
Pam’s weeks 2019 –Winter Season- 
 

ドッグスポーツ専用施設 “CA BOTCHA-カボッチャ-”  
でパムズウィーク開催します︕ 

遂にオープンした念願のインドアドッグスポーツ施設 
⾬︖風︖ 

 
 

広さ︖ 
 

 
 

床の固さ︖ 
 

 
明るさ︖ 

 
 

⾷事︖ 
 

 
 

天候を⼀切気にせず 
みんなで新しいスキル＆ノウハウを吸収していきましょう!! 

 
『パム・マーチンのエンタートレインメント』 
パム・マーチン氏は USDDN ワールドファイナルの K9 ジャッジとしても知られるほか、2015・2016 と U-FLI のチャンピオ
ンシップを連覇し、14.464 秒というレコードをたたき出したフライボールの現役トッププレーヤーでもあります。さらに K9 フリ
ースタイルやディスクでも数多くのコンペティションに参加し、組織運営やジャッジングにも携わって世界的に活躍してきてい
るマルチドッグスポーツプレーヤーです。 
そんなパムの提唱するエンタートレインメント（EnterTRAINment）のアイディアは私達が犬と接する時の大きな指
針となり、日々のトレーニングから大会中まで大きな助けとなってくれるものです。それは『トレーニングとは、自分も犬もそし
て周りにいる人も楽しくなるようなモノでなくてはならない』という考え方です。 

ドグタウン工房 平井萌波 

“インドア”なのでどんな天候にも左右されません︕ 

ドッグスポーツ専用マットを敷き詰めた 3 層構造で超安⼼︕ 

照明にスポットライト、そして音響設備も完備︕ 

約 32m×10ｍのオープンスペース︕更に 
インドアという限られた空間なので、情報を細部まで共有できます 

本格イタリアンレストラン香慕茶(かぼちゃ)が併設︕ 
ドッグランも利用できます 



タイムスケジュール（12/20-12/29） 
お申込みは下記詳細をご確認の上、申し込みフォームよりお申込み下さい。 

日程 AM PM Night 
20(⾦)  20:00〜 ＠DT インドア 

Night Clinic 

21(土) 
【セミナー】 

①Pam Martin CDT セミナー  
＠CA BOTCHA 

 

22(日) 
【レッスン 
形式 

セミナー】 

10︓00~12:30 
②初⼼者限定!! 
どんな悩みも解決 

パムのドッグスポーツレッスン 

13:30~16:00 
 ③中級者限定!! 
どんな悩みも解決 

パムのドッグスポーツレッスン 

19︓00〜 
④Christmas Party 

クリスマスパーティー 
＠ドグタウン 

 

23(月) 

【レッスン】 

10:30~14:30 ＠CA BOTCHA 

⑤キラキラ☆K9Freestyle レッスン 
★ピンポイント Pam’s Eye for ディスクドッグ  

受付可能!! 
Pam のディスクドッグクリニックも受けられます。 

希望の方は事前にお知らせください。 

15:00~18:00 ＠CA BOTCHA 
⑥クラフツチャレンジャー限定 

☆松浦道子＆ミッシー☆ 
Pam’s スペシャルレッスン 

【⾒学可】 

 
 

20:00〜 ＠DT インドア 
Night Clinic 

 

 

24(火) 

【レッスン】 

10:30~14:30 ＠CA BOTCHA 

⑦エナジー満開★Flyball レッスン 
★ピンポイント Pam’s Eye for ディスクドッグ 

希望の方は事前にお知らせください。 

 
20:00〜 ＠DT インドア 

Night Clinic 

 

25(水) 

【レッスン】 

10:30~14:30 ＠CA BOTCHA 
⑤キラキラ☆K9Freestyle レッスン 

 
★ピンポイント Pam’s Eye for ディスクドッグ 

希望の方は事前にお知らせください。 

15:00~18:00 ＠CA BOTCHA 
⑥クラフツチャレンジャー限定 

★松浦道子＆ミッシー★ 
Pam’s スペシャルレッスン 

【⾒学可】 

 
 

20:00〜 ＠DT インドア 
Night Clinic 

 

26(木) 

【クリニック】 

13:00~16:00 
⑧みんなレベル Up!! Pam’s クリニック 

【ディスクドッグ】【フライボール】【K9 フリースタイル】 
＠CA BOTCHA 

 
20:00〜 ＠DT インドア 

Night Clinic 

 

27(⾦) 

【レッスン】 

10:30~14:30 ＠CA BOTCHA 

⑦エナジー満開★Flyball レッスン 
★ピンポイント Pam’s Eye for ディスクドッグ 

希望の方は事前にお知らせください。 

 
20:00〜 ＠DT インドア 

Night Clinic 

28(土) 

【セミナー】 

⑨Pam Martin BB セミナー 
＠ 

 

29(日) 
 

【レース】 
【コンペティ

ション】 

9︓00〜 ＠CA BOTCHA インドア 
⑩Step & Fly PM Indoor Match#6  【Flyball レース】 

  
15︓00〜 ＠CA BOTCHA インドア 

⑪Step & Fly PM Indoor Match 【K9 Freestyle コンペ】  

 

 
【CA BOTCHA-カボッチャ- 所在地】 〒371-0813 群馬県前橋市後閑町６５８６（⼊場料 2,000 円） 



お申込みは HP 上の申し込みフォームより 1 チーム分ずつお申込みください。 
申し込みフォームからのエントリーがうまくいかない方はドグタウン工房に E-mail、または電話にてお申込み下さい。 
E-mail: dogtownf@po.kannet.ne.jp 
TEL: 0278-24-7628 
 
イベント詳細  
①Pam Martin CDT セミナー @CA BOTCHA  
12/21(土) ChiharuDogTraining Facebook ページよりイベント要綱をご確認下さい。 
https://www.facebook.com/events/515233742399397/ 
 
②初⼼者限定!!どんな悩みも解決 パムのドッグスポーツレッスン 
参加できるのは初⼼者の方のみ︕ 
・何が分からないか分からない 
・いまさら聞けない事 
・犬との関係性の作り方 etc. 
ディスクドッグ、フライボール、K9 フリースタイル、基本のオビディエンス などなんでもアリです︕（通訳有り） 
Pam の⼒を借りて次のステップに⾏きましょう︕ 
【場所】CA BOTCHA *⼊場料 2,000 円（ドッグランも使用できます!） 
【日程】12/22（日）10:00〜12:30  
【⾦額】￥16,500（￥15,000 消費税￥1,500） 

割引︓税抜き価格より、DT クラブメンバーは￥3,000 割引 
 
③中級者限定!!どんな悩みも解決 パムのドッグスポーツレッスン 
・エンタートレインメントを深く知りたい︕ 
・自分のチームに⾜りないモノは何か︖ 
・新しいアイデアが欲しい︕ 
・犬との関係性の作り方 etc.  
ディスクドッグ、フライボール、K9 フリースタイル、基本のオビディエンス などなんでもアリです︕（通訳有り） 
自分に必要なピースを Pam と⼀緒に⾒つけましょう︕  
【場所】CA BOTCHA *⼊場料 2,000 円（ドッグランも使用できます!） 
【日程】12/22（日）13:30〜16:00  
【⾦額】￥16,500（￥15,000 消費税￥1,500） 

割引︓税抜き価格より、DT クラブメンバーは￥3,000 割引 
 
④☆☆☆クリスマスパーティー with パム☆☆☆ ＠CA BOTCHA 

2019 年のドッグスポーツシーンを振り返りましょう︕Yachi&Hiro のトークセッションもあります︕ 
ここでしか聞けない話も盛りだくさん。未来のビジョンもここで掴むことが出来るはず︕ 
【場所】ドグタウン（昭和村貝野瀬 4839-3） 
【日程】12/22(日) 19︓00〜 
【内容】詳細が決まり次第アップします︕ 
【⾦額】 
 
 
 



⑤キラキラ☆ K9 Freestyle レッスン 
K9 フリースタイルの始め方から、ルーチンのブラッシュアップ、New トリックや New ステップ、犬の集中⼒を⾼める方法など今やるべきことを明
確にしてバランスのよいチームになりましょう︕各日のレッスン内容は参加メンバーに応じて Pam が決めていきます。 
【場所】群馬県前橋市『CA BOTCHA』インドア 
【日程】12/23(月)、25(水) 10︓30〜14︓30  ⼊場料 2,000 円（ドッグランも使用できます!） 

※参加チーム数に応じて開始時刻の変動があります。その場合には前日までにご連絡します。 
【⾦額】１チーム（1 名＋1 頭）￥16,500（￥15,000 消費税￥1,500） 

割引︓税抜き価格より、DT クラブメンバーは￥3,000 割引／LKC メンバーは￥2,000 割引／２頭目以降は￥3,000 割引。
（各割引は重複できます。） 

 
⑥クラフツチャレンジャー “松浦道子＆ミッシー” 限定 Pam’s スペシャルレッスン 
イギリスで開催されるの K9 フリースタイル世界大会“クラフツ展”に出場が決定している【松浦道子＆ミッシー】 
をパムマーチンがマンツーマン指導をします。 
大舞台に向けたトレーニングを⾒学する事ができる滅多にない機会です。 
【場所】CA BOTCHA *⼊場料 2,000 円（ドッグランも使用できます!） 
【日程】12/23(月)、25(水) 15︓00〜18︓00 
【⾒学料】￥3,300（￥3,000 消費税￥300） 
 
⑦エナジー満開★ Flyball レッスン  
初⼼者からエキスパートの為のフライボールインドアレッスン。フライボールに関わる色々な悩みを Pam と⼀緒に解決していきましょう︕ 
フライボールの始め方から、犬達をより速く走らせる方法、チームの作戦、レースの勝ち方まで、全てのレベルのフライボーラーに最適。 
もちろんパピーも大歓迎︕各日の内容は参加メンバーに応じて Pam が決めていきます。 
【場所】群馬県前橋市『CA BOTCHA』インドア 
【日程】12/24(火)、27 (⾦）10:30〜14:30 ⼊場料 2,000 円（ドッグランも使用できます!） 
【⾦額】１チーム（1 名＋１頭）￥16,500（￥15,000 消費税￥1,500） 
割引︓税抜き価格より、DT クラブメンバーは￥3,000 割引／DTFC メンバーは￥2,000 割引／２頭目以降は￥3,000 割引 

（各割引は重複できます。） 
※犬のみの参加も可能︕ ハンドリングフィー︓ビジター￥3,300（\3,000 税\300） 

DTFC メンバー￥1,100（\1,000 税￥1100） 
 
⑧みんなレベル UP!! Pam’s Clinic for DiscDog / Flyball / K9Freestyle 
Pam に聞きたい事はなんでもアリです。ディスクドッグからフライボール、K9 フリースタイル、基本のオビ etc。マンツーマンで（通訳有り） 
Pam から色んな事を吸収しちゃいましょう。【前日までに要予約!! 当日にコマ数の追加は可能です。】 
【場所】CA BOTCHA *⼊場料 2,000 円（ドッグランも使用できます!） 
【日程】12/26（木）、27（⾦）13:00〜16:00 ※予約のある場合のみ⾏います。 
【⾦額】￥16,500（￥15,000 消費税￥1,500） 

割引︓税抜き価格より、DT クラブメンバーは￥3,000 割引 
/フライボールに関する内容の場合は DTFC メンバーは￥2,000 割引 
/K9 フリースタイルに関する内容の場合は LKC メンバーは\2,000 割引 
（各割引は重複できます。） 

2 コマ目以降（犬や種目が違っても OK です）︓1 コマ\12,100（\11,000 消費税\1,100）、各割引は半分となります。 
 
 
 



⑨Pam Martin BB セミナー @ 
12/21(土) Bound Bow ホームページよりイベント要綱をご確認下さい。 
http://park18.wakwak.com/~bbdc/ 
 
 
⑩Step & Fly PM Indoor Match#6 【Flyball レース】  
12/29(日)  9︓00〜  
ドグタウン工房ホームページより個別のイベント要綱を後日アップします 
 
⑪Step & Fly PM Indoor Match#6 【K9 フリースタイル コンペティション】  
12/29(日) 15︓00〜 
ドグタウン工房ホームページより個別のイベント要綱を後日アップします 
 
★ピンポイント Pam’s Eye for ディスクドッグ 
K9 Freestyle もしくは Flyball レッスンの日にはディスクドッグクリニックも受け付けています。Pam に聞きたい、⾒てもらいたい事の 
ポイントをしぼって受講できます。※当日の申し込みでは時間の調整が難しい場合があります。事前にお申込み下さい。 
【場所と日程】群馬県前橋市『CA BOTCHA』 
【日程】12/23(月)、24(火)、25(水)、27(⾦) 10:00〜14:30 の間で調整。 ※1 日限定 2 名まで。 
     ※1 コマ約 15 分です。 
【⾦額】１チーム（1 名＋１頭）￥16,500（￥15,000 消費税￥1,500） 
割引︓税抜き価格より、DT クラブメンバーは￥3,000 割引 
 
Night Specials!!! 

Night Clinic 
★★★夜限定‼ Pam’s Night Clinic –パムズナイトクリニック-★★★ 

1 コマ 15 分、やりたい事に集中的に取り組める夜限定のパムの特別クリニックです。 要予約︕ 
内容︓・基本クリニック 日常の問題やドッグスポーツでの問題を解決します︕ 

・トリッククリニック ディスクや K9 フリースタイルのトリックを重点的に⾒てもらえます︕ 
・フライボールボックスターンクリニック ウォールトレやボックスターンなどを集中的に強化できます︕ 

場所:ドグタウン工房インドア施設 
日程:12/20(⾦)、23(月)、24(火)、25(水)、26(木)、27(⾦) 各日おおよそ 20:00〜 
⾦額:各１クリニック（約 15 分） Visitor 税込\10,800 / DTClub 税込\6,480 
 

 

 

 Dr.Mona のアニマルカイロプラクティック    
 
Pam’s Week 期間中はアニマルカイロプラクティックのご予約もいつでも受け付けています。 
愛犬のパフォーマンスを最大限に引き出し、本当の能⼒を⾒るため、そして快適な毎日を過ごせるようにするために。 
ぜひあなたの愛犬にもカイロプラクティックケアを。 
施術料 6000 円 （※初診の場合は初診料別途 2000 円） 
ご予約・詳細はこちらからご確認ください 
http://dogtownfactory.com/monaanimalchiro/   


