭り」にて実演（横浜公園） 
■　2007.10.01　 神奈川県箱根町出動 
■　2007.10.04　「第3回RDTA社会性評価テスト」（町田市ジャパンコンパニオンドッククラブ・グラ
ンド）
■　2007.10.07　 池上本門寺・犬のしつけ方教室（主催：東京都獣医師会太田支部） 
■　2007.10.13　 よこはま住宅フェアにて実演（横浜赤レンガ倉庫） 
■　2007.10.25～28　 第７回RDTA国際救助犬試験（神奈川県寒川町） 
■　2007.11.13　 藤沢市立辻堂小学校にて救助犬訓練実演 
■　2007.11.15　 陸上自衛隊東部方面総監表敬訪問 陸上自衛隊「朝霞駐屯地」 
■　2007.11.16　 神奈川県大井小学校にて救助犬訓練実演 
■　2007.11.17　 御所見地区防災訓練にて実演（御所見小学校） 
■　2007.11.17　 二宮町防災訓練にて実演（二宮町二宮小学校） 
■　2007.11.20-22　 アジア地区IRO加盟団体会議「MRT(Mission Readiness Test)セミナー」 
■　2007.11.22　 さかえ福祉活動ホームにて「救助犬実演ならびに犬とのふれあい」 
■　2007.12.04　ウィーン消防局ペーター氏他海上自衛隊護衛艦研修
■　2007.12.06 ・15　 海上自衛隊　輸送艦「おおすみ」見学 
■　2007.12.14　 俣野小学校にて「救助犬訓練実演」 
■　2007.12.17　 航空自衛隊「入間基地歩哨犬」合同研修 
■　2007.12.19　 平成２０年神奈川県警察本部嘱託災害救助犬認定交付式 
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