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Contest's 
A leap 

Fairgoers watching 
Frank Buckland 
throw Frisbees to his 
Australian cattle dog， 
Jimmy， could easily 
have thought he was 
just outside， having 
fun on a sunny Satur-
day aftemoon. 

Little did most 
people know， the 
Alpo Canine Frisbee 

Disc Regional Championship was Buck-
land's first regional competition. 

"Ijust came here for 
the exp巴rience，"said 
Buckland of Pasadena， 
Md.， who placed白rstin 
the Northeast Open di-
vision at the New York 
Stale Fair's infield.“1 was a nervous 
wre氾k，but it worked out because the dog 
did the job." 

As Buckland's name was called， he said 
he “teared up." 

“1 exp配 tedto be at least 10th，" he 
said. Now， he， Jimmy and second-place 
winner Gail Miabella and her Australian 
shepherd， Austin， of New London， Conn.， 
will compete at the world championship in 
New York City in Oct~ber. 

“It was very competitive." champion-
ship director Peter Bloetne said of the 65 
comoetitors.“The difference between sec・
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YUKIHIRO SEKIGUCHI of Saitama， Japan. competes with his dog Rosa in the Alpo 
Canine Fri，sbee Oisc Regional Championship on Saturday at the State Fair. 

-チャレンジフリーフライト大会、公式レディース選手権の実施

・ディスタンスルール改定

.JFAグランドチャンピオンシップ2000開催

.JFAスタッフ関口行広氏、アメリカへ挑戦 日本人初の入賞をはたす!!
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ALPO Canine Frisbee disc Championships 

8/26/00・NortheastRegional -Syracuse， NY 

ALPO Canine Frisbee disc 

Northeast Regional 

Championship 

New York State F air 

Syracuse， NY 

Saturday， August 26，2000 

Winners are determined by doubling the second Freeflight score and adding 

Gail Mirabella & Austin (Australian Shepherd) 

Roger Mitchell & Jesse Jams (Mix) 

Yukihiro Sekiguchi & Rosa (Labrador)/JAPAN 

Hoke & Marley 17.517.51 7 

牢 NonU.S. Competitors (Dennis received bve into Final round) 



2001年より公式フリーフライト選手権に加え
チャレンジフリーフライト大会(以下チャレンジ‘フリーフライトと呼びます)、

公式レディース選手権を実施致しま宮二

はじめに

JFAはこの度、ピーター・ブルーム氏来日の際に協議の結果、

参加者レベルがある一定の基準に芯った事とアメリ力の本来の

フリーフライトという競技が間違った解釈のもとに行われよう

としている事に疑問を多く持った為、ピーター氏との協議の上、

アメリ力のフリーフライトルール(アメリ力では2000年度よ

り一部改定されております。)に、より近いJFAフリーフライト

ルールをピータ一氏合意公認のうえ制定致しました。

2001年度は新たな審査方法と基準のもとに正式公式競技と

しておこなって行きます。

尚、女性のための公式レディース選手権(ファイナルポイン卜

制)もusフィールドに於いて実施をいたします。御期待下さい。

ジャッジ‘と採点方法

フリーフライトには通常は4人のジャッジがあたります。

ジ、ヤツジは以下の4部門を基準lこ1人が1部門のみを審査にあた

ります。

その4部門とは、ディフイカルティー(技の難易度)、工クセ

キューション(技の完成度)、リーピング(犬自身の飛び、跳ね

る、機敏性等も含む)、コンビネーションです。全ての競技終了

後、 4部門を合算、合計で各プレーヤーの得点が算出されます。

また、フリーフライトは犬の種類、サイズ、ジ、ャンブ力など

全てに公平になるように審査方法と基準がきめられております、

もし、あなたの犬がジャンブを苦手とした犬であったとしても

他の技でカバーできる競技が本来のフリーフライトなのです。

現にフリスピードッグデモショーや皆さんの講師として来日

した事もあり、我々との深厚のあるピータ一氏の親友でアメリ

力の競技スタッフでもありますジ、工フ-ペリー氏はボルトとい

った技を使用せす、ワールドチャンピオンになりました。 98年女

性で初めてのワールドチャンピオンに芯ったメリッサ・ヒータ

ーも同じケースです。

本場アメリ力に於いてもフリーフライトの公認ジャッジは少数

です。ましてや日本においてアメリ力の正式な採点基準、採点方

法の講習をうけ内容を理解しているものはJFAスタッフの一部

に週ぎません。

審査方法と審査基準 (2001年度用、従来とほとんど同じ)

5枚のフリスピーテ、ィスク(以下フリスピー)を使い60秒以

上90秒以内に演技を行う。

人が犬に対してフリスビーを投げた時、または音楽 (COを使

用)が始まり 10秒経過した時点でスター卜を致します。

通常ジ、ヤツジ、は4人で行います、告ジ、ヤツジ、が10点満点を最高

とし得点をもち1人のジ、ヤツジ、が1つの部門(項目)のジ、ヤツジ、を

行います。それら4部門4名のジャッジの合計がそのチームのポ

イントとなります。

決して4名のジャッジが同じ対象で審査を行い、それらの合

計点より平均を算出するよう芯単純な方法ではありません。

審査4部門について

ディフイカルティー(難易度)

その犬の種類、サイズ等を考慮した上で、成功した技の難

易度の数で得点を決める。技は全体で20以上行う事が望まし

く、その成功率なども考慮される。

エクセキューション(完成度)

その犬の種類、サイズ等、またその技の難易度も考慮した

上で、 それぞれ成功した技の完成度にて得点、を決める。技

は全体で20以上行う事が望ましく、その成功率も考慮される。

リーピンク‘

(犬自身の飛び、跳ね等……文章中はジャンプという言葉で表現)

その犬の種類、サイズ、技等を考慮した上で、ジャンプの高

さ、幅、ジ、ヤンプ時のひねり等を成功したジ、ヤンブの数で得点

を決める。この部門では犬自身のジャンブ能力が審査対象と

なるため、人の体をかりてジャンブを行うボルト、力タポルト

等は審査対象にはなら芯い。ただし、ローラー、バタフライ等

は技とみ芯し審査対象となる。

コンビネーション(ショーマンシッブ)

刺激的な演技、絶えまない流れ、全体の構成、技と技の聞の

スムーズな動き、フィールド全体の使用率、長中距離の演技バ

ランス、ファイナルポジション(演技終了時)、技の成功率等で

得点を決める。

注意事項

全てに言える事は「同じ技」を3回以上行わない事が望ましい。

尚、マルチプルなどの連続技等の場合はこの限りではない。

また、各ジャッジがどの部門を審査するかは公表されない。

60秒以上90秒以内であればどの時間で終了しても得点には

影響されない。

ディスタンスルール改定

*公式選手権(公式ポイント発行)Iこ於いては全てusコート|こ
て実施致します。最小幅を8mとし最終エリアを9、10ポイ

ン卜と致します。従いまして1・2/3・4/5・6/9・10

となります。

*フリスビーピギナ一大会は従来実施のチャレンジ大会です。

(名称改定)

コート、ルール共に同じです。ただしフリスビ一以外は使用

できません。

*その他の大会は、 0ポイントエリアが復活致します。スター

トラインより7.5m迄は全て0ポイント。以後7.5m毎のエリ

アに対し各1・2/3・4/5・6ポイン卜となります。

-改訂事項

競技中に於いて競技者及び競技犬は1投毎に、スタートラ

イン内に戻う芯くてはならないものとする。また、特別な場

合を除き競技は全て一方通行とする。
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JFAタ‘ランドチャンピオンシッフ20001'
57チーム(ノミネート48、敗者復活より9)によって行われました。

本年鹿のクランドチャンピオンにl'部騨野文泰&ラン(北海道)に決定11

優勝杯'bi初めて鵡海道に漉りました。

準優勝には4ポイント差で田尻五郎&3(東京)、第3位は

大塚裕&ジャッキ-(埼玉)に、以下4位には団野&ア二一

(大阪)、 5位平舘&アンデイ一(群馬)、 6位丸山&マーク-

オメーラ(千葉)、 7位に新倉&あいちゃん(北海道)がそれ

ぞれ入賞を果しました。
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尚、公式フリーフライト部門は僅差の結果、塚崎誠次&モネ

(京都)がチャンピオンに、準優勝はわすか0.5ポイント差で横

山直正&MINNIE福来(静岡)、第3位もさらに0.5ポイント差

で飛騨野文泰&もんちゃん(北海道)に決定。本年度より開始

致しました公式ロングディスタンス部門は全て今年度の各大

会優勝者によるノミネ一卜制にて行われました。男子の部

( 15チーム)は58.10メートルで平舘憲一&アンディー(群馬)

が狙いすましたように初代チャンピオンに。また女子の部

(14チーム)は46.80メートルで三木かおる&やまと(山梨)

チームが初代チャンピオンに決定致しました。

また、年間最多獲得ポイントチームは310ポイン卜と圧倒

的な強さと堅実さで有言実行の三本欽麗&力イザーソゼに決

定致しました。
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1 1月3日から5日に行われたジャパンファイナルデーには

ノミネートチームをはじめ500チームを越える参加者があり

ました。

参加者の皆さんありがとうございました。そしてお疲れ様

でした。
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本年度は52日間、 183戦(本部主催)の開催に述べおよ

そ7500名の参加者(各クラブ主催の大会及び講習会を含む)

に楽しんでいただきました。

昨年との比較に於いては開催日数で7日間、参加者では

2500名の増加がありました。内容的にも毎年、目をみはる

勢いでレベルの高い参加者が増えております。一方でいくつ

かの問題点、反省点も増えてきていることも事実です。

それらの問題点等をふまえ、楽しんでいただく事を前提と

し、よりレベルとモラルの向上に勤めて行きたいと思います。
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本年度のジャパンファイナルは協会設立7年目で初めて関

西は神戸市で実施を致しました。 11月5日は特に7年目の段

階に於いて初めてジャパンファイナルらしい開催と演出が出

来た事をスタッフをはじめ協力関係者の方、スポンサーの

方々に感謝を致しております。一つだけ残念な事は観戦者が

以外と関東に比べ少なかった事です。しかしながら関東地区

に於けるジャパンファイナルもはじめから多かったわけでは

ありませんかう回数を重ねる度に認知を受ける事でしょう。

また、今回のファイナルには初めて海外会員のエントリーが

あった事も見のがせません。韓国から公式フリーフライト選

手権に参加された沈さんです。結果は今一つ残念でしたが来

年は検疫という難闘を乗り越えコンディションを整え、今回

見せてくれたパフォーマンスで再度チャレンジしていただき

たいとおもいます。

. 
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今年はそれとは逆に海外遠征チームもおりました。協会本

部の古くからのスタッフで協会デモチーム「チームスカイハ

ウンズ」のメンバーでもあり、クラブ埼玉のクラブ長でもあ

ります関口行広&口ーザ(ラブラドール)がJFAの名誉会長

でもありますピーター・ブルーム氏のはからいと協力により

8月下旬にアメリ力シェラキースで行われた競技会に参戦、

日本人では初めての入賞を(第4位)見事はたしました。(い

つもながらピータ一氏のJFAメンバーに対する配慮には感謝

を致す次第です。)

との事は現地の新聞でもトップニュースとして報じられる

ほどでした。(会報表紙がその記事です)当協会に於いても非

常に名誉に思います。

そして最後になりましたが、今年はとても残念で不幸なこ

ともありました。 1999年度JFAジャパンファイナルチャン

ピオン犬、小林昭夫さんの愛犬めい(ゴールデン)の急死です。

元気な姿でいてくれればJFA初となる2年連続チャンピオ

ンの可能性と期待があっただけにとても残念に思えてなりま

せん。

この場を借りまして 1999年度グランドチャンピオン犬

「めい号Jの御冥福をお祈りいたします。
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JFAでは2001年度の日程を調整致しておりますが、開催

は50日間、ジャパンファイナル開催地は関東、開催開始は1

月27日、 28日の静岡県かうの公式シリーズ選手権より開幕

予定です。

ジャパンファイナル

公式シリーズ選手権

公式オーブン選手権

公式トーナメント選手権

公式フリーフライト選手権

公式レディース選手権

公式ロングディスタンス選手権

チャレンジ大会(トーナメン卜含む)

1大会 (USコート)

1 1大会 (USコート)

20大会 (USコート)

20大会 (USコート)

9大会

15大会 (USコート、新設)

10大会

30大会(現コート、一部改正)

チャレンジフリーフライト大会 15大会

小型犬大会 15大会 (現コート、一部改正)

子供大会 10大会(現コート、一部改正)

フリスビービギナ一大会 2Q大会(現、チャレンジ大会)

ビギナ一大会(もってとい大会)は、各クラブ単位で実施。

詳しくは年内最後の会報にてお知らせ致します。



ッフ関口行広氏

8月24日12時発JAL6便。私は今回の渡米に必要な繁雑

芯手続きを何とかすませ、口ーザと供に機上の人となった。

恥すかしながら人生も折り返し点を過ぎたというのに私には

夢があった。4年前に初めてUSファイナルを見て以来、本場

アメリ力のコンテストに参加してみたいという夢。それがこ

の夏、ひょんな事から現実昧を帯び、とうとう実現したのだ。

本当に夢のような話!しかし私の巻き添えをくい、成固まで

2時間、ニューヨークのJFIくまで空路13時間、大会が行われ

るシ工ラキースまで車で6時間(シ工ラキースにも小さな空

港があるのだが、前号のピータ一先生からのメ ッセージにあ

ったように夏場の犬の空輸は認められないため)合計21時間

の輸送を強いられる口ーザの事が不安だ。そんな私の気持ち

に追い打ちをかけるように離陸と同時に貨物室から口ーザの

鴫き声が聞こえて来た。

現地時間24日午後6時半なんとか無事にシ工ラキースのホ

テルにチェックイン。

ここシ工ラキースはニューヨークの北約600km、力ナ夕、

にか芯り近い。そのため昼間の気温は22、3度だが、朝晩は

フリースが必要だ。

USファイナルでは大会に敬意を表して、皆真新しいスニ

ー力ーをはいてくる。私もそれに習い45ドルのリーボックを

購入する。ついでに今アメリ力で一番流行っているというブ

リッ卜二一-スティアーズのCDも11ドルで買う。

8月25日

午前3時、目が覚めてしまった。日本との時差13時間。今

後も時差ぼけのため毎日この現象lこ悩まされることになる。

ここアメリ力では犬と同室なのはいいが、治安がよくないた

め朝夕の排便にも警戒が必要だ。

5時30分フロントに集合。スタッフ及びアルポ関係者は地

元テレビの生放送があるためテレビ、局に向かった。USAスタ

ッフは日本でもおなじみのピーター・ブルーム、ジ、工フ・ペ

リー、 3回ワールドチャンピオンの経験があるゲーリー・ス

ズキ、工ルドン・マッキンタイヤ一、マーク-フィル、が主

なメンバーである。過去2回の渡米でスタッフとも顔なじみ

になっていたので、私も同行する。撮影はスタジオではなく

局の庭で行われた。デモはゲーリー・スズキとサイトウ・ス

シという9歳のオスのオージ一。工ルドンさんがヨーキーと

マリノアを使ったコミカル芯もの。MCはピーター先生が担

当した。

7時にホテルに戻り朝食をすませ9時に大会の会場に向か

う。私が工ントリーした今大会は年間6力所で行われる公式

戦の1つで上位2チームがファイナルに出場できる。

そして会場はニューヨーク・ステイツ-フェアーと呼ばれ州

が行う 1力月間にわたるイベン卜会場の1画にある。広大な空

き地に遊園地、動物園、水族館、パンジージャンブ、ありと

あらゆるものがそろっている。しかもそのすべてが移動式の
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ものなのだかう驚く。皆アメリ力台地からモーターホームと

ともに営業に来ているのだ。アルポ ・ケーナイン -フリスピ

ーディスク-レジーナル -チャンピオンシップは3日間のイ

ベントで1日目3日目はデモで2日目の26日に大会が行われ

る。本来なう今日私はOFFで1日休業に当てたいところ芯の

だが、友好的なスタッフの手前そんな訳にもいかす1日3回行

われるデモを見学する。

午後7時、スタッフ、アルポ関係者とともに夕食に向かう。

少しビールを飲んだが時差ぼけと疲労のため眠くてしょうが

芯い。口ーザもかなり疲れているようなので、ホテルの部屋

の中ではパリケンに入れなくてはいけないのだが、今夜はソ

ファに寝かそうかと思う。

8月26日

午前7時ホテル出発。イベント会場まではかなりの交通渋

滞で、イベントの人気の高さをものがたっている。

過去2回usファイナルを見た経験からアメリ力のトリ ック

や日本とのレベルの差は知っている。だけど臆する事なくあ

えて挑戦したかった。6年しか歴史のない日本人でも乙れぐ

らいできるということを見てもらいたかったし、日本にはこ

んなラブラドールがいるということを知ってもらいたかった。

口ーザの体調は可というととろか。食事は今年から遠征時

には消化吸収のよい缶フードを使うようにしている。そのほ

うが便の量もかなり少ないし、犬の負担が少ないと聞いたか

らだ。また水は冷たいミネラルウォーターを少量。

9時30分、工ントリーを済ませる。アメリ力ではオーブン

デビジョンとスポーツデビジョンという2種類の競技がある。

オーブンデビジョンは先すフリーフライトを行いその上位8

チームがディスタンスと2R自のフリーフライトに挑戦でき

る。スポーツでビジョンはディスタンスのみだがこれにはフ

⑧ 

ァイナル出場権はない。今日のエントリー数はオーブン力'¥27

チーム、スポーツが38チームである。

我がチームと力ナダからのチームは国外からの参加という

ととで上位8チームに入らなくてもディスタンスと2円目のフ

リーフライトまで競技ができ、合計10チームが決勝に進むと

いう説明を受けていたが、お情けではなく自力で進みたかっ

た。日本を離れる前からフリーフライト25ポイン卜、ディス

タンス 10ポイン卜以上が自分で決めた目標だった。ディスタ

ンスにおいては、コートの形、大きさ、ゾーンの点数配分がま

るで遣う。自宅にパソコンのある方は、アメリ力のス力イハウ

ンズのホームページに詳しく出ているので、後学のため聞い

てと覧になればよい。飛距離よりコントロールが要求される。

10時30分、非常に簡素なオープニングセレモ二一の後、

スポーツデビジョンの競技が始まった。38チームの工ントリ

ー芯ので、 1時間後には始まるであろうフリーフライトの前

に、近くの出屈に行きホットドッグとペブシを注文するとと

にした。その時屈の主人かう「日本から来たプレイヤーはお

まえか?Jと聞かれたので IYes.Jと答えると Il1'scrazyJ 

という言葉が返って来た。ITha1'srightJと心の中で領く。

オーブンデビジョンの競技が始まった。実は今日 1日力ナ

夕、のテレビクルーが私に張り付いて、ったない英語でのイン

タビ‘ユーやちょっとそこで練習してみてくれなどのリクエス

トがあった。こと5にもやりたいことがあったが、芯るべく

応じるようにする。

私の出番は26番目。時間を計算しながら20分前にボルト

用ベストを身につけアルポのTシャツを着る。このTシャツは

競技中身につけることを義務づけられている。

いつもながう「出番はまだか。Jと武者震いをして待ってい

る口ーザなのだが、やはり疲れているのか、あまり覇気が感

じられない。私はといえば、だめでもともとという気が強か



ったせいか、案外落ち着いているように感じた。

ついに私の番が回って来た。PAのスタッフlこCDを渡しコ

ートの中に入る。フリスビ-5枚を受け取り、スタートポジ

ションにつき、 IPlaymusicJと言う。落ち着いているつも

りでも、手足の動きがぎこちない。得意のボルトは決まった

が、できは余りよくない。ミスキャッチがふだんより多い気

がした。しかしテントにもどると。IGood!Jという言葉が耳

に入った。ピータ-先生からもそう言われたが、私は INoJ

と答えた。仕方がない。だけど精一杯ゃったんだから。ポイ

ン卜は26.5。結果はパソコンに打ち込まれすぐに順位が出て

くる。ピーター先生から IHiro，5th placeJと聞いたとき

は、目標にしていた自力での予選通過だったにもかかわらす、

感動がわかない。実感がまるでないのだ。

休む間もなく、ディスタンスの練習が始まった。ダウンウ

インドの風があったので、スローイング位置をよく考えて決

める。1R目は風のことが視野にはいらなかったが、これから

は気をつけよう。目標は10ポイン卜だ。日本と遣い点数配分

がかなり低い。2ポイン卜ゾーン!こ4投、ジャンピンク、キャッ

チで10ポイントを狙う。うまく行った。4投で10.5ポイン

トゲッ卜。ステージの上や、観客に固まれた狭い場所でのデ

モの経験が役に立った。

2R目もできはよくないと感じたが、終わった瞬間、自分の

思いを果たしたという気持ちからいつもより大きく手を挙げ

ていた。

口ーザは本当によくやってくれた。こちらでは日本以上に

犬のポテンシャルを評価するようだ。あちらこちらから

IGood， Good dog!Jと声がかかる。そ乙から表彰式までの

ことはあまり覚えていない。

本部テント前には6個のアルポの赤いバッグとキャブ フ

リスビー。そしてその前には同じものでも意昧の違う2個の

J¥ッグ。

8位から表彰が始まった。何とかあの赤いバッグがほしい。

今呼ばれるか、この次かと緊張が走る。 5位までが発表され、

諦めかけたとき、 14thplace， YulくihiroSelくiguchifrom 

Japan!Jの声がした。信じ5れなかった。回りから IGood

job!Jという温かい言葉が何度も聞とえた。これだ。この声援

が聞きたかったのだ。ここまで夢を追いかけて来てよかった。

その後カナダのテレビ局のインタビ、ユーに答えるが、章、昧

が通じたか分からない。

大会終了後ピーター先生やジ、工フ-ペリーにパンジージャ

ンブに誘われるが、とんでもない。そんな気力が残っている

はすがないでしょ。

みんなと食事をした後、部屋に戻り、口ーザと共にやっと

4位入賞の喜びをかみしめ、これまでのことを思い返してみ

る。 1頭目のフリスビー犬だったヴ‘工ルテ、イ。協会にデモン

ストレーターとして採用され、これからというときに訪れた

突然の死。そして急濯知人の紹介で巡り会った1歳半の口ー

ザだったが、気が弱く、引き取りに行くときにはブルブルと

震えて机の下から出て来なかった。ボールしかしらない口ー

ザになんとかフリスビーを教え込みフリーフライトを始める

が、相変わらす気が弱く、人前では思うように動かなかった。

小型犬が近寄ってくるだけでも、パリケンの中に逃げるほど

だったのだ。それが今は何という変わりようだろう。 21時間

の輸送にも耐え、アメリ力の犬に引けを取らす立派にプレイ

したではないか。たいした奴だ。

8月27日

朝、ニューヨークへの移動の準備をしているとピーター先

生からの電話が鴫った。「新聞を見たか?Jと聞くのでもちろ

ん INoJと答える。「お前の写真が新聞に出ているから、早

⑨ 



く見ろ。Jと教えられ驚く。本当だ。日本かう来た(クレイジ

ーな奴)ということで採り上げられたのだろうか、いい記念

になった。ラッキーだった。

夕方ニューヨークに着き口ーザと共にセントラルパークを

散歩する。やはりセントラルパークには犬連れの人が多く、

ジャ ックラッセル、ハスキー、ダックスフンドが目立った。

中にはディスクを投げている人もいた。30分ほどで帰って来

たが、一回りしようと思えば半日かけても足りない。今年の

USファイナルはここで行われると言うことだ。

8月28日

午前6時半タクシーでJFKに向かう。もちろん口ーザも座

席でOKだ。検疫のために必要芯手続きがあるので、 10時

30分発の飛行機なのにこんなに早く出発する。また拙い英語

を駆使し芯ければならない。案の定、空港内の獣医だけでは

用が足りす、近くの獣医に走ることになる。だが、いいとと

もあった。名前を呼ばれるので力ウンターに行くと、係員か

う iLuclくyday!jと言われた。空席がたくさんあると言うこ

とで、エコノミーからビジネスに変更されたチケットを渡さ

れた。ここ2、3日はラッキー続きだ。この先の運を皆使い果

たしてしまったのでは、と少し不安になる。

8月29日午後12時35分。JAL047便にて成田に到着。

私の4泊6日の旅はここで終了した。しかし相棒の口ーザには

これから2週間の検疫が待っている。「ごめんね。でもお前は

本当にいい犬だよ。J

9月3日

今日は成田にいる口ーザの面会に家族とともに行った。検

疫は獣医の裏書があれば15日間なければ30日間、動物検疫

場に留め置かれる。面会に行くにも予め日時、氏名、年齢な

ど細か芯届け出が必要になる。

fウインターセールjのお知らせ

-期 間 12月10日か52001年1月15日

(競技会場では摘要されません。通販のみ)

・対 象 JFA会員

・対象商品 フリスピー(ミ二フリスビーは除く)

小型ディスク

・セール価格 15%引き

⑩ 

動物検疫場は滑走路協にあり、四六時中飛行機の爆音がす

る。検疫所の人に聞くととの爆音と、飼い主かう見捨てられ

たという思いから、萎縮して体調を崩す子が多いという事だ。

しかし口ーザは元気だった。すとJ3iる元気だった。係の方に

随分可愛がってもらっているようで、検疫所生活をエンジョ

イしているようだった。私達が帰る時もさみしそうにする訳

でもなく素直に犬舎に入って行った。2時間もかけて飛んで

来たのに、ちょっと拍子抜けする程であった。だがそれこそ

が口ーザのよさであり、今日まで私と口ーザがいろんなとこ

ろで重ねて来た経験の賜物なのだと、納得する。

今回のアメリ力行きは私一人の力では、全くなし得なかっ

た。これに協力してくれたピーター先生はじめUSAスタッフ、

JFA本部スタッフ、クラブ埼玉のメンバ一、地元の仲間、家

族に御礼の言葉を捧げたい。もちろん我がグレートドッグ、

口ーザには最大級の感謝を込めて「ありがとう!J 

2000年9月3日

日本フリスピードッグ協会

関口行広

これから寒く芯ってきますとフリスビーはプラスチックの特性
上、ほんの少しの衝撃でも場合によっては割れやすくなります。

御理解を宜しくお願いするとともに 12月10日より2001年1月
15巴までの期間、ウインターセールを実施致します。従って今回

の対象は「フリスビーテ、ィスクJ(ミ二フリスビーは除きます。)

です。通常のフリスビーと同じ製晶ですが現在庫数およそ2000
枚がなくなり次第終了とさせていただきます。

価格はそれぞれの通常価格の15%引きです。詳しくはお電話で。
どうぞ、御利用ください。

尚、インストラクター及び各クラブにはセール価格 (15%引き)

は摘要されませんのでご了承下さい。



WORLD 

うれしい動物の 学校 毎月開催中
匡昼間圃闘が 日程・会場など詳しくは、お問い合わせください。

できました。

アニマルセラピー・コーディネーター学科/3年

動物管理学科/2年じ間誤認二お
動物看護士学科/2年

海洋生物・ネイチャーアクアリウム学科/2年

学校法人国際総合学園 県知事認可校

国際ベットワールド専門学校
開。ロE517513212;むープ16校の守ヵrrr

込くい

⑪ 



園山
栄養バランスにも、素材選びにもこだわりました。

l袋で良さがわかるプレミアムフードです二

一一一年齢に合わせて選べます。一一一

lと

を両立した

i 世代風 |健康管理食

-~~;t;~ヨE・':.

私たちが、年齢によって必要な栄養が異なるように、犬にも成

長段階に適した栄養バランスがありますLファーストチョイスは、

獣医師が開発した、カナダ生まれの世代別健康管理食。おいし

さとヘルシーさを両立した理想的なド、ック、フード、です。

・おいしくて消化吸収に優れた、鶏肉と食用コーンが原料。

・週剰な動物性脂肪を力ットした、低脂肪/低カロリー食。

・病気の予防を考え、植物性油脂を使用した低コレステロール設計。

・皮膚の健康を維持し、美しい毛艶を作る、必須脂肪酸とミネラル配合。

⑧ ・腸内生菌を活性化し、便質を安定させる食物繊維と酵母入り。

たん臼質

..一・ 幼犬用・妊娠後期/侵乳犬用

一一 成犬用

四国"高齢犬用

成長段階ごとに異怠る栄養バランスの設計

(成犬用を100とした場合)

代謝
エネルギ

※ファ ストチョイスには愛猫用の世代別健康管理食のラインナップもあります。
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