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

  

 ６月 10 日（日）開催予定の 

 兵庫県県政 150 周年記念事業 

 「りぶ・らぶ・あにまるず フェスティバル 2018 

 Day 1 ステージ＆マルシェ」 

 残念ながら、荒天が予想されるため、中止となりました。 

 

 沢山の皆様にご協力を頂いておりましたので、 

 中止はあまりにも残念！ということで、 

 9月 30日（日）開催予定の 

 「りぶ・らぶ・あにまるず フェスティバル 2018 

 Day 2 ワンチャン大運動会」と一緒に開催と致しました☆ 

 

 同時開催で、益々楽しくお過ごし頂けるよう準備を進めますので、 

 皆様の更なるご協力を、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

  

 

 夏休み前の 

「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） 兵庫県県政 150 周年記念事業 

     「りぶ・らぶ・あにまるず フェスティバル 2018」 

 9月 30 日（日）に Day1 & Day2 一緒に開催 

 

 2000 年に、神戸 21 世紀復興記念事業として始まった本フェスティバル。 

 神戸市・神戸市動物愛護協会・六甲山カンツリーハウス共催にて 

 兵庫県県政 150 周年記念事業として 

 六甲山カンツリーハウスにて開催されます。 

 

 Day1 : 6月 10 日（日）開催予定のステージ＆マルシェは、 

 荒天が予想されるため、9月 30 日（日）の Day2 「ワンチャン大運動会」と 

 一緒に開催致します。 

 「ちびっこ獣医師体験コーナー」や「補助犬デモンストレーション」 

 「ミュージックライブ」等々、楽しみですね！ 

 最近注目の「ワンコの飴細工」も登場予定です（Knots FB 載ってます！）☆ 

 

  http://knots.or.jp/corporation/2018/04/fes2018/ 

 

 ＊「ワンちゃん大運動会」エントリー大募集中！！ 

     http://knots.or.jp/corporation/2018/03/undokai2018/ 

 

 

 ＊「りぶ・らぶ・エクササイズ -You Tube に Try 」も 9 月にTry☆ 

http://knots.or.jp/corporation/2018/04/fes2018/
http://knots.or.jp/corporation/2018/03/undokai2018/


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

 

 ＊ ペットと一緒に泊まれる宿泊券、ペットフードなどの豪華プレゼントも！ 

             

 

2）「六甲山カンツリーハウス・ドッグラン 2018」春は今月で終了！ 

  

 春の開催は、6 月 24 日（日）までとなります。 

 ネスレピュリナペットケア様のご好意で、ご来場者にペットフードを 

 プレゼント頂けることになりました☆ 

 

 ラッキーWAN デー＊利用料が半額になります＊ 

 6月 9 日（土）は、毛が黒いワンちゃん、 

 6月 23日（土）は、毛が白いワンちゃん、 

  

 終了に向けて、益々ラッキー満載の六甲山カンツリーハウスドッグランへ！ 

 詳しくは 以下で☆ 

  

 http://knots.or.jp/corporation/2018/03/dogrun2018/ 

 

 

3）「りぶ・らぶ・あにまるず賞 2018」グランプリ決定！ 

   「りぶ・らぶ・あにまるず賞 2019」ノミネートのお願い 

 

 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る賞です。 

 2018 のグランプリが決定しました！ 

 グランプリは、 

 『大東建託株式会社 いぬとくらす・ねことくらす ウェブサイト』 

  

 詳しくは、以下のウェブサイトをご覧下さい。 

 http://knots.or.jp/corporation/2018/06/award2018/ 

  

  

 2019 年のノミネート募集が始まっています。 

 ノミネートをお待ちしております！ 

 ノミネート頂いた方から、１名様に、 

http://knots.or.jp/corporation/2017/09/exercise/
http://knots.or.jp/corporation/2018/03/dogrun2018/
http://knots.or.jp/corporation/2018/06/award2018/


 株式会社 JTB 国内旅行企画 西日本商品事業部様より、 

 エース JTB「ペットと泊まれる宿」宿泊券をプレゼントします。 

 （１組２名様＋ワンちゃんお一人） 

 

 http://knots.or.jp/corporation/2018/04/award2019/ 

 

 

4）「PET'S ALL RIGHT」お試し＆特別料金ご提供のお知らせ 

 

  24時間、獣医師等の専門家に動画も使って相談できる 

 「PET'S ALL RIGHT」。 

 飼い主さんの終生飼養を支援するサービスとして注目されています。 

 Knots ホームページから、30日間無料＆月額 980 円でご利用できることに 

 なりました。 

 

 https://petsallright.net/?store_token=t27LjDK8 

 

 

5）「IAHAIO 2019」NY グリーンチムニーズにて開催！ 

 

 IAHAIO では 3 年ごとに国際会議を開催しており、次回は 2019 年 4月 12 日〜14 日に 

 米国ニューヨーク州ブリュースターの「グリーンチムニーズ」での 

 開催が決定しました。 

 

  http://knots.or.jp/corporation/2018/05/15th_iahaioconference/ 

 

 

6）わんわんパラダイス情報 

 

 「りぶ・らぶ・あにまるず フェスティバル 2018」では、 

 宿泊券のプレゼントも♡ 

 

 

http://www.wanpara.jp/?gclid=EAIaIQobChMI2p3An4eB2QIVkZW9Ch0rrw7MEAAYAS

AAEgKu1vD_BwE 
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https://petsallright.net/?store_token=t27LjDK8
http://knots.or.jp/corporation/2018/05/15th_iahaioconference/
http://www.wanpara.jp/?gclid=EAIaIQobChMI2p3An4eB2QIVkZW9Ch0rrw7MEAAYASAAEgKu1vD_BwE
http://www.wanpara.jp/?gclid=EAIaIQobChMI2p3An4eB2QIVkZW9Ch0rrw7MEAAYASAAEgKu1vD_BwE


 

7）他団体からのお知らせ  

 ・2018.5.7 より募集中 公益社団法人日本動物病院協会（JAHA） 

 「家庭犬しつけ方講座〜ベーシックコース」 

 ベーシックコース修了後は、JAHA 認定家庭犬しつけインストラクターを目指す 

 「インストラクター養成コース」に進むことができます。 

 https://www.jaha.or.jp/owners/dog-training/basic/ 

 

 ・2018.6.23  公益社団法人日本動物病院協会（JAHA） 

 「JAHAどうぶつフェスタ 2018」 

          https://www.jaha.or.jp/hab/seminar/festa/ 

 

 ・公益社団法人日本動物福祉協会主催セミナー 年間のご案内 

 http://www.jaws.or.jp/wp-

content/uploads/2018/05/1f49006e42f99c2c2fe201eab465e91c.pdf 

 詳しくは、同会ウェブサイトへ 

 http://www.jaws.or.jp/seminar/ 

 

 ・2018.7.13 まで 

 「米国アニマルシェルターツアー」募集中 

 山﨑恵子先生・佐季子先生が設立された 

 一般社団法人アニマル・リテラシー総研よりのご案内です。 

 http://www.alri.jp/?mode=f12 

 

 ・2018.7.14 

 「第 10 回 兵庫県補助犬研究会」開催のご案内 

 http://www2.kobe-u.ac.jp/~ymiura/hp/Hyogo_SDSG_10.html 

 

 ＊木村佳友さんと介助犬のシンシア、エルモ、デイジーの様子が紹介されます。 

 ◇ＮＨＫ総合「もふもふモフモフ」 

 再放送日時：６月１３日（水）23時 55分〜24 時 15 分 

 ※「もふもふと人との胸キュンな感動物語」という 

 最後のコーナーで取り上げられます。約 5 分です。 

 

 ・2018.7.23 日本ペットサミット J−PETS 

 第 10回 例会 「どうぶつと一緒に考える働き方改革」 
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 ・2018.9.23 公益社団法人滋賀県獣医師会 

 2018「しが動物フェスティバル」 

 竜王町総合運動公園ドラゴンハットにて 
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