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  太陽に初夏の日差しを感じる季節となりました。会員の皆様におかれましてはます ますご活躍のこととお慶び申し上げます。 本協会は昭和42（1967）年12月に設立し、認定校ヤマザキ学園と共に歩んで参りました。そして、平成29（2017）年には創立50周年を迎えることとなります。創立以来8,000名を超える会員の皆様のネットワークが、先輩から後輩へと広がり今日まで本協会を支えてくださり絆の強さを実感しております。47年間歩みは、偏に、会員の皆様の温かいご支援と動物看護を中心とした幅広い分野でのご尽力のお陰と心より感謝申し上げます。動物看護職を取り巻く環境は日々変化し続けており、認定動物看護師をはじめとする資格の在り方についても関心が高まっております。 本協会は、ライセンス会員の皆様が今後も動物のために幅広くご活躍いただけるよう精励いたします。また、講習会やセミナーなど研鑽の場を提供し、より一層会員と協会の絆を強めたいと存じますので、今後ともご支援のほど宜しくお願い申し上げます。  最後に、皆様のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます。 

 

特定非営利活動法人 日本動物衛生看護師協会  

             会長  山 﨑  薫           
 

                   

特定非営利特定非営利特定非営利特定非営利活動活動活動活動法人（法人（法人（法人（NPO法人）日本動物衛生看護師協会法人）日本動物衛生看護師協会法人）日本動物衛生看護師協会法人）日本動物衛生看護師協会      Japan Animal Health Technicians Association    
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【認定動物看護師【認定動物看護師【認定動物看護師【認定動物看護師    書類審査受験について】書類審査受験について】書類審査受験について】書類審査受験について】    現在本協会のＡＨＴ資格をお持ちの方は平成27 年3 月31 日迄の移行期間中に動物看護師統一認定機構の書類審査を受験し、『認定動物看護師』の認定を受けることをお勧めいたします。 なお、書類審査の詳細については機構のホームページをご参照ください。http://www.ccrvn.jp/index.html 
～～～～第第第第 17171717 回国際セミナー回国際セミナー回国際セミナー回国際セミナー    『ケーナイン『ケーナイン『ケーナイン『ケーナインリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション』開催』開催』開催』開催～～～～    【日程】平成26 年8 月27 日(水)～30 日(土) 【会場】学校法人ヤマザキ学園ヤマザキ学園大学渋谷キャンパス 1 号館 【講師】ヘレン・ニコルソン博士、二宮博義博士、本田三緒子講師、井上留美講師 ※申込方法、日程、スケジュールの詳細については同封しました別紙をご覧ください。 このセミナーはこのセミナーはこのセミナーはこのセミナーは動物看護師統一認定試験の書類動物看護師統一認定試験の書類動物看護師統一認定試験の書類動物看護師統一認定試験の書類審査審査審査審査ポポポポイント対象です。イント対象です。イント対象です。イント対象です。    
ホームページでもお知らせいたしましたとおり、本協会の設立以来平成 23 年まで理事としてご尽力いただいておりました福山英也先生（元ヤマザキ動物看護短期大学教授）が平成26年 3月 14日午前 83歳をもって呼吸不全のため、永眠されました。亡くなられる直前まで、犬の研究の執筆をされていたそうです。心よりご冥福をお祈り申し上げます。 謹んでご冥福をお祈り申しあげます。 
訃報 
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  平成26年2月19日(水)から3月12日(水)の期間中、10日間にわたり、ヤマザキ学園大学南大沢キャンパス にて大学生2、3年次を対象に、コンパニオン・ドッグ・トレーナー講習会を開催致しました。講師に福山貴昭先生(ヤマザキ学園大学助教)をはじめ、デルタ・ソサエティ認定セラピー・アニマル・ハンドラーである山本央子先生や家庭犬しつけ教室Dog Infinity主宰であり動物病院でもご活躍中の木崎直之先生をお招きし、貴重な講演や実技指導をしていただきました。参加学生も興味深く先生方のお話を聴講し、実習にも熱心に臨んでいる姿が印象的でした。今回の講習会を活かし、それぞれの夢の実現へ一歩前進できたのではないでしょうか。   平成26年3月19日（水）～3月27日（木）にヤマザキ動物専門学校にてキャット・グルーミング・スペシャリスト講習会を実施致しました。今回は56名の学生が受講致しました。講師は昨年度に引続き早田由貴子先生(ヤマザキ学園大学非常勤講師）、高野八重子先生（ヤマザキ動物専門学校非常勤講師）です。  保定やアロママッサージの講義では実際に猫に触れながら練習を行い、コツを掴めるまで熱心に何度も取り組む姿が見られました。実習も回を重ねるごとに手際が良くなっているのが感じられ、有意義な講習会となったようです。  平成25年度資格認定試験の筆記試験(DGS・CDT)が平成26年１月19日(日) に、面接試験が2月17日(月)、18日(火)に認定校ヤマザキ動物専門学校、ヤマ ザキ学園大学を会場として実施され、多くの方々が合格されました。 当協会のAHTライセンスは、動物看護師統一認定試験の合格及び協会の資格 認定委員による面接試験の合格者に認定いたします。  
資格名 受験者 合格者 合格率 認定動物看護師※ 230名 184名 80％ ＡＨＴ 223名 181名 81％ ＤＧＳ 165名 157名 95％ ＣＤＴ 180名 171名 95％ ＣＧＳ 80名 79名 99％ ＶＴ 132名 105名 79％ ＣＲＴ 23名 23名 100％ 

 

≪平成26年度JAHTA資格認定試験日程(予定)≫ ・ 筆記試験：平成27年1月18日(日) ・ 面接試験：平成27年2月13日(金)、19日(木) ※動物看護師統一認定試験：平成27年2月11日(水) ※認定動物看護師：平成25年度卒業生。平成26年5月現在 

平成26年3月25日（火）に『第6回グルーミングセミナー』を開催しました。 関東以外の遠方よりご参加してくださった会員の方もいらっしゃいました。回を重ねる毎に参加者が増え、大変ご好評いただいているセミナーです。 会員の皆様のスキルアップ、再就職支援などを目的に今後も開催していく予定です。 ～参加者のご感想～ ・「専業主婦のため、グルーミングから10年以上も遠ざかっていましたので技術など初心者に戻っていました。しかしス タッフの方が丁寧にご指導してくださりグルーミングの楽しさや必要性を感じることが出来ました。」                                               平成10年度卒業  ・「6年間グルーミングサロンで主任をしております。普段は“教える”立場なので誰かに教えてもらえることが久しぶりで した。自分の技術の再確認、わからなかった事を教えていただけた事など、とても学ぶことの多いセミナーでした。」                                              平成7年度卒業 
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      ●ヤマザキ動物専門学校●ヤマザキ動物専門学校●ヤマザキ動物専門学校●ヤマザキ動物専門学校        ≪平成≪平成≪平成≪平成22225555 年度卒業式≫年度卒業式≫年度卒業式≫年度卒業式≫      平成 26年 3月 7日(金)、ヤマザキ動物専門学校卒業式がホテルフロラシオン青山で執り行われました。3 年制動物看護・美容学科 81 名、2 年制動物看護学科 22 名、2 年制動物美容学科 5 名、計
108名の卒業生が、卒業証書とライセンスの称号を胸に社会へと飛び立って行きました。色鮮やかな袴姿の女子学生やスーツ姿の凛々しい男子学生で会場は華やかな雰囲気に包まれておりました。友人や恩師と学校生活をふり返り涙する姿も見られ、素晴らしい学生生活であったことが垣間見られました。就職率は95％(6月現在)となり、本校で学んだ知識や技術を存分に発揮してそれぞれの分野でのご活躍を楽しみにしています。  ●●●●ヤマザキヤマザキヤマザキヤマザキ学園大学学園大学学園大学学園大学        ≪平成≪平成≪平成≪平成25252525 年度年度年度年度学位記授与式≫学位記授与式≫学位記授与式≫学位記授与式≫        平成 26 年 3 月 18日（火）、八王子市南大沢文化会館にてヤマザキ学園大学 学位記授与式が執り行われました。ヤマザキ学園大学第１期生である152名の卒業生は、学友や教員との別れを惜しむ姿が印象的でした。学位記授与式終了後は、学生が主体となって企画運営をした卒業記念パーティーが行われ、卒業生にとって思い出に残る日となったようです。 初めての卒業生の就職率は97％(6月現在)となりました。4年間で学んだ知識や技術を携え社会で ご活躍されることを期待しております。  ●ヤマザキ学園●ヤマザキ学園●ヤマザキ学園●ヤマザキ学園    ≪平成≪平成≪平成≪平成22226666 年度入学式≫年度入学式≫年度入学式≫年度入学式≫      平成26年4月8日(火)めぐろパーシモンホールにおいてヤマザキ学園入学式が挙行されました。明るい春の陽光と満開の桜のもと、大学生 183名、専門学校生 123名の新入生を迎えました。新入生達は、真新しいスーツに身をつつみ、緊張した様子の中にも希望に満ちた表情が印象的でした。新たな仲間との会話には、これから始まる学校生活への期待に胸を躍らせている様子が伺えました。   ≪入学支援について≫≪入学支援について≫≪入学支援について≫≪入学支援について≫    姉妹兄弟または父母がヤマザキ学園関連校(昭和42 年創立以降) の在校生 または卒業生である場合、右の入学支援が受けられます。 詳しくはヤマザキ学園大学及びヤマザキ動物専門学校入試課までご連絡くだ さい。 ヤマザキ学園大学入試課  TEL：042-653-0901             ヤマザキ動物専門学校入試課 TEL：03-5454-1101  ≪ヤマザキ学園大学への編入制度・科目等履修制度≪ヤマザキ学園大学への編入制度・科目等履修制度≪ヤマザキ学園大学への編入制度・科目等履修制度≪ヤマザキ学園大学への編入制度・科目等履修制度にににについて≫ついて≫ついて≫ついて≫    編入制度      姉妹校特典 専門学校３年制卒業    →→→→    大学４年次編入   科目等履修制度 卒業生特典 受験料・入学金 免除 / １科目 5,000 円  時代のニーズに応えたユニークで新しい科目を受講できます。 編入制度と科目等履修制度の詳細はヤマザキ学園大学へお問合せください。(TEL：042-653-0901)                  同窓会会員(卒業生)の住所変更等につきましては、同窓会の依頼により、本協会がしばらくの間代行いたします。同封の｢ご住所・お名前等の変更｣にご記入の上、FAX、メール、郵送等でお送りください。      

入学支援入学支援入学支援入学支援    専門学校 大学 対象学科 全学科 動物看護学科 支給額 奨学金250,000円 (返金不要) 学費300,000円減免 対象資格 姉妹兄弟または父母がヤマザキ学園関連校の在校生または卒業生である者 ※本学の他の奨学金との重複申請はできません。 
平成 26 年 4 月、1 年間の準備委員会を経てヤマザキ学園同窓会が発足いたしました。学園同窓会は、専門学校部会、短期大学部会、大学部会の3部会から構成されています。初代会長には、創立1期生(3か月コース修了)の山﨑薫本協会会長が就任されました。 現在、ホームページの立ち上げと会報の準備を進めておりますので、楽しみにお待ちください。  【部会長 紹介】 専 門 部 会 会長 井上留美 （ヤマザキカレッジ日本動物看護学院 昭和62 年度卒） 短期大学部会 会長 石野淳嗣 （ヤマザキ動物看護短期大学専攻科 平成19 年度卒） 大 学 部 会 会長 荒川真希 （ヤマザキ学園大学 平成25 年度卒） 
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 JAHTA事務局に届きました、会員様からのメッセージをご紹介させていただきます。  ◇◇◇◇1996199619961996年年年年((((平成平成平成平成8888年年年年))))卒業卒業卒業卒業    女性女性女性女性      『グルーミングサロンを開業し 13 年になりました。現在、ビションフリーゼのブリーディング、ショーイングもしております。在学中学んだ知識を基礎とし、楽しんで続けております。グルーミングセミナーに参加したいと思っておりますので今後とも続けていただきたいです。』  ◇◇◇◇2004200420042004年（平成年（平成年（平成年（平成16161616年）卒業年）卒業年）卒業年）卒業    女性女性女性女性      『卒業後 10 年動物病院勤務を致しました。今年度結婚退職をしますが、たくさんの動物や飼い主さんとの出会いや別れなどを経験し好きな動物に携わる仕事が出来、大変楽しい時間でした。これからは違う形になると思いますが出来る限り動物に携わっていきたいと思います。』  ◇◇◇◇2007200720072007年年年年((((平成平成平成平成19191919年年年年))))卒業卒業卒業卒業    女性女性女性女性      『卒業後、ずっと同じ動物病院に勤務しております。たくさんの実習生を迎えますが、その中でヤマザキ学園の学生さんはとても仕事の出来る方が多いので嬉しく思います。是非たくさん実習に来て下さい。』 

平成26年度第7回グルーミングセミナーを開催いたします。桐生義也講師をお招きし、実習セミナーを行います。「長い間グルーミングから離れているので参加したい！」、「基礎をもう一度学び直したい」という方々のフォローアップができればと思っております。また現役グルーマーの方々もレベルアップなどにも役立ててください。是非ご参加ください。 ・ 日日日日        程程程程：平成26 年９月11 日（木）  ・ 時時時時        間間間間：12 時30 分～15 時30 分 受付12 時00 分～（予定）  ・ 講講講講        師師師師：桐生義也 講師 他  ・ 会会会会        場場場場：学校法人ヤマザキ学園ヤマザキ学園大学 渋谷キャンパス1 号館        〒150-0046 東京都渋谷区松涛2-3-10  ・ 定定定定        員員員員：30 名(定員になり次第締め切り。先着順)  ・ 受受受受    講講講講    料料料料：会員 5,000 円/日  一般 6,000 円/日  (保険料255 円/日は受講料に含まれます)  ・ 申込方法申込方法申込方法申込方法：同封の申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX にてお申し込み頂き、下記の振込先まで受講料をお振込ください。 お振込みの確認が出来次第セミナー詳細のご連絡を郵送にてお知らせいたします。 （振込手数料は ご本人様ご負担となります）  ・ 振振振振    込込込込    先先先先 :  :  :  : 郵便振込 払込取扱票(青)に口座番号[00110-3-483340]  名義『NPO 法人日本動物衛生看護師協会』明記。 通信欄に“第7 回グルーミングセミナー”とご記入ください。  ・ 申込締切申込締切申込締切申込締切：平成26 年8 月11 日(月) 正午 （定員に達した時点で締切日を繰り上げることがありますので予めご了承下さい。）  ※キャンセルの場合、受講料は返金いたしませんので予めご了承ください。 ※お問合せ  TEL 03-5454-2531   E-mail info@jahta.or.jp  月～金曜日 10：30～16：00 ※※※※このセミナーはこのセミナーはこのセミナーはこのセミナーは動物看護師統一認定試験動物看護師統一認定試験動物看護師統一認定試験動物看護師統一認定試験のののの書類審査書類審査書類審査書類審査ポイントポイントポイントポイント対象対象対象対象ですですですです。。。。(1(1(1(1 日日日日3333 時間時間時間時間24242424pt)pt)pt)pt)    

渋谷駅から徒歩15分 京王線神泉駅から徒歩8分 
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