公益社団法人日本山岳ガイド協会認定

登山・自然ガイドになるための養成講座
登山ガイドステージⅠ・Ⅱ
自然ガイドステージⅠ・Ⅱ
スキーガイドステージⅠ

平成 30 年度

募集要項！

ご挨拶
東北マウンテンガイド・ネッワークは、山岳ガイド活動とともに、地域への貢献を意識した活
動（自然保護活動、山岳遭難救援活動や登山道整備、東日本大震災被災地支援活動など）
を展開しております。
当会のガイド養成講座は、『自然溢れる東北』、『“みちのく”と言われた東北』など失われ
つつある東北独特のイメージを基本に、“自然を慈しみ”、“その道程にある草花を楽しむ”な
ど日頃慣れ親しんでいる山々のよさを、時間をかけてじっくりと案内が出来る“登山・自然ガ
イド”の育成を目指しています。
そのため、プロガイドに求められる、自然解説能力、安全管理、危急時対応などを机上、実
技を交えたこの講座で学んでいただける内容としております。
本講座は、公益社団法人日本山岳ガイド協会資格認定実技検の免除項目ともなっており
ガイド養成指導員として認定を受けた東北マウンテンガイド・ネットワーク所属の経験豊富な
ガイドが講座を担当いたします。そのためライセンス取得の最後まで必要なアドバイスを行
うことができます。
是非お気軽にご相談いただき、ガイド資格の取得に挑戦いただければ思います。

東北マウンテンガイド・ネットワーク

代表

高村眞司

★ 登山ガイド・自然ガイド養成講座の特徴＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
本講座は、公益社団法人日本山岳ガイド協会（以下「ガイド協会」）が認定する自然ガイド
分野（自然ガイドステージⅠ・Ⅱ、登山ガイドステージⅠ・Ⅱ、スキーガイドステージⅠ）の二次
試験（実技検定）の免除規定に該当する、 【無積雪期ルートガイディング】、 【積雪期ルート
ガイディング】 、 【スキーガイドステージⅠ】 の養成講座となっています。
本講座を修了された方には、『認定養成指導者推薦』を致します。
併せて、この講座を受講することによって、二次試験検定講習科目（実技検定）の 【安全
技術】 【雪の安全管理技術】などの事前技術指導も受けることができ、不得意部分を克服
する、資格取得に向けた無駄のない内容となっています。
なお、相談により受講生の希望日に合わせた受験体制も整えています。
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★

わたくしたちが、お手伝いさせていただきます！ ＝＝＝＝＝＝＝

〇高村 眞司
タカムラ シンジ 1960 年生
資格区分：山岳ガイドⅡ ・スキーガイドⅡ
山形県村山市 在住
『山を知るー山に学ぶ』を基本にガイドを心がけています。１６歳から山登りをはじめ、東北や国
内の冬の山々を多数経験。一緒に高みを目指してみませんか。
四季を問わず東北の山々でガイド活動しています。東北の山の魅力、安全登山情報をお伝えで
きればと思っています。
・（公社）日本山岳ガイド協会実技検定員、同危急時対応技術指導員 ・国立登山研修所講師
・東根市山岳遭難救援隊
・環境省自然公園指導員
・山岳ガイド事務所 オフィスモンターニュ 主宰
〇小野 信也 オノ シンヤ 1946 年生
資格区分：山岳ガイドⅠ 秋田県仙北市田沢湖 在住
仙北市「山の案内人」ガイド事務所代表。地元秋田駒ヶ岳をはじめ北東北の山々のツアーを担当
中高年の安全登山や競技登山の指導経験を持つベテランガイド。
・秋田県山岳連盟理事 ・山の案内人ガイド事務所代表 ・仙北市山岳遭難救助隊隊員
〇後藤 千春 ゴトウ チハル 1959 年生
資格区分：登山ガイドⅡ 秋田県能代市 在住
丹沢で山を覚え、谷川岳で鍛えられ、北アルプスと北海道で山の楽しさと怖さを知り、東北
の山で深い癒しを得ています。疲れない登り方と危険回避、そして山の楽しさを演出するガイドで、
東北の山をはじめ、北海道、関東上信越、八ヶ岳、北アルプスなどをご案内しています。
・（公社）日本山岳ガイド協会試験委員、同実技検定員、同危急時対応技術指導員
・森林インストラクター ・（一社）秋田白神コミュニケーションセンター代表理事
〇真鍋 雅彦 マナベ マサヒコ 1962 年生
資格区分：山岳ガイドⅠ・スキーガイドⅡ 山形県山形市 在住
月山のブナに魅せられてガイドを始め、ブナの森を拠点として東北の山々を歩き、自然の素晴
らしさを伝えています。
・（公社）日本山岳ガイド協会実技検定員
〇佐藤 裕之 サトウ ヒロユキ 1973 年生
資格区分：登山ガイドⅡ・スキーガイドⅠ 秋田県仙北市田沢湖 在住
秋田で生まれ育ちましたが、スケールの大きな自然を求めて長野、カナダ、北海道で、アウトド
アガイド、スキーパトロールとして活動してきましたが、様々な土地に住み、自然を見て、地元秋田
の素晴らしさを再認識。１年を通じて田沢湖そして秋田の自然を多くの人と楽しんでいけるような
活動を心がけています。
・JAN 雪崩業務従事者レベル１ ・日本リバーガイド協会認定試験合格
・カナダ BC 州ファーストエイド レベル３取得
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝事務局＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
〇狩野 浩
カノ ヒロシ 1954 年生
資格区分：登山ガイドⅡ
宮城県栗原市 在住
栗駒山の麓に暮らし、多種の登山ガイドのほかに、H27 年度に認定された栗駒山麓ジオパークの
ガイド部会委員として企画やガイド養成にも携わっている。また、国立花山少年自然の家研修指導
員として子供たちの野外活動指導も行う、自称まじめなガイド。
・宮城県山岳遭難救助隊員 ・環境省自然公園指導員 ・文科省自然体験活動指導者
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平成 30 年度東北マウンテンガイド・ネットワーク
登山・自然ガイドになるための養成講座
１）主

催：東北マウンテンガイド・ネットワーク（東北ネット：TMGNet.）

２）概

要：登山・自然ガイド受験対策カリキュラム

日
程
第一回
H30. 8.24(金)
～26(日)
2泊3日
第二回
H30.10.19( 金 )
～21(日)
2泊3日
第三回
H30.12.14( 金 )
～16(日)
2泊3日
第四回
H31. 1.28 月)
～2. 1(金)
4泊5日
第五回
H31. 2. 9(土)
～1１(月)
2泊3日
第六回
H31. 2.22(金)
～ 24(日)
２泊３日

開

催

地

内

容

宿泊予定地

受講料

無積雪期ルートガイディング講習・検定
秋田県
利本荘市
鳥海山
周辺地形

岩手県
大迫町
早池峰山
周辺地形

宮城県
丸森町
岩岳
周辺地形

◆自然観察・安全管理技術・ガイド業務及びガイド業務関

連法・ロープ操作等含む
◆机上・宿泊：猿倉温泉 鳥海荘（予定）
＊登山ガイドステージⅠ・Ⅱ受験者の為の免除規定適用検定有り
◇受講料：45,０００円（宿泊費別途）

無積雪期ルートガイディング講習・検定
◆自然観察・安全管理技術・ガイド業務及びガイド業務関
連法・ロープ操作等含む
◆机上・宿泊：ホテル ベルンドルフ（予定）
＊登山ガイドステージⅠ・Ⅱ受験者の為の免除規定適用検定有り
◇受講料：45,０００円 （宿泊費別途）

無積雪期ルートガイディング講習・検定
◆自然観察・安全管理技術・ガイド業務及びガイド業務関
連法・ロープ操作等含む
◆机上・宿泊：国民宿舎 あぶくま荘（予定）
＊登山ガイドステージⅠ・Ⅱ受験者の為の免除規定適用検定有り
◇受講料：45,０００円 （宿泊費別途）

登山ガイドⅡ付帯資格・スキーガイドステージⅠ講習
秋田県
◆ガイディング・雪の安全管理技術・雪崩事故防止対策・
仙北市
ガイド業務及びガイド業務関連法・ロープ操作等含む
秋 田 駒 ヶ 岳 ◆机上・宿泊：秋田県立田沢湖スポーツセンター（予定）
周辺地形
＊スキーガイドステージⅠ受験者の為の免除規定適用検定有り
◇受講料：6８,０００円 （宿泊費別途）

積雪期ルートガイディング講習
秋田県
◆自然観察・雪の安全管理技術・雪崩事故防止対策・ガイ
仙北市
ド業務及びガイド業務関連法・ロープ操作等含む
秋 田 駒 ヶ 岳 ◆机上・宿泊：秋田県立田沢湖スポーツセンター（予定）
周辺地形
＊登山ガイドステージⅠ・Ⅱ受験者の為の免除規定適用検定有り
◇受講料：4８,０００円 （宿泊費別途）
山形県
山形市
蔵王龍山
周辺地形

積雪期ルートガイディング講習
◆自然観察・雪の安全管理技術・雪崩事故防止対策・ガイ
ド業務及びガイド業務関連法・ロープ操作等含む
◆机上・宿泊：ログハウス三百坊（予定）
＊登山ガイドステージⅠ・Ⅱ受験者の為の免除規定適用検定有り
◇受講料：4８,０００円 （宿泊費別途）
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３）募集対象
公益社団法人日本山岳ガイド協会認定ガイド資格検定試験受験予定者

４）募集人員
各回（各講座）

先着 10 名（最低開催人員：2 名

但し 4 名までは講師１名）

５）任意開催
各講座とも希望の日程で受講されたい方は１名から受け付けます。
但し、講師との日程調整が必要になります。
（参加者１名の場合は、受講料に 25,000 円が加算されます。）

６）受講料（前項、2 参照）
◎ 各回とも手数料 3,000 円が含まれます。
◎ 各回とも現地集合、現地解散で、宿泊費・食費は別途自己負担となります。
◎ 受講者は、アイゼン・ピッケル・ロープなどの登山用具を使用する山岳保険に
必ず加入して下さい。
（保険加入については講座開始前に確認する場合があります。）
◎ 参加申し込み後、やむを得ない事情で参加できなくなった場合は、以下の取り
消し料金が発生いたします。
開催当日の取消
受講料の 100％相当額
開催初日の 8 日前
受講料の 50％相当額
開催初日の 16 日前から 9 日前までの取消 受講料の 30％相当額
それ以前の取消
3,000 円

７）装

備

必要装備は各講座の最終案内書（集合案内）にてお知らせいたします。

８）受講申込
各講座開催日初日の 10 日前までに、受講申込書に必要事項を記入の上、事務局
宛、郵送もしくはメールにてお送りください。
講座開催決定後、事務局からの連絡により受講料を指定銀行口座へ受講者名義で
お振込みください。なお金融機関発行の【振込み控え】をもって領収の証とさせて
いただきます。
《メール送信先》東北マウンテンガイド・ネットワーク事務局

tmgn99@gmail.com
《振込口座》

きらやか銀行 さくらんぼ東根支店 普通口座 1043196
名義：東北マウンテンガイド・ネットワーク

９）連絡先
東北マウンテンガイド・ネットワーク事務局
事務局長：狩野 浩
住所：宮城県栗原市栗駒岩ケ崎六日町８０
℡ 090-5187-3587
メールアドレス：tmgn99@gmail.com
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平成３０年度東北マウンテンガイド・ネットワーク
登山・自然ガイドになるための養成講座受講申込書
申込日 平成
フリガナ

〒
住

月

日

生
年
月
日

性
別

氏 名

年

－

所

連絡先
緊急連絡先

TEL
携帯電話

FAX
E-MAIL

氏 名:
TEL:

(本人との続柄）
：
FAX:

受講希望するガイド資格（いずれかに〇）
１．自然ガイド
２．登山ガイド
①ステージⅠ
①ステージⅠ
②ステージⅡ
②ステージⅡ
実施日（いずれかに〇）
１．無積雪期
第一回 H30. 8.24(金) ～ 8.26(日)
第二回 H30.10.19(金) ～ 10.21(日)
第三回 H30.12.14(金) ～ 12.16(日)
その他希望月日
（
）
３．付帯資格スキーガイドⅠ
第四回 H31. 1.28(月) ～ 2. 1(金)
その他希望月日
（
）

３．スキーガイド
①付帯資格ステージⅠ

２．積雪期
第五回 H31. 2. 9(土) ～ 2.11(月)
第六回 H31. 2.22(金) ～ 2.24(日)
その他希望月
（

アンケート（必ず記入願います）
１．最近 2 年間に行った主な登山のコース、ルートを以下の季節毎にお知らせください。
無積雪期

積雪期

２．山岳会、同好会などに加入していれば会のお名前をお知らせください。

この申込書は、郵送もしくはメールにてお送りください。
同時の所定の受講料をお振込み願います。
5

）

