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****************************************************************** 

夏休みですね！ 

驚愕の暑さに、何処か涼しいところは？と 

思う方も多いですよね。 

神戸では、六甲山の「真夏の雪遊び」真っ最中。 

8 月の土日祝とお盆は、ワンコ専用の雪広場も開設され、 

ワンコも入れます(^_^)v 

皆さんのお住まいの地域では、何か暑気払い、 

ありますか？！ 

 

※Knots 事務局の夏休みは、8 月 11 日（金）〜15 日（火） 

 「あったらいいなシリーズ」は、8 月 7 日（月）発注分まで、 

 10 日（木）に発送します。 

 

 

「あったらいいなシリーズ」ご利用お待ちしております！ 

（卸ご希望の方はお問い合わせ下さい。） 

http://knots.or.jp/corporation/project/attaraiina.html  

http://knots.or.jp/shop/ 

  

【Knots 公式 Facebook も好評公開中！】 

公益社団法人 Knots https://www.facebook.com/piiaknots/ 

ワンコとお出かけ情報 兵庫版 https://www.facebook.com/odekake.knots/ 
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******************************************************************* 

 

1）  ペット産業情報新聞 Pet & Life  Knots 新コーナー 

 「PIIA Knots リレー・エッセイ」  

 

        お馴染みになって参りました、Knots の新コーナー。 

 Knots のテーマである「人と（その他の）動物の幸せな共生」について、 

 いつもお世話になっている素敵な皆様にお話を頂きます。 

 今回は、六甲山カンツリーハウス 上田準 園長です。 

 

 http://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2017/07/petandlife1707.pdf 

 

 

2) 「りぶ・らぶ・あにまるず フェスティバル 2017」開催概要決定！ 

 

 昨年度より、「六甲山カンツリーハウス わんわんドッグフェスタ」との 

 コラボレーション開催となり、さらにパワーアップ！ 

 ウェブサイトがオープンしました！ 

  

 知っている人は知っている、フェスティバルの開会式でお馴染みの 

 「りぶ・らぶ・エクササイズ」。 

 使用曲「Melody & Harmony」の使用許諾を、Hawaiian Humane Society の 

 Pam CEO のご尽力より、ハワイアン AOR のアーティスト Audy Kimura 氏ご本人より 

 頂くことができました！ 

 なので今年は、Dog's Life 高山先生のご指導のもと、「りぶ・らぶ・エクササイズ」 

 動画を「You Tube へ Try」する新展開企画も登場！ 

 

 好評のマルシェは、飼い主さんも動物たちも「一緒に Happy」をコンセプトに、 

 「飼い主さんもワンもにゃんもはっぴぃにできる！」自信満々の企業・お店の 

 出店も大募集中です！ 

 

http://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2017/07/petandlife1707.pdf


 http://knots.or.jp/corporation/2017/07/fes-2017/  

 

 ステージ＆マルシェ 10 月 22 日（日）（雨天の場合は、11 月３日に順延） 

 ＊ケーナイン フリースタイルは、ステージで開催。  

  

 ワンちゃん大運動会 10 月 29 日（日）（荒天中止） 

 お申し込みはこちら http://knots.or.jp/corporation/2017/05/undokai2017/ 

 

 

3）六甲山カンツリーハウス・ドッグラン 

 秋に向けて募集中！ 

 「六甲山カンツリーハウス・ドッグラン」 

 秋は、9 月 2 日（土）〜 11 月 5 日（日）開催です。 

 

 http://knots.or.jp/corporation/2017/03/dogrun2017/ 

  

 ＊六甲山インスタグラム「ワンちゃんフォトコンテスト 秋」も開催予定 

 秋の宿泊券は、『JTB ペットと泊まれる宿』からプレゼント予定。 

 （Knots は、旅行パンフレットの監修をしています。） 

  

 ディスクドッグ講習会、アジリティ体験会のお申込みは、 

 以下からどうぞ☆ 

 

 ＜ディスクドッグ講習会＞ 

 http://knots.or.jp/corporation/2016/02/discdog2017/ 

 

 ＜アジリティ体験会＞  

 http://knots.or.jp/corporation/2016/02/aji-taiken2017/ 

 

 ＜ 秋の「 ワンちゃん大運動会」」＞ 

 http://knots.or.jp/corporation/2017/05/undokai2017/ 

 ＊こちらは、「第 17 回 りぶ・らぶ・あにまるずフェスティバル 2017」 

 とのコラボレーション開催となっています。 

 

 

4）   「ずっと一緒にいようよプロジェクト・平成 28 年熊本地震 
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 ペット可住宅入居の際の助成」  

 

 熊本地震で被災された方が、ペット可物件に入居される際の一助と 

 すべく、熊本市獣医師会様のご協力の下で始まったこのプロジェクト。 

 あの地震から、一年が過ぎましたが、まだまだ、 

 復興に向け歩を進めておられる途上です。 

 まだ、助成枠がございます。 

  

 http://knots.or.jp/corporation/2016/06/kumamoto-shienkin/ 

 

 

5）テレビ放映日訂正のお知らせ 

 

 前回のメルマガでお知らせした以下の「義犬華丸 367 回忌」記事の、 

 NHK 総合の「日本人のおなまえっ！」の放映日が、 

 8 月 24 日（木）午後７時半〜 に変更になっております。 

 

 http://knots.or.jp/corporation/2017/06/hanamaru367/ 

 

 

6)    他団体からのお知らせ  

 

 ・2017.8.15＆16 

 サマースクール in うだ・アニマルパーク 

 『ふれあい体験&はりこの動物づくり（チャレンジ D）』 

 

 8 月 11 日(金・祝)までに予約が必要ですので、下記のサイトの内容を 

 ご確認ください。 

 

 http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=20847 

  

 ・2017.9.1 

       J-PETS 第８回例会 

 「共感する心を育む動物介在教育」 

 講師：吉田太郎 氏 （立教女学院小学校 教頭／宗教主任） 

 http://knots.or.jp/corporation/2017/08/j-pets_8th/ 
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PIIA Knots 事務局 
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