
2017 ジャパンシュッツフントクラブ 総会議事録 2017.07.09

北海道

サマーセミナー

8 月～9 月予定（6 月中に詳細決定）

IPO 実技 講師 山口郁夫

D1 開催について。

富士 朝霧アリーナ 11 月末希望

小浜めぐみ

東京

ＬＧ東京総会

ＬＧ東京、豊田です。

今回は全員が集まれる時間が取れないのでメールで意見を募る形で総会としま

した。

ＬＧ東京としての回答は、以下の通りです。

◆Ｄ１の開催時期と場所

→時期は、例年通り 11 月末～12 月始め頃を希望。

場所は静岡（朝霧）希望の方が多数でした。

◆サマーセミナー

→9月半ば～10 月末の暑くない時期で、2018 年からの新規定で変わることが確

定している部分についての講習。その他実技指導。

◆その他、質問



→ギュンター・ディーゲル氏が来日して IPO の 2018 年の規定改正について講

話していただくという案もあるやと伺っておりますがその件はどうなっている

のでしょうか？

…以上です。

一応、会員の皆さんから頂いた回答も添えます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

D1 の開催に関しては特にありません。ぜひおききしたいのが、2018 年度から

はじまる新規約に関して細かく聞きたいと思います。特に若い犬を育てるにあ

たり、やるべきことは何が必要か？お手数かけます。よろしくお願いします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

D-1 の開催場所について、静岡(近いので)希望です。

サマーセミナーは、昨年暑かったので、今年は暑い時期を避けてお願いしたい

です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

議題 2 について、暑さが収まった 9 月後半あるいは 10 月前半頃を希望します。

内容については開催時期に新規定の内容が確定していれば規定の講習、

まだ確定していないようであれば実技セミナーを希望します。

よろしくお願いします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

議題 1 の D-1 開催の件は、昨年同様に 12 月始めに、朝霧アリーナか九州で、お

願いしたいと思います。

議題 2 のセミナーは、来年から、新規定になるので、実技を入れてお願いした

いと思います。

私の都合で、セミナー開催は 10 月中旬以降が、希望です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊



◆議題１◆

・2017Ｄ-１の開催時期と場所について

開催時期は例年通り（１１月後半～１２月）の時期を希望します。

場所は、静岡～岐阜、関西位までだと望ましいです。

◆議題２◆

・2017 年のサマーセミナーをどのような形で行うか（講習 or 実技）と、希望す

るセミナー内容、実施時期について

防衛のトレーニング時の犬の意識について。どう捉えて考えていくものなのか、

実技を交えながら益田先生のお考えを聴いてみたいです。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆議題１◆

・2017Ｄ-１の開催時期と場所について

開催日については特に希望はありませんが、朝霧辺りでやっていただくと比較

的近いので助かります。

◆議題２◆

・2017 年のサマーセミナーをどのような形で行うか（講習 or 実技）と、希望す

るセミナー内容、実施時期について

内容に関しては、Ⅲにマトを絞って規定の講習をお願いしたいとおもっていま

す。時期に関しては特に希望ありませんので、ほかの方々に合わせてください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

D-1 の開催場所に関しましては、朝霧を希望します。

サマーセミナーに関しましては、暑さを考慮し、9 月末頃か 10 月中旬頃を希望。

曜日はお任せします。

内容は、来年から変わる予定の規定の内容を知りたいと思っています。



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆議題１◆

・2017Ｄ-１の開催時期

この件については 11 月末から 12 月初旬、場所については朝霧アリーナを希望

致します。

今年に関しては、韓国でというアイデアもあるかもしれませんが、半島情勢が

厳しい状況下にあるので危険である上、本年に関しては特に韓国で開催する必

要と条件がないと考えておりますので反対致します。

◆議題２◆

・2017 年のサマーセミナーをどのような形で行うか（講習 or 実技）と、希望す

るセミナー内容、実施時期について

できれば、実技及び試験を少し暑さが落ち着いた環境下…秋にでも開催してく

ださるとありがたいです。LG 富士が表明してくださっているのでそこで私自身

は試験を受けたいのですが、万が一私の仕事上のスケジュールで受験できない

ときにもう一つの受験の可能性があるといいという希望的な要望です。

ギュンター・ディーゲル氏が来日して IPO の 2018 年の規定改正について講話

していただくという案もあるやと伺っておりますがその件はどうなっているの

でしょうか？

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

D-1 は近いところでお願いできたらと思います。

セミナーは申し訳ありませんがよくわからないので…

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

よろしくお願いします。

富士



LG 富士は、2017 Dー1 開催は 10 月の後半から 11 月中の朝霧高原が良いと言

う事になりました。

サマーセミナーは 9 月〜10 月頃、出来ましたら 2 日間の開催として、1 日目は

IPO の実技セミナーで 2 日目に試験をしたいと思っています。

世界大会の事もありますので、益田先生の都合の良い日に組んで下さい。

よろしくお願い致します。

LG 富士 会長 木川 武光

関西

○2017 年 D-1

日程

去年と同じ時期で。

場所

朝霧高原

提案

各 LG は毎年近場での開催を希望されてるようなので、D-1 をどのような競技会

にするかではないでしょうか？

集まり易い競技会にするなら朝霧か岐阜で。

持ち回りの競技会にするならローテーションで。

例外がある場合、開催場所話し合いで。

新しい開催場所は募集。費用や会場の条件良ければローテーションに追加。

防衛ヘルパーも同じ人ではなく違う方でお願いしたいという意見もありました。

○サマーセミナー

日程、8 月 5 日

場所、泉北ドッグスクール

講師、益田晴夫氏



内容、前回と同じで、実技+審査基準

○その他

複数の血統書の問題解決。

という意見がありました。

九州

こんばんは石原です。

クラブでの話し合いの結果、以下のようになりました。

まず、今年の D-1 開催 の件ですが、時期は 11 月 一杯～12 月一週目を希望し

ます。

場所は昨年同様福岡希望ですが、実は韓国側から

是非とも今年は韓国で開催したいと言う申し出がありました。確かに日本から

の出場は減るかとは思いますが、D-1 がアジア大会ということもあり、また交流

をはかるという面からも、数年に一度は海外での開催も良いのではないかと思

います。

それから、国内の IPO の競技会と言えば、D-1 か選考会か JKC 主宰のものかと

言った感じで、開催数は決して多くはないですので、初めて IPO の競技会に出

すアマチュアの方や、ちょっと力試しで競技形式でやってみたい、という人に

とって、もう少し気軽に出せるコンペがあっても良いのかもしれません。

言わばビッグタイトルである D-1 や選考会以外に、もう少し気軽に出せる練習

試合的な競技会を年に１～2 回開催しても良いのではないでしょうか？

あとサマーセミナーですが、いつも屋外で行っておりますので、涼しくなる 10

月～11 月頃が希望です。

内容は、新しく施行されるシェパード犬の繁殖規定や IPO の新規定についてお

願いしたいと思います。

最後に、これはシュッツフントクラブとはあまり関係ないことかもしれません

が、WUSV 世界選手権の日本代表選手のユニホームをつくるときに、スポンサ

ー(個人．企業．訓練所等々)を募集し、そのロゴをユニホームに入れ、一般にも



販売し、その広告費や売上を選手の渡航費に充てるようにするというのはいか

がでしょうか？

犬具メーカーやブランドもののウェアーだったら、選手以外にも着たいと言う

人はいると思いますので。。

まとめ

2017 年の D-1 開催地は静岡県朝霧アリーナ

開催日は 11 月から 12 月第一週で調整する

2018 年からは開催地は持ち回りとする。台湾、韓国を含めて、さらに国内にお

いても新しい候補地があればローテーションに加える。

今後の候補地：九州、岐阜、台湾、韓国、静岡

初めて IPO の競技会に出すアマチュアの方や、ちょっと力試しで競技形式でや

ってみたい、という人にとって、気軽に出せる練習試合的な競技会を各 LG で、

できるだけ開催してください。

WUSV 代表ユニフォームの件で、具体的なアイデアがある方は、シュッツフン

トクラブまたは SVJ にご連絡ください。

まとめに対する返信 LG 北海道 2017.06.26 -------------

小浜です。こんばんは！

セミナーの日程、9 月 30 日（土）10 月 1 日（日）の 2day に決まりました。

夏にやりたかったのですが、都合が付かずこの日程で収まりました。

総会のまとめを皆に確認してもらいましたが、特に変更点は無いとの事です。

宜しくお願いします。

まとめに対する返信 LG 九州 2017.06.26 -------------

こんばんは。LG 九州の石原です。



D-1 開催時期は 10 月最終週以外でしたら、九州はいつでも大丈夫です。

場所は、今年は朝霧高原で、という希望が多いということですので、それに従

います。

ただ、近い行きやすいという理由だけで決めてしまうのはどうかと思います。(確

かに大事な要素ですが)

良い競技会ができるか？ということがそれと同じぐらい大事な要素だと思いま

す。

それから、既存の場所だけでなく、新たな競技会場の開拓にも賛成です。例え

ばですが、北海道とか？

来年から開催場所を、海外も含めローテーションするということも良い案だと

思います。

固定の場所だけよりも、色んな意味で変化をつけることがまた D-1、ｼｭｯﾂﾌﾝﾄｸﾗ

ﾌﾞの発展にも繋がるのではないでしょうか？

ですので可能であれば、新しいヘルパー(クラブの内外を問わず)の起用も有りか

と思います。

また、広い追求場所の確保や会場使用料の面、宿泊施設激近…などから考えて、

WUSV の予選会を九州に持ってくるというのはいかがでしょうか？

時期は追求場所の条件が安定している２月下旬から３月中旬で。

ｼｭｯﾂﾌﾝﾄｸﾗﾌﾞで決められることではありませんが、一意見として。

以上です。


