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

ちょっと気温高めの 10 月。 

秋のお祭りや体育祭、 

栗拾いや、コスモスのお花畑などなど、 

楽しくて、忙しい週末が続きますね。 

 

六甲山ドッグランも、10000 登録を達成。 

来場最高記録も更新しています！ 

 

 

「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） 「六甲山カンツリーハウスドッグラン 10000 登録達成！」 

 

 あの緑の芝生の上を、１万頭のワンコ達が走り回ってくれたのかと思うと 

 感無量な Knots Staff です。 

 これも、ご関係の皆様のお陰です。本当に有難うございます。 

 引き続き、飼い主さんとワンちゃんの幸せなドッグランに 

 尽力して参ります。宜しくお願い申し上げます。 

 

 http://knots.or.jp/corporation/2017/10/10000touroku/ 

 

 

2）  「六甲山カンツリーハウス・ドッグラン」秋、開催中 

 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」も開催中。 

 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、今週末開催です。 

 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/ 

http://knots.or.jp/corporation/2017/10/10000touroku/
http://knots.or.jp/corporation/2017/03/dogrun2017/
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 ＊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。 

 

 

3) 「りぶ・らぶ・あにまるず フェスティバル 2017」 

 ご参加、お待ちしています！！ 

 

 「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。2 週に渡っての開催です！ 

 

 10 月 22 日（日）ステージ＆マルシェ （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。 

 10 月 29 日（日）ワンちゃん大運動会 （荒天中止） 

 

              フェスティバルについてはこちら↓ 

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

  

 ＜参加者大募集！＞ ご関係へのご案内もお願い致します（╹◡╹）♡ 

 ☆新企画「りぶ・らぶ・エクササイズ You Tube へ Try!」☆ 

 一緒に動画に参加して下さる方、お待ちしております！！ 

 お手本動画・お申し込みはこちら 

 http://knots.or.jp/corporation/2017/09/exercise/ 

 

 ☆ワンちゃん大運動会」☆ 

 ケーナイン フリースタイル（22 日）その他の競技（29 日）  

          お申し込みはこちら 

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

 

 運動会の後の恒例の「じゃんけん大会」には、 

 泉郷様よりわんわんパラダイス宿泊券ご提供。 

 そして、伝説の入賞賞品 - 地元神戸のネスレピュリナペットケア様から、 

 プロプランの大きな袋がご提供頂けることになりました！！ 

 初めてのワンちゃんも、チャレンジお待ちしてます。 

 

 

4)    奈良県「いのちの教育」研修会 2017 開催のお知らせ 

http://knots.or.jp/corporation/2017/07/fes-2017/
http://knots.or.jp/corporation/2017/09/exercise/
http://knots.or.jp/corporation/2017/05/undokai2017/


 

 毎年、動物行政担当および教育関係者を対象に、 

 奈良県で実施されている「いのちの教育」の取り組みに 

 関する研修会を行っています。実際の授業風景を見学 

 したり、模擬授業を受けることもできますので、是非 

 ご参加ください（下記のサイトで要申込）。 

 

 http://www.pref.nara.jp/item/167906.htm#itemid167906  

 

 

 

5)    「2017 動物感謝デー in JAPAN “World Veterinary Day”」参加報告！ 

 

 獣医師の役割と動物と共に暮らすことの素晴らしさを伝えるために、 

 毎年（公社）日本獣医師会が主催されているイベントです。 

    今年の Knots ブースは、メンズが頑張っています（╹◡╹）♡ 

 

 http://knots.or.jp/corporation/2017/10/2017kansha-day/  

 

 

6) 「Morning cruising in Kobe」講師派遣報告 

 

 Morning cruising in Kobe は、神戸港を拠点に『 Voyage Out 船出 』を 

 テーマに月 1 回朝 1 番のクルージングを行なわれています。（非公開） 

 

 http://knots.or.jp/corporation/2017/10/morning-cruising-in-kobe/ 

 

 連動したラジオ番組は、Morning cruising in Kobe に集う人々をゲストに迎え、 

 ゲストの夢を通して元気や勇気をお届けされるとのこと。 

 ゲストのお気に入りの一曲に、「りぶ・らぶ・エクササイズ」の 

 「Melody & Harmony」をお届けしました！ 

 

 http://radicro.com/program/morningcruising.html 

 

 （10 月 15 日（日）まで、オンデマンドで視聴可能です。） 

  



 

7）  「りぶ・らぶ・あにまるず賞 2018」 

  

 人と動物の共生に尽力された企業・団体へ感謝の気持ちを届けます。 

 ノミネートをお待ち致しております。 

 http://knots.or.jp/corporation/2017/08/award-2018/ 

 

 

 

8）  「ずっと一緒にいようよプロジェクト・平成 28 年熊本地震 

 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プロジェクトです。 

  

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

 

 

9）他団体からのお知らせ  

 

 ・2017.10.14  

 NPO 法人動物愛護社会化推進協会 

 第 20 回 公開シンポジウム 

 「猫は忖度する動物か？」 

 

 http://www.shigavet.com/docs.php?action_file&id=1123 

  

 

 ・2017.10.22 

       J-PETS 2017 年次大会 

 「私の考えるアニマルウェルフェア」 

 

 http://knots.or.jp/corporation/2017/09/j-pets2017taikai/ 

 

 ・2017.11.8 13:00 〜 

 一般財団法人 J-HANBS 年次大会  



 東京都新宿区 TKP 新宿カンファレンスセンター ルーム５C にて 

 詳細は https://www.facebook.com/JHANBSjapan 
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