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

  

 いつの間にか、紅葉のニュースが聞かれるようになりました。 

 あんなに暑かった！のに、秋は、ちゃんとやってきますね。 

 

 リゾートも良し、六甲山も良し、学びの秋もありますね！ 

 豊かな秋を満喫しましょう！！ 

 

 食欲の秋、到来！！ 

「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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1０） 他団体からのお知らせ   

 

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

 

1） ペット産業情報新聞 Pet & Life   

 「PIIA Knots リレー・エッセイ」 

       

 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、株式会社セラヴィリゾート泉郷・ 

 代表取締役社長 小西 滋 様です。 

 

 「Pet & Life」は、電子版になりました。 

 http://www.e-iip.co.jp/ 

 

 ＜１６８号＞ 

 http://e-iip.co.jp/exevi?VIPROG=wn_view&DOMAIN=e-

iip.co.jp&LANGUAGE=japanese&FILENAME=79818991894750864.dat&PAGE=user_ne

ws.htm 

 

 

2） 「六甲山カンツリーハウス・ドッグラン 2018」11 月 4 日（日）まで！ 

 

 最後のラッキーWAN デー ＊利用料が半額になります＊ 

 10 月 27 日（土）は、ハロウィンの仮装をしたわんちゃんは、利用料が半額！ 

 お待ちしております！！ 

  

 詳しくはこちら↓ 

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

 

 

3）「奈良県いのちの教育」研修会 

 

 

4）「第 39 回 動物臨床医学会年次大会」市民公開シンポジウム     

     主催：公益財団法人動物臨床医学研究所 
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 2018 年 11 月 16 日（金）～18 日（日） 大阪国際会議場 

        http://www.dourinken.com/taikai.htm 

  

 市民公開シンポジウム 18 日（日）13:00 - 15:00 

 「あなたとペット動物の災害対策 ― 特にペットとの同行避難の為に ― 」 

 司会：林 良博（国立科学博物館） 

 1.阪神・淡路大震災（平成 7 年（1995 年）1 月 17 日）時における動物達への対応  

 ― 具体例と問題点 ―  

 冨永 佳与子（公益社団法人 Knots）  

 2.東日本大震災とそれに伴う津波（平成 23 年（2011 年）3 月 11 日）等に おける 

 動物達への対応 ― 従来よりの改善点と新たな問題点 ―  

 河又 淳（千葉小動物クリニック）  

 3.熊本地震（平成 27 年（2016 年）4 月 14 日）時における動物達への対応  

 ― 過去の大地震で参考になった点と新たな問題点 ―  

 船津 敏弘（動物環境科学研究所）  

 4.新しい「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」と将来への対応  

 長田 啓（環境省自然環境局） 

 

5）「第 7 回 ペットとの共生推進シンポジウム」報告    

 

 10 月 8 日（月）に「第 7 回 ペットとの共生推進シンポジウム」が開催されました。 

 「ペットが育む心と体の健康 ～子供の動物介在教育～」をテーマに、 

 基調講演とパネルディスカッションが行われました。 

 近日中に報告書を掲載いたします！ 

 

 

6）「りぶ・らぶ・あにまるず賞 2019」ノミネートのお願い 

 

 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、 

 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/ 
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7）「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 専用プランで登録していただくと 30 日間無料＆月額 980 円で 

 ご利用できます。 

 

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

 

 

8）「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」での開催です。 

 

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

 

 

9）秋のわんわんパラダイス情報 

 

 秋のお出掛けプランがいっぱいです☆ 

 出掛けませんか？ 

 https://www.wanpara.jp/enjoy_autumn/ 

 

 

10）他団体からのお知らせ  

 

 ・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/ 
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 ・2018.11.11 一般社団法人アニマル・リテラシー総研 

 生命尊重教育の講習会 

 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000028670.html 
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