
  

  

  

  

  

  

  

アコちゃん  あんずちゃん  ガウディくん  かりんちゃん  キュートくん  きらりちゃん      きりちゃん  空
く う

くん  クッキーくん  ケンくん    

  

  

  

      

  

    

  

    

      

  

  

種類
しゅるい

::  トイプードル  種類
しゅるい

::  柴犬  種類
しゅるい

::  トイプードル  種類
しゅるい

::  –ﾐ∆ﾆ¡ﾁ≠ｭ±ｱ¿ﾀfiﾞØｯ∏ｸΩｽΩｽ—ﾑ∞ｰΩｽ  種類
しゅるい

::  トイプードル  種類
しゅるい

::  –ﾐ∆ﾆ¡ﾁ≠ｭ±ｱ¿ﾀfiﾞØｯ∏ｸΩｽΩｽ—ﾑ∞ｰΩｽ      種類
しゅるい

::  ボーダーコリー  種類
しゅるい

::  柴犬  種類
しゅるい

::  –ﾐ∆ﾆ¡ﾁ≠ｭ±ｱÀﾋÃﾌflﾟ∞ｰƒﾄfiﾞŸﾙ  種類
しゅるい

::  Ωｽ¿ﾀ›ﾝ¿ﾀfiﾞ∞ｰƒﾄfiﾞÃﾌflﾟ∞ｰƒﾄfiﾞŸﾙ  

ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  中型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬      ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  中型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  中型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  大型犬  

  

資格
しかく

::  AAAADD  資格
しかく

::  

PPAADD  

CCDDXX//BBHH//OOBB11  

GG..TT..CCHH  
資格
しかく

::  
SSPPAADD  

CCDD22  資格
しかく

::  
SSPPAADD  

CCDD11  資格
しかく

::  
SSPPAADD  

CCDD22//BBHH  資格
しかく

::  

PPAADD  

CCDD22//BBHH    

TT..CCHH  

    資格
しかく

::  
SSPPAADD  

CCDD22  資格
しかく

::  
AAAADD  

CCDD22  資格
しかく

::  
AAAADD  

BBHH  資格
しかく

::  
PPAADD  

BBHH  

                                                

  ゴリくん  桜子
さ く ら こ

ちゃん  さすけくん  ジルくん  シロップくん    セナくん  ちびくん  チョコちゃん  チョコりんくん  なつめちゃん  バニラくん  
          

  

            

  

種類
しゅるい

::  トイプードル  種類
しゅるい

::  –ﾐ∆ﾆ¡ﾁ≠ｭ±ｱºｼ≠ｭ≈ﾅ≥ｳªｻfiﾞ∞ｰ  種類
しゅるい

::  コーギー  種類
しゅるい

::  トイプードル  種類
しゅるい

::  トイプードル    種類
しゅるい

::  –ﾐ∆ﾆ¡ﾁ≠ｭ±ｱºｼ≠ｭ≈ﾅ≥ｳªｻfiﾞ∞ｰ  種類
しゅるい

::  ポメラニアン  種類
しゅるい

::  –ﾐ∆ﾆ¡ﾁ≠ｭ±ｱ¿ﾀfiﾞØｯ∏ｸΩｽ€ﾛ›ﾝ∏ｸfiﾞ  種類
しゅるい

::  トイプードル  種類
しゅるい

::  トイプードル  種類
しゅるい

::  トイプードル  

ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  中型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬    ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  

資格
しかく

::  
PPAADD  

CCDD11  資格
しかく

::  

SSPPAADD  

CCDD33//  BBHH  

GG..TT..CCHH  
資格
しかく

::  
SSPPAADD  

CCDD22  資格
しかく

::  AAAADD  資格
しかく

::  
PPAADD  

CCDD22  
  資格

しかく

::  
AAAADD  

CCDD22  資格
しかく

::  
AAAADD    

CCDD11  資格
しかく

::  

PPAADD  

CCDD22  

BBHH  
資格
しかく

::  
SSPPAADD  

CCDD22  資格
しかく

::  
PPAADD  

CCDD11  資格
しかく

::  

PPAADD  
CCDD33//BBHH//OOBB11  

GG..TT..CCHH  

                                                
  

陽
ひなた

くん  ぷりんくん  ボブくん  ボンボンちゃん  ミルキーくん  モッチくん    ゆきちくん    ゆめちゃん  りえるちゃん  ロックちゃん  

  

            

  

        

種類
しゅるい

::  –ﾐ∆ﾆ¡ﾁ≠ｭ±ｱºｼ≠ｭ≈ﾅ≥ｳªｻfiﾞ∞ｰ  種類
しゅるい

::  トイプードル  種類
しゅるい

::  Ωｽ¿ﾀ›ﾝ¿ﾀfiﾞ∞ｰƒﾄfiﾞÃﾌflﾟ∞ｰƒﾄfiﾞŸﾙ  種類
しゅるい

::  トイプードル  種類
しゅるい

::  トイプードル  種類
しゅるい

::  トイプードル    種類
しゅるい

::  トイプードル  種類
しゅるい

::  –ﾐ∆ﾆ¡ﾁ≠ｭ±ｱ¿ﾀfiﾞØｯ∏ｸΩｽ€ﾛ›ﾝ∏ｸfiﾞ  種類
しゅるい

::  トイプードル  種類
しゅるい

::  トイプードル  

ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  大型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬    ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  ªｻ≤ｲΩｽfiﾞ::  小型犬  

資格
しかく

::  

PPAADD  

CCDD22  

TT..CCHH  
資格
しかく

::  

PPAADD  

CCDDXX  

TT..CCHH  
資格
しかく

::  SSPPAADD  資格
しかく

::  

PPAADD  

CCDD22  

BBHH  
資格
しかく

::  

PPAADD  

CCDDXX//BBHH    

GG..TT..CCHH  
資格
しかく

::  

SSPPAADD  

CCDDXX//GG..TT..CCHH  

京都府嘱託警察犬  

  資格
しかく

::  
PPAADD  

CCDD22  資格
しかく

::  
PPAADD  

CCDD11  
資格
しかく

::  
PPAADD  

CCDD22  資格
しかく

::  

AAAADD  

CCDD22  

TT..CCHH  
                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

の セラピードッグセラピードッグたちたち   
T h e r a p y  D o g s ＮＰＯ法人  アンビシャス  

ぼくのツイッター 
“ｋｅｎの日記”見てね！ 
https://twitter.com/ken33dog 

  

ぼくたちは、毎年 
人間のパパ・ママと一緒に 
専門の先生に教わって、 
お勉強しているよ！ 

 
活動レポート更新中！    ＨＰ：http://npo-ambitious.com/          ツイッター：https://twitter.com/npo_ambitious 

                     

社福健光園 ももやま（伏見区） 社福健光園 建光園（右京区） 洛和会 洛和ヴィラアエル（山科区） 洛和会 洛和ヴィラ桃山（伏見区） 医療法人稲門会 しずハウス（左京区） 日本バプテスト病院 ホスピス病棟（左京区） 
柊野福祉会 特養柊野ホーム（北区） 柊野福祉会 特養ヴィラ上賀茂（北区） 一般財団法人薬師山病院（北区） 桃仁会病院 サテライト老健桃寿苑（伏見区） 医療法人三幸会 北山病院（左京区） ケアサポートセンター岩倉長谷（左京区） 
有料老人ホーム アーバンヴィラ四条大宮（下京区） 有料老人ホーム アーバンヴィラ千本笹屋町（上京区） 居宅介護 エクセレント東山（東山区） 医療法人社団 神野医院（宇治市） 社福不動園 天ケ瀬苑（宇治市） 社福乙の国福祉会 特養旭が丘ホーム（長岡京市） 
社福和光会 特養梅林園（城陽市） 社福楽樹 特養湖の花（大津市） 社福一善会 特養安土やすらぎの郷（近江八幡市） 社福一善会 特養赤煉瓦の郷（近江八幡市） 社福栗東社会福祉協議会 老福やすらぎの家（栗東市）  社福滋賀県聴覚障害者福祉協会 びわこみみの里（守山市）  
学校法人光華女子学園 光華小学校（右京区） 学校法人京都女子学園 京都女子大学附属小学校（東山区） 京都府立聾学校（右京区） ●京都市立朱雀第三小学校（中京区） ●京都市立錦林第三小学校（左京区） ●京都市立南太秦小学校（右京区） 
●京都市立葛野小学校（右京区） ●京都市立正親小学校（上京区） ●京都市立納所小学校（伏見区） ●京都市立竹田小学校（伏見区） ●京都市立美豆小学校（伏見区） ●京都市立久我の森小学校（伏見区） 
●京都市立太秦中学校（右京区） ●京都市立桃陽総合支援学校（伏見区） 滋賀県立聾話学校（栗東市） 守山市立吉身小学校（守山市） 守山市立守山北中学校（守山市） 草津市立草津中学校（草津市） 
   ※ ●印：京都市主催の動物愛護出前講座「きょうとアニラブクラス」の協力団体として訪問 
      

 

 
 

ぼくたちの活動を支える 
寄付はいつでも大歓迎です！！ 

賛助会員も募集中！！ 
下記お問い合わせ先への	 
ご連絡お待ちしています。	 

	 

☆寄付  一口  千円（一口以上） 
☆賛助会員 
  入�会金  三万円【個人・団体】 
  年会費  一口  一万円（一口以上） 
☆振込先  ゆうちょ銀行 
  記 号  1144440000   番号  3300773355883311 
  加入�者名  特定非営利活動法人アンビシャス 

お問い合わせ／連絡先  

NNPPOO法人  アンビシャス  
〒660044--88441177  京都市中京区西の京内畑町2266  

TTEELL    009900--99004466--55116600        FFAAXX    007755--884411--33889977  

MMAAIILL      ooffffiiccee@@nnppoo--aammbbiittiioouuss..ccoomm  

HHPP--UURRLL        hhttttpp::////nnppoo--aammbbiittiioouuss..ccoomm  

ぼくたちを応援してね！！ 
 
 
 
 
 
 
 

ぼくたちのこれまでの訪問先（順不同） 

資格の 
略称説明は 

裏面を見てね！ 



        

    

    

    

  

わたしたちNNPPOO法人  アンビシャスは、  
11999999年に任意団体から発足、22000044年４月からは NNPPOO法人として  

京都・滋賀を中心にドッグセラピー活動を続けています。  

22001133年度には、累積訪問活動回数が11000000回を越えました。  

年間を通して、高齢者や児童向�け社会福祉施設、病院、学校等へ  

訓練を重ねたセラピードッグとオーナーが訪問する活動をしています。  

22001122年度から京都市主催「きょうとアニラブクラス」に協力しています。 

活動レポート更新中！ ＨＰ：http://npo-ambitious.com/  ツイッター：https://twitter.com/npo_ambitious 

アンビシャスドッグセラピー活動〜Ambitious's Dog-Therapy-Acts〜認定資格 
NNPPOO 法人アンビシャスがドッグセラピー活動を行なう際に、オーナーとそのペットのレベルを見極め認定します。 

毎年、レベルの維持・向�上、活動への参加程度に応じて資格更新します。 
 
 
 
 
 
 
 

セラピードッグの資格は、国内では公的なきまりがありません。そのため、ＮＰＯ法人アンビシャスでは、質の高いドッグセラピー活動を実現するために、毎年、独自の研
修や、日常的に専門家による訓練等を行い、一定のレベルに達したオーナーとそのペットにＮＰＯ法人アンビシャスの独自基準で資格認定をしています。 

ぼくたち・わたしたちの資格・賞歴について 
 
 
 
 
 
 
 

初等ランク 
AAAADD  

Associate of Ambitious's Dog-Therapy-Acts  
基本的レベルの達成・維持 
活動への参加経験の積み重ね 

 CCDD〜Companion Dog〜 
（家庭犬訓練試験） 

家族・社会の一員として基本的なしつけが 
身についているかを確かめる JKC※１認定試験。 

人と犬が一組となり、一組毎に試験を実施。 
「座れ」「伏せ」「待て」などの基本的動作に加え、 

紐無しで人の左脇にぴったりとついて歩く、 
離れた位置から呼び戻す等の課目をこなします。 

CD１：初等科 規程全 5 課目  
CD２：中等科 規程７課目と自由選択 3 課目、全１０課目 
CD３：高等科 規程 14 課目と自由選択 6 課目、全 20 課目 
CDX：大学科 規程 20 課目と自由選択 10 課目、全 30 課目 

中等ランク 
PPAADD  

Partner of Ambitious's Dog-Therapy-Acts  
レベルの向�上・継続維持 

活動への参加実績４年以上程度 

高等ランク 
SSPPAADD  

Senior Partner of Ambitious's Dog-Therapy-Acts 
レベルの向�上・継続維持 

活動への参加実績７年以上程度 

 TT..CCHH〜Training Champion〜 
JKC 訓練競技会に出場し、競技得点 95%以上を収めた場合に

付与されるチャンピオンポイントを積み重ねて、 
20 ポイント以上取得した場合に付与される称号。 

CD２以上が必須条件。 

GG..TT..CCHH〜Grand Training Champion〜 
JKC 訓練競技会に出場し、競技得点 95%以上を収めた場合に

付与されるチャンピオンポイントを積み重ねて、 
60 ポイント以上取得した場合に付与される称号。 
T.CH 取得及び CD3 以上の訓練競技会に出場し 

メジャーチャンピオンポイントを取得することが必須条件。 

 OOBB〜Obedience〜 
（服従訓練試験） 

人との信頼や調和の関係を確かめる総合試験。 
人（指導手）と犬が一組となり、訓練競技会において

複数の組で実施する JKC 認定試験。 
他の犬がいても、指導手と犬との信頼の上で行動で
きることを確かめる。欧州で普及している国際資格。

CD2 以上が受験要件。 
指導手と犬とが離れた位置での「伏せ」、「座れ」、
「待て」、呼び戻しの指示、障害物の飛び越えなど、 

10-11 課目の規定で、OB１、OB２、OB３の順に 
難度が高くなる試験です。 

  BBHH〜Begleit hund prufung〜 
（同伴犬訓練試験） 

まち中や公共の場で、安全で他人に迷惑をかけない 
社会性習得の確認試験。 

欧州（主にドイツ）で普及している国際資格。 
人（指導手）と犬が一組となり、訓練競技会において

複数の組で実施する JKC 認定試験。 
人と犬との基本的な信頼や調和の関係の確認に加え、

大勢の人やジョギング中の人とのすれ違い、 
自転車や自動車と一緒の通行、他の犬との遭遇など

暮らしの中の交通環境下で、指導手が適切に 
犬を指導し、落ち着いた態度を取れるかを確かめます。 

 ペットを飼っているオーナーの方へ 
 

ＮＰＯ法人アンビシャスのドッグセラピー活動への参加を希望される 
ペットオーナーの方は、以下へお問い合わせください。 

ＮＰＯ法人アンビシャスでは、質の高いドッグセラピー活動を行なうため、 
参加されるオーナーとそのペットに、以下の心構えをお願いしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※活動へ参加いただけないオーナーとそのペットへ資格のみの発行はで

きません。予めご了承ください。 

嘱託警察犬 
警察犬には、 

飼育管理と訓練を 
各都道府県警察が行なう直轄警察犬と、

一般の家庭や民間の訓練所で 
飼育管理と訓練を行なう 
嘱託警察犬がいます。 

嘱託警察犬は毎年審査会で選考します。
任期１年。 

ぼくたち・わたしたちのドッグセラピー活動に興味を持ってくださったみなさんへ 
 
 
 
 
 
 
 

 ＮＰＯ法人アンビシャスの活動の報道等 
 

★門川京都市長との意見交換 第 63 回おむすびミーティング  

  2013 年 8 月 9 日実施 

  http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000154705.html 

★公益財団法人 正力厚生会 がん患者団体助成事業 助成金交付（2012 年度） 

  読売新聞 2012 年 6 月 2 日掲載 

  http://shourikikouseikai.or.jp/works/kanja/shimen/20120620000491.html 

★京都新聞 特集 UP 地域の力 2009 年 12 月 22 日掲載 

  http://www.kyoto-np.jp/fukushi/column/chiiki/UP091222.html 

お問い合わせ／連絡先  

NNPPOO法人  アンビシャス  
〒660044--88441177  京都市中京区西の京内畑町 2266  

TTEELL  009900--99004466--55116600  
FFAAXX  007755--884411--33889977  

MMAAIILL      ooffffiiccee@@nnppoo--aammbbiittiioouuss..ccoomm  
HHPP--UURRLL        hhttttpp::////nnppoo--aammbbiittiioouuss..ccoomm  

（2014 年 6 月現在）  

 

 ペットを飼っていない方へ 
ペットを飼っていない方でも、 

ＮＰＯ法人アンビシャスの活動趣旨に賛同し、 
ドッグセラピー活動で訪問する施設や 

イベントでの活動をお手伝いしてくれる方を 
随時募集しています。 

これからペットを飼うことを考えている方や 
大学生も歓迎です。 

右下へお問い合わせください。 

 アンビシャスドッグセラピー活動の 
訪問を要望される方へ 

ＮＰＯ法人アンビシャスの活動趣旨に賛同し、 
訪問を要望される方（原則、施設・団体に限ります。）は、

右下へお問い合わせください。 
なお、活動体制の都合上、 

ご要望に添えない場合がありますことを、 
予めご了承ください。 

ぼくはトイプードルの 
モッチ！ 

日本一小さな警察犬だよ！ 
ドッグセラピー活動も 
がんばっているよ！ 

※	 1 JKC：一般社団法人 ジャパンケネルクラブ。犬種保護や登録のために血統証明証を発行している国際的な団体。また、犬の素晴らしさや犬と暮ら
す楽しさを広く伝えるためのドッグショー開催や、訓練資格試験、訓練競技会、トリミング競技会等を開催しています。（HP  http://www.jkc.or.jp） 

門川京都市長と 
  セラピードッグたち 

◆ＮＰＯ法人アンビシャスの活動趣旨に賛同すること。 
◆オーナーとペットの信頼や調和の関係を築くことに日々努力をすること。 
◆オーナーが、ご自身のペット以外の他の犬や、メンバーや訪問先での多

様な方々とのコミュニケーションを適切にとれる能力を有していること。 
◆オーナーとペットが一組となって、アンビシャスドッグセラピー活動の認定

資格取得をすること。 
  なお、CD１レベル或いは同等程度の基本的な社会性を身につけている

ペットであることを最低条件とします。 
◆毎年、アンビシャスドッグセラピー活動に一定程度参加すること。 

第６３回おむすび 
ミーティング 

2013 年８月９日 

ぼくたち・わたしたち、 
ドッグセラピー活動 
がんばってるよ！ 

 


