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１、開催にあたって：
公益社団法人日本山岳ガイド協会の定める「ガイド資格認定制度規則」に順じ、自然ガイド資格、登山
ガイド資格）の資格取得希望者を対象とした筆記試験直前講習会を開催します。

２、受講対象と募集定員：
①本会のガイド資格認定試験を受験しようとする者。
②本会のガイド資格認定試験に合格し認定を受けた者で別の職能の受験を希望する者。
募集定員：４０名（先着）

３、講習会開催期日：平成２５年１１月

６日（水）

４、開催地：東京都新宿区四谷 スター貸会議室
東京都新宿区四谷１－８－６

ホリナカビル３０１号室（第２）

５、講習会受講料：受講料 ２８,０００円
受講料には、講師料が含まれます。
講習会会場までの交通費、食費、テキスト代は含まれません。
テキストをお持ちで無い方は事前に購入してください。（購入案内を参照のこと）

６、受講申込み：
① 受講希望者は、受講料を送金のうえ、申込用紙（別紙１）と送金控えのコピーとともに締切日必着
にて送付してください。（ＦＡＸ不可）
申込書着信と受講料入金確認をもって正式な受付とします。
郵送先：

振込先：

公益社団法人日本山岳ガイド協会 筆記試験事前講習会係
〒160-0008 東京都新宿区三栄町１８番地 丸藤ビル２階
電話：０３－３３５８－９８０６ ﾌｧｯｸｽ：０３－３３５８－９７８０
e-mail office@jfmga.com
三菱東京ＵＦＪ銀行 四谷(よつや）支店 普通預金口座 １１１９０２９
名

②

申込締切日

義

：

公益社団法人日本山岳ガイド協会

平成２５年１０月１５日（水）まで（同日必着）
募集は、先着順に受付け定員になり次第締め切ります。
募集定員４０名になり次第、締切日前であっても募集を締め切ります。
ご注意ください。

③

申し込み後、やむを得ない事情で参加できなくなった場合は、以下の取消料を徴収します。
・実施日の当日の取り消し・・・受講料の１００％
・実施日の８日前から前日までの取り消し・・・受講料の５０％
・実施日の１５日～９日前までの取り消し・・・受講料の２０％
・上記以前・・・１，０００円
取り消し発生日が休日 にあたるなどの理由で直接事務局と連絡が取れない場合は、ファックス送信または留守番
電話への録音で対応すること。 その場合、送信日、録音日を取り消し日とする。

７、集合案内について
開催日の７日前まで郵送いたします。
８、講習科目・スケジュール
時
間
１ 11/06
9：30～10：00
10：00～11：15
11：15～11：30
11：30～12：15
12：15～13：30
13：30～14：45
14：45～15：00
15：00～16：15
16：15～16：30

講
義
集合、受付：オリエンテーション
講義：ガイドの基礎知識
休 憩
講義：ガイド業務関連知識
休 憩（昼 食）
講義：ガイドの専門知識
休 憩
講義：安全管理技術
終了、解散

● 講習会会場：東京都新宿区四谷 スター貸会議室
東京都新宿区四谷１－８－６

●

ホリナカビル３０１号室（第２）

講習会のプログラムは変更される場合があります。

９、講習会に所持する標準装備
筆記用具
テキスト「当会発行 ガイドの基礎的知識教本」（お持ちでない方は、お買い求めください。）
テキスト「当会発行 山のファーストエイド教本」（お持ちでない方は、お買い求めください。）

（別紙
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公益社団法人日本山岳ガイド協会
〒160-0008東京都新宿区三栄町18番地
TEL: 03-3358-9806

丸藤ビル201号

FAX: 03-3358-9780

e-mail: office@jfmga.com

公益社団法人日本山岳ガイド協会
ガイドの基礎的知識教本 案内
目 次
はじめに
序章 自然ガイド・登山ガイドになろう
第１章 基礎的知識
１．自然環境保全に関する知識
２．宇宙と地球の基礎的知識
３．気象の基礎的知識
４．生物の基礎的知識
５．地形と地質の基礎的知識
６．スポーツ科学の基礎知識
７．農山村の歴史、民族、経済に関する基礎知識
８．山地、里地・里山に関する基礎知識
９．森林・林業に関する基礎知識
第２章 ガイド業務に関する法律
１．ガイドが持つ倫理観
２．ガイド業務に関する法律
３．エコツーリズムに関連する法律
第３章 安全管理の基礎
１．安全管理の基礎
２．危急時対応に関する知識
３．リスク評価とその方法
４．山岳事故の分析
５．救急救命知識の基礎
第４章 自然解説技術基礎
１．自然解説技術の必要性
２．自然解説の基本技術
３．基本的な解説の展開技術
４．タイプ別解説方法の技術
５．まとめ
参考文献

会員以外の方は

１冊・・・３０００円（送料込み）

お申込方法： ＊代金先払いとなります。
代金を銀行振り込みいただいた後に、所定の申込書を事務局へお送りください。
入金確認後に送付いたします。
お振り込み先：

三菱東京ＵＦＪ銀行

四谷支店

普通１１１９０２９

名義・公益社団法人日本山岳ガイド協会

公益社団法人日本山岳ガイド協会
〒160-0008東京都新宿区三栄町18番地
TEL: 03-3358-9806

丸藤ビル201号

FAX: 03-3358-9780

e-mail: office@jfmga.com

公益社団法人日本山岳ガイド協会
山のファーストエイド教本 案内
金田正樹著
目

次

はじめに
ファーストエイドの順序
第１章 ファーストエイドの目的
第２章 基本的な傷病者の評価の方法
第３章 心肺蘇生法ＣＰＲ
第４章 局所の観察と治療
第５章 頸椎損傷の処置
第６章 外傷
第７章 骨折
第８章 山で起こる病気、怪我とその処置
第９章 ガイドの心のケア
参考文献

会員以外の方は

１冊・・・３０００円（送料込み）

お申込方法： ＊代金先払いとなります。
代金を銀行振り込みいただいた後に、所定の申込書を事務局へお送りください。
入金確認後に送付いたします。
お振り込み先：

三菱東京ＵＦＪ銀行

四谷支店

普通１１１９０２９

名義・公益社団法人日本山岳ガイド協会

ＪＭＧＡガイドマニュアル・教本
購入申込書
公益社団法人日本山岳ガイド協会

御中

購入希望種類および冊数
ガイドの基礎的知識教本

冊

山のファーストエイド教本

冊

会員以外の方は
ＦＡＸ

氏

名

所

属

１冊３，０００円

03-3358-9780

ＴＥＬ

03-3358-9806

（当会会員の方は必ず記入ください）

連絡先（送付先）〒

Fax

℡

＊代金先払いとなります。
代金を銀行振り込みいただいた後に、この申込書を事務局へお送りください。
入金確認後に送付いたします。
お振り込み先：

三菱東京ＵＦＪ銀行

四谷支店

普通１１１９０２９

名義・公益社団法人日本山岳ガイド協会

↓

ＦＡＸ

０３－３３５８－９７８０

↓

平成２５年度筆記試験直前対応実践講習会参加者用

