ATIArborist

Ⓡ

Training Institute（アーボリストⓇトレーニング研究所）

ベーシックアーボリストトレーニング「BAT 3 A」のお知らせ
「ATI

ベーシックアーボリストトレーニングコース

BAT 3 A 」とは

「ATI」認定の講習会です。
「BAT3」とは Basic Arborist Training Courses の第一段階(レベル 3)のことです。
職業としての樹上作業のうち、より高度で複雑なリギング(枝や幹のコントロールされた吊り下ろし技術)および
ベビーリギング実技、あわせて樹上でのチェーンソーの取り扱い方や

スパイククライミング実技を含む断幹等の

作業について実技を中心に A コース(単日)および B コース(単日)に分けて合計 2 日間でお伝えします。少しづつ
ステップアップされ、単日毎の受講ができます。国際組織 ISAⓇ(International Society of Arboriculture)が推奨する
世界仕様の技術セミナーです。

ATI

ベーシック

アーボリスト

・

ヘビーリギング

衝撃荷重と静荷重

・

ロードの重さと大きさ

・

強度適格なリギング用ギアの取捨選択

トレーニング

レベル 3 A の

主な内容

力学の理解

落下距離よる衝撃荷重の理解

・ハイアングルおよびヘビーリギング作業時に求められるグランドワーカーの資質とチーム編成
・すべてのリフト諸手法の理解と状況に応じた使い分け

リフト実技訓練

・スピードラインおよび複数のリギングロープを駆使したより複雑なリギングの実技訓練
・樹上でのチェーンソー取り扱い方の取り回しの基本 PPE 特にチェーンソープロテクション
・スパイククライミングとスパイクポジショニングについてのデモ見学と基本理解

日

2013 年9月6日（金） 9:20 現地集合

時

17:30 解散予定

(雨天時 屋内含め決行)

会

場

山梨県北杜市小淵沢町

(八ヶ岳南麓高原針広混交林

中央自動車道小淵沢インター車 5 分

前泊

等

主

催

講

師

森林内)

または JR 中央線小淵沢駅タクシー10 分

「ペンション森の四季」0551-36-4313* ご希望あれば事前にお申し出ください。(宿泊費 別途)

Arborist® Training Institute
ATI 認定トレーナー

アシスタント

安藤 義樹 (TeamTRUE TREES Ann の森プロジェクト)

ATI 登録 トレーナーアシスタント

(ISA Tree Worker 有資格者)

定

員

６名（最少催行人数２名） （お伝えする内容が多岐にわたり実技を伴います 少人数制で実施）

対

象

BAT2 セミナーを修了された方。 *「チェンソー特別教育」を過去に修了されている方。

受 講 料

持ち物

一般￥20,000-

(同一事業体からの複数名ご参加の場合は割引制度あり)

作業手袋、作業のできる靴または高所作業靴、墜落対応のヘルメット、ゴーグル、
その他 PPE としての安全作業のできる装備

剪定ノコギリ、

原則としてマイギア類は持参のこと、チェーンソーおよびチェンソーストラップ

リギング用ギアやロープ類でお持ちのものは持参してください。

(不足の物はレンタル制度有ります) お弁当･水筒、雨具（上下タイプ合羽)、筆記用具、保険証

その他

・事後「セミナーL3 A 修了証」が交付されます。(国際資格の取得ではありません)
・プロのワーカー対象です。労災保険または傷害保険自己加入等、各自手配の上ご参加ください。
・修了後、次のステップについてもご案内いたします。

[ 問い合わせ・お申込み先 ]
アーボリスト®トレーニング Arborist® Training

Team

TRUE TREES

Arborist Training Institute セミナー開催事務局
メール.

(山梨・ちえぴー)

antree@comlink.ne.jpTEL･FAX

0551-36-3253

携帯

090-7846-2902

ご住所・お名前・電話番号をメール等でお知らせください。 またはお申し込み書に記入の上、
メールまたは fax にて上記事務局まで お送りください。

受付後

詳しい参加要綱とご案内を

郵送

にてお送りします。

世界品質の安全仕様、最新技術の実践をともに展開して参りましょう。

「ATI ツリークライミングアーボリストⓇセミナー
ＢＡＴコース

レベル１

レベル２

レベル３A および３B」

ジャパンアーボリスト®アソシエーション(JAA)が推奨するトレーニング機関 ATI の公認講習会です。
「レベル１～3」は、ベーシックアーボリストトレーニング (BAT)スキルコースとなっております。
「レベル 1」の内容は ISA の国際資格 Tree Worker : Climber Specialist ツリーワーカークライマー
スペシャリストの資格試験に際し 必要となる技術を含んでいます。さらに、「レベル２」「レベル３A」
「レベル３B」にて ツリーワークにおける各種基本技術をお伝えしております。
「レベル２」は、リギングテクニック作業（安全な吊し降ろしテクニック）の基本の習得、「レベル３A と３B」
では、より高度なリギングやベビーリギング

樹上でのチェンソーの取り扱い スパイククライミングと断幹等

の技術習得を目指します。
ATI(ArboristⓇ Training Institute)アーボリストトレーニング研究所は、国際組織 ISA(International society of
ArboricultureⓇ)の日本組織である JAA(Japan ArboristⓇ Association)日本アーボリスト協会が国内で唯一
推奨するアーボリスト養成とアーボリカルチャー普及のためのトレーニング団体です。

International Society of ArboricultureⓇ＝ISA
Japan ArboristⓇ Association ＝

世界 47 カ国以上に及ぶ国際的なアーボリカルチャーの組織

JAA（日本アーボリスト協会）

ArboristⓇ Training Institute（アーボリストトレーニング研究所） 本部
〒480-1201 愛知県瀬戸市定光寺町 323-4
（個々のセミナーに関するご質問等は

認定トレーナー

または 各トレーナーチーム事務局へお問い合わせくたさい。）

■TCA セミナー

ベーシック アーボリスト トレーニング レベル 3 A
開催地： 山梨県 小淵沢町・「八ヶ岳・Ann の森

お名前

性別

（漢字）

血液型

（ﾛｰﾏ字）

生年月日

〒

－

」

申込書

(メールか FAX でお申し込みください)

男
型

19

9 月 6 日(金)
女

年齢
年

歳

月

日

フリガナ

ご住所
自宅電話番号

FAX 番号

e-mail

携帯電話

勤務先名

ご自身の業務分掌

● ベーシックスキルレベル 2 受講はいつ頃でしたか。 20
●樹上作業をなさっていますか？

□よくしている

年

月 担当講師名

□時々している

□していないがこれから取り組む

●どのような作業が多いですか？
の
●参加するにあたり質問＆お知らせなどありましたらご記入ください（アレルギーなど）

■
私は、2013 年 9 月 6 日に実施される

参加同意書

■

(上記記入の上メールまたは fax でお申込みください)

【 ATＩ主催 TCAセミナーベーシックスキルコース レベル 3Aを

受講するにあたり、以下の事項を事前確認し、同意いたします。
1．樹上での作業やツリークライミング®には生命の危険が常時伴うこと、他人に損害を与える危険もあることを承知し、
また安全を確保する技術とは決して完全ではありえないことも認識しています。
2．主催者が定めた講習会運営上、安全管理上の全ての規則や指示に従い参加します。
3．講習会開催中、自らの身の安全は自己の責任で守り行動いたします。また、第三者の安全も確保しつつ、連携・協力
して行動いたします。
4. 私個人の所持品や貴重品については、講習会期間中、自己の責任において管理します。
5．講習会期間中の万が一の負傷または不慮の事故発生も想定しつつ、私個人の加入、または私が所属する事業体が事前
加入する何らかの傷害保険等に自らの責任で保険加入し、内容確認の上セミナー参加いたします。
6.

主催者側に特に重大な過失ある場合を除き、自己責任を原則とし、不慮の事態発生時の補償請求はいたしません。

7．講習中の全ての行為は実施者や主催者から強制されて行うものではなく、私自身の意思によって行うものであり、
講習には万全の体調、装備で臨みます。また、講習会前夜および期間中の飲酒・深酒は、これを自制いたします。
8．講習会期間中に、万が一私が負傷したり事故に遭遇したり、或いは発病した場合の医療に関わる緊急の対処については、
主催者と医療関係者に救命救急を委ねます。
9.

講習修了後も、自らの過信を戒め反復訓練を積み、ルールや仕様を逸脱することなく身勝手な行動は厳に慎みます。

10.習得した内容は私個人に帰属しており第三者や職場同僚への安易な指導や教授、技術披露はいたしません。
11.講習会に関連して、テレビ放送、新聞等で写真や映像などが使用される場合があることを事前に了承します。

※下記の同意書ご署名欄は講習会当日ご記入いただきます。参加当日このシートを持参してください。

同意日：

年

月

日

同意者氏名：

●プライバシー方針について
記載されました個人情報は、当講習会に関する連絡・記録・講習会後の ATI からのお知らせなどに使用します。記録された
情報は他に流用したり、法令に定める場合を除き当該個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供は
いたしません。
Arbolist ® Training

Institute

Seminar

