「JRA 支援事業」

主催：特定非営利活動法人ＲＤＡＪａｐａｎ
助成：ＪＲＡ日本中央競馬会

１．目的
ホースセラピー(障がい者乗馬)活動に携わっている方でインストラクターを目指す人を
対象に、RDA Japan 認定インストラクター養成の為のホースセラピー講習会を行う
２．講師
ＲＤＡＪａｐａｎ認定インストラクター
３．開催会場および日程
【開催日】２０２１年５月２２日(土)・２３日(日)
【会 場】 RDA たま
〒225-0004 神奈川県横浜市青葉区元石川町 7513 番地
中田動物病院『マーチ牧場・青い風牧場』
４．講習内容
支援事業 C 課目
1 日目
2 日目

ホースセラピー(障がい者乗馬)活動の実際について
RDA 活動の実際について（ログブック作成・審査）
RDA 活動の実際について（ログブック作成・審査）

５．参加条件
RDAJapan③講習会又は④講習会を受講された
６．申込方法

※受講定員（８名）があります。お早めにお申込みください。

申込用紙に必要事項をご記入の上、ＲＤＡ Japan 事務局 宛に e-mail またはＦＡＸにて締切
日までにお申し込みください。
申込書は HP よりダウンロード可能です。http://www.rdajapan.or.jp/
個人情報は、本講習会業務にのみ個人情報保護規程に従い適切に処理いたします。

【受付期間】 ２０２１年４月５日～５月１５日
【受講料】 無料＊
＊この講習会は日本中央競馬会特別振興資金助成事業として行われます
【申込先】 ＜事務局＞〒194-0034 東京都町田市根岸町 1007-4
ＴＥＬ：080-6519-7818 ＦＡＸ：042-793-2510 e-mail：rda@rdajapan.or.jp

７．その他
★ 新型コロナウィルス感染拡大防止対策実施の為、従来より受講定員、受入れ地域等を限定して実施します。
★ 開催期間前(1 週間分)、期間中は体調管理表の提出をお願いいたします。咳・発熱など体調の変化が見受けられる場合は受講見合わせ
や途中退席をお願いする場合もあります。ご了承ください。
★ 講習会終了後、修了証を発行致します
★ テキスト＆参考書

・ホースセラピーガイドブック（RDA Japan）
・LET´S ENJOY RIDING（全国乗馬倶楽部振興協会）
・HORSE CARE MANUAL（インターズー）

★RDAJ 認定ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ取得後、HETI への登録申請により HETI ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰも取得可能
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「JRA 支援事業」RDAJapan 認定ホースセラピーインストラクター養成のための講習会・試験
202１年５月

RDA たま

C 課目講習会

＜RDA 活動の実際＞（ログブック作成・審査）
場

所：

RDA たま

日

時：

202１年 5 月 22 日・23 日

定

員：

８名

タイムスケジュール：
1 日目
8：00
8：30
8：45
9：00～12：３０
12：30～13：15
13：15～17：30
17：30～18：00
18：00～19：00
2 日目
8：00
8：30
8：45
9：00～12：30
12：30～13：15
13：15～17：30
17：30～18：00
18：00～19：00

横浜市青葉区元石川町 7513 番地
中田動物病院『青い風牧場・マーチ牧場』

※コロナの影響で、日程や内容は一部変更の可能性があります
開場
受付開始
プランニング提出（一週間前に提出）
実技会場へ移動
開会
講師他紹介、注意事項・説明他
Am 講習会（休憩含む）
昼食
実技会場へ移動
Pm 講習会（休憩含む）
振り返り
質疑応答
終了予定

開場
受付開始
プランニング提出
実技会場へ移動
注意事項・説明他
Am 講習会（休憩含む）
昼食
実技会場へ移動
Pm 講習会（休憩含む）
振り返り
質疑応答
修了証授与式
終了予定

＊事前のプランニング提出について
講習会 10 日前、前後に講習会で使用される障がい者モデルを事務局よりメールでお送り致し
ます。その中から 2 例を選択し、プランニングを作成、講習会 1 週間前までに事務局へメール
で提出して下さい。（フォーマットあり）
※講習の参加について
活動経験の講習ですので、実際にプランニングを行い、実際に活動を行います。
インストラクターとして参加する気持ちで、服装（手袋やヘルメット等）などはご自分でご用
意ください。
※当講習会はインストラクター「C 課目活動試験」の対象になります。作成したログブックはイ
ンストラクター申請に利用可能です。
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主催：特定非営利活動法人 RDAJapan
この度、RDA Japan B 級インストラクター、アシストインストラクターを目指している方を対象に、
人材育成養成課程の課目となる試験を下記の通り実施いたしますのでご案内いたします。

【日

時】 ２０２１年５月２２日・2３日

【会

場】 〒225-0004 神奈川県横浜市青葉区元石川町 7513 番地
『青い風牧場』 詳細は 中田動物病院 ＨＰ参照

【受験資格】

C 課目活動講習会へ参加される方。
障がい者乗馬のインストラクターを目指して実際にセラピー活動に携わってい
る方で RDA および RDA Japan の理念に基づき、RDAJapan 会員としてセ
ラピー活動に貢献してくださる方。
※RDAJapan 会員として会費納入の確認をお願いいたします。

【内

容】 ホースセラピー（障がい者乗馬）活動に関する試験
（活動講習会中にインストラクターとしての経験レベルの試験(審査)を行います。
これにより、レベルアップを測るための講習会参加がさらに必要か否かが決定さ
れます。）

【試験料】
【申

２,000 円

込】 申込用紙に必要事項を記入の上、ＲＤＡ Japan 事務局 宛に
e-mail またはＦＡＸにてお申し込みください。
※申込書は HP よりダウンロード可能。http://www.rdajapan.or.jp/
＜事務局＞〒194-0034 東京都町田市根岸町 1007-4
ＴＥＬ：080-6519-7818 ＦＡＸ：042-793-2510 e-mail：rda@rdajapan.or.jp

【締

切】 令和３年５月 1５日（日）
※受験料は５月 17 日（火）までにお近くの郵便局にて郵便振替でご送金ください。
振り込み先：ゆうちょ銀行

口座番号／00100-4-32279 口座名義／RDA Japan

【その他】
新型コロナウィルス感染拡大防止対策実施の為、開催期間前(1 週間分)、期間中は
体調管理表の提出をお願いいたします。咳・発熱など体調の変化が見受けられる場
合は受験見合わせをお願いする場合もあります。ご了承ください。
B 級インストラクター取得には認定試験(全課目)合格と以下の基準をクリアすることが必要です
・ A 級もしくはＢ級インストラクターの指導の元で障がい者乗馬の活動時間が 100 時間以上を有し、
RDA Japan 認定講習会に参加していること。
・ 日本馬術連盟の騎乗者資格Ｃ級以上、又は全乗振の技能認定審査馬場 3 級以上を有すること
・ 日本赤十字社、又は各消防署などの救命救急法講習を修了すること。
・ 満 20 歳以上の者（20 歳以下での受験は可、20 歳以降認定）。
・ B 級インストラクターの認定試験に合格すること。
・ RDA および RDA Japan の理念に基づき RDA の活動を啓発し、かつ指導が出来ること
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