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

朝夕の散歩の時間帯もずいぶん涼しく感じられるようになりましたね。 

すっかり秋の気配がいたします。 

芸術の秋、スポーツの秋、食欲の秋・・・ 

コロナが収束に向かうことを願いつつ、 

今年の秋をたっぷり満喫できますように！ 

  

  

今年は、阪神淡路大震災から 25 年、Knots 設立から 20 年という節目の年です。 

そんな 2020 年に開催される第 89 回日本獣医史学会研究発表会にて、 

Knots 理事長・冨永が、Knots の活動を振り返る発表の機会をいただきました。 

詳細については、次回のメールマガジンでお知らせいたします。 

  

― Knots NEXT ‘One World, One Life’ 

 「ひとつひとつの命の幸せが、ひとつの豊かな地球を構築する」 

  

そして、もうひとつ、ここで皆様と分かち合いたい言葉があります。 

― ‘One Health’ 

「人、動物、私たちを取り巻く環境の健康はひとつ」 

人と動物との共生を安心・安全な環境で実現していけるよう、 

この社会状況の中で、自分たちができることに 

一生懸命取り組んで参りたいと思います。 

引き続き、皆様のご支援とご協力をお願いいたします。 

  

  

☆彡 Knots 事務所移転しました 
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http://knots.or.jp/


  

☆彡  ワンちゃんの手作りおやつ「あったらいいなシリーズ」 

障害者自立支援事業として、Ｂ型就労継続支援事業所「Patch」さんが 

製造してくださっています。 

鹿肉おやつシリーズは、宍粟市の「しそうの森の贈物 グリーンキーパー」さんが製造して 

くださっています。 

（卸ご希望の方は、Knots 事務所へお問い合わせください。） 

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

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

  

  

☆彡  Knots 公式 Facebook 

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

六甲山カンツリーハウスのドッグラン情報や、リレー・エッセイのご紹介など、 

随時更新しております。 

  

☆彡  ICAC2020 公式 LINE スタンプ 

皆様の LINE に ICAC KOBE のキャラクターたちはスタンバイしていますか？ 

一言返信する時にかわいいキャラクターが一緒だと、ほっこりすることまちがいなし！ 

ご家族やお友だちとのトークにどうぞ！ 

LINE スタンプ https://line.me/S/sticker/8299088 
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１）動物愛護週間・あかし動物センター：絵本動画「ずっといっしょだよ」公開 

9 月 20 日～9 月 26 日は動物愛護週間です。教育ツール共有事業として制作に関わらせて 

いただいた、明石市様の絵本動画「ずっといっしょだよ」が公開されました。 

子どもたちにも分かりやすいように、鑑札を付けておくことの大切さを伝える絵本動画に 

なっています。 

https://www.city.akashi.lg.jp/kankyou/dobutsu/douga/dog.html 

  

  

２）ペット産業情報新聞 ペット&Life 「PIIA Knots リレー・エッセイ」のご紹介 

  

Knots のテーマである「人と（ヒト以外の）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いただきます。 

今回は、東京大学大学院農学生命科学研究科 農学国際専攻国際動物資源科学研究室 

教授 杉浦勝明 先生のお話をご紹介させていただきます。 

私たちのいのちを支える産業動物のお話です。 

  

http://knots.or.jp/corporation/wp-

content/images/2020/09/ca31e33944bb56ef38f767cef64a2308.pdf 

  

  

３）六甲山カンツリーハウス・ドッグラン 2020 

  

神戸を代表する観光地・六甲山にある六甲山カンツリーハウス・ドッグラン。 

秋のドッグランは、９月５日（土）よりスタートしました！ 

久しぶりにお会いしたワンちゃんたちは、秋空の下、元気に遊んでいます！ 

予定しておりましたディスクドッグ練習会は、雨天のため残念ながら中止となりましたが、 

アジリティ体験会はお天気に恵まれ、たくさんのワンちゃんと飼い主さんにご参加 

いただきました。第 2 回目のアジリティ体験会は 10 月 11 日（日）を予定しています。 

また、１０月にはワンちゃん大運動会＆ゲーム大会を開催予定です。 

皆様のお越しをスタッフ一同お待ちしております！ 

  

https://www.city.akashi.lg.jp/kankyou/dobutsu/douga/dog.html?fbclid=IwAR3aEF2cMc8MoOhxcRXAtZ-wfXNSueeJ_zq_tAO-bNqjDCezAvqD33r-XKE
http://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2020/09/ca31e33944bb56ef38f767cef64a2308.pdf
http://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2020/09/ca31e33944bb56ef38f767cef64a2308.pdf


今年度のご案内は以下の通りですので、ご参照ください。 

http://knots.or.jp/corporation/2020/01/dogrun2020/ 

  

＜２０２０年秋の開催予定＞期間中の土・日・祝 

２０２０年９月５日（土）～１１月３日（火・祝） 

  

☆秋のイベント☆ お申し込みをお待ちしております！ 

◎アジリティ体験会②：１０月１１日（日） ①１０：３０～ ②１３：３０～ 

  

◎りぶ・らぶ・あにまるずフェスティバル 2020 

 ワンちゃん大運動会＆ゲーム大会 １０月２５日（日） １０：００～１６：００ 

 http://knots.or.jp/corporation/2020/03/fes2020/ 

  

 ☆りぶ・らぶ・エクササイズ☆ 

室内で過ごすことの多い今、愛犬とチャレンジしてみませんか？ 

お手本動画はこちら。 

http://knots.or.jp/corporation/2017/11/fes2017-repo/ 

  

  

４）Knots 記録集より 

  

Knots では、たくさんの方々のご協力により、これまでに『りぶ・らぶ・あにまるずシンポ

ジウム』 

『ICAC KOBE（国際会議）』を通じて皆様に人と動物に関わる情報や議論の場を提供して

います。 

 

感染状況にやや減少傾向が見られるものの、まだ収束には至っていない新型コロナウイル

ス感染症。 

市民の安心・安全をどう守っていくのか？という感染症制御の事例が今でも参考になると

思います。 

  

☆「感染症はいかに制御できるのか」 長崎大学学長（開催時）／医学博士 片峰茂先生 

―ICAC KOBE 2012 基調講演― 

大学、地方行政、団体そして市民が力を合わせて感染症制御に取り組まれた事業のお話です。 

今の私たちを勇気づけてくれます。 

http://knots.or.jp/corporation/wp-

http://knots.or.jp/corporation/2020/01/dogrun2020/
http://knots.or.jp/corporation/2020/03/fes2020/
http://knots.or.jp/corporation/2017/11/fes2017-repo/
http://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2014/03/ICAC_KOBE2012_Ja_KeynoteLecture.pdf


content/images/2014/03/ICAC_KOBE2012_Ja_KeynoteLecture.pdf 

  

☆「インフルエンザウイルスの生態：鳥インフルエンザとパンデミックインフルエンザ対策

のために」 

喜田宏氏（日本学士院会員／北海道大学特別教授／北海道大学人獣共通感染症リサーチセ

ンター統括／OIE 世界鳥インフルエンザレファレンスラボラトリー長／WHO 指定人獣共

通感染症対策研究協力センター長）（開催時） 

―ICAC KOBE 2014 基調講演― 

http://knots.or.jp/corporation/wp-

content/images/2014/09/074bf4d2447a2ecb47a909a676b5f5e5.pdf 

  

☆「阪神・淡路大震災の経験を人と動物の幸せな未来へ－護るべき大切な日常とは？」 

座長：位田隆一氏（京都大学名誉教授／同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科

特別客員教授／同志社大学生命倫理ガバナンス研究センター長／公益財団法人国際高等研

究所副所長）（開催時） 

―ICAC KOBE 2015 基調シンポジウム― 

http://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2015/09/Keynote-

_ICAC2015Summary.pdf 

  

記録集リンク 

http://knots.or.jp/corporation/proceedings.html 

  

  

５）神戸市動物愛護フェスティバル 2020 について 

  

2020 年 11 月 23 日（月・祝）に神戸市北区・しあわせの村にて、神戸市動物愛護フェステ

ィバル 2020 の開催を予定し、 

神戸市動物愛護フェスティバル実行委員会で準備を進めておりましたが、新型コロナウイ

ルス感染症の状況が不透明であるため、 

大規模な集客を伴うイベントとしての開催が困難となりました。現在、プログラムの変更に

ついて検討中です。 

詳細につきましては決まりましたらお知らせいたします。 

※神戸市動物愛護フェスティバル実行委員会 

（構成団体：神戸市動物愛護協会・公益社団法人神戸市獣医師会・公益社団法人 Knots） 

  

神戸市動物愛護フェスティバル 2019 報告はこちらをご覧ください。 

http://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2014/03/ICAC_KOBE2012_Ja_KeynoteLecture.pdf
http://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2014/09/074bf4d2447a2ecb47a909a676b5f5e5.pdf
http://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2014/09/074bf4d2447a2ecb47a909a676b5f5e5.pdf
http://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2015/09/Keynote-_ICAC2015Summary.pdf
http://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2015/09/Keynote-_ICAC2015Summary.pdf
http://knots.or.jp/corporation/proceedings.html


http://knots.or.jp/corporation/2020/01/kobe-doubutsuaigo-festival2019_report/ 

  

当日の様子は YouTube でも公開中です。 

https://www.youtube.com/channel/UCb-5BlmfrmebR0j0oeOUVTA/videos 

  

  

  

６）教育ツール共有事業の展開 

  

各地の動物愛護（管理）センターや民間の団体と共に企画開発を行い、すでに導入されて教

育現場での実績のある教育ツールをご紹介しています。 

子どもたちに「いのちの大切さ」を伝える教育が実施される機会を提供し、人と動物の幸せ

な共生を実現する心豊かな社会を目指し未来へ向け歩みを進められるご支援となることを

願っております。 

現在、9 月 20 日から 26 日までの動物愛護週間の啓発に関するツールなどの制作を鋭意制

作中です。啓発や教育に関するツールの制作などに関するご相談も承っておりますので、気

軽にお問い合わせください。 

http://knots.or.jp/corporation/2014/12/education_tools/ 

  

日英でのご案内を用意しておりますので、ご参照ください。 

日本語： 

http://knots.or.jp/corporation/wp-

content/images/2020/01/78ac4f08c17f10bdb819559195599c8a.pdf 

英語： 

http://knots.or.jp/corporation/wp-

content/images/2020/01/3448983d196acb9ac6790dd129037a6f.pdf 

  

  

７）子どもセミナー開催実績のページご紹介 

  

NPO 法人時代に開催していた「子どもセミナー」の実施内容を Web サイトで紹介させて

いただいています。 

10 年以上前の事業内容ですが、現在の子どもたちにこそ、こうした生き物や環境との関わ

りが必要なのではないかと感じています。ご参照ください。 

http://www.knots.or.jp/project/child_s/child_s_top.htm 

  

http://knots.or.jp/corporation/2020/01/kobe-doubutsuaigo-festival2019_report/
https://www.youtube.com/channel/UCb-5BlmfrmebR0j0oeOUVTA/videos
http://knots.or.jp/corporation/2014/12/education_tools/
http://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2020/01/78ac4f08c17f10bdb819559195599c8a.pdf
http://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2020/01/78ac4f08c17f10bdb819559195599c8a.pdf
http://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2020/01/3448983d196acb9ac6790dd129037a6f.pdf
http://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2020/01/3448983d196acb9ac6790dd129037a6f.pdf
http://www.knots.or.jp/project/child_s/child_s_top.htm


  

８）阪神・淡路大震災動物救援の記録 

（兵庫県南部地震の名称を使用されています。） 

  

阪神・淡路大震災から 25 年を迎えました。 

25 年前、神戸市獣医師会、日本動物福祉協会阪神支部、兵庫県、神戸市を中心に動物救援

事業が行われました。 

この 1 年後の譲渡動物のその後の調査を含めた一連の事業によって人と動物の絆の重要性

が認識され、 

成犬・成猫譲渡、動物愛護センターの設置、動物愛護法への転換と「人と動物が幸せに共生

する社会」への礎が整備されていきました。 

その救援活動の記録を、神戸大学附属図書館震災文庫で読むことができます。 

  

【大震災の被災動物を救うために：兵庫県南部地震動物救援本部活動の記録】 

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/directory/eqb/book/7-156/index.html 

  

  

９）ICAC KOBE 2020 公式 LINE スタンプ 

  

2020 年に「りぶ・らぶ・あにまるず ICAC KOBE 第 5 回神戸 すべての生き物のケアを考

える国際会議 2020」の開催を目指しています。 

会議の公式キャラクターの LINE スタンプを販売しております。 

皆様に愛用していただけると幸いです。 

https://line.me/S/sticker/8299088 

  

  

10）「PET’S ALL RIGHT」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 

  

  

11）秋のわんわんパラダイス情報 

  

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/directory/eqb/book/7-156/index.html
https://line.me/S/sticker/8299088
https://petsallright.net/?store_token=t27LjDK8


犬との旅行が今ほどメジャーではなかった時代に、犬と一緒に泊まれる宿泊施設の先駆け

としてオープンした「わんわんパラダイスホテル」、 

現在では全国で７施設を展開され、愛犬との旅を支え続けておられます。新型コロナウイル

スの影響での休業を経て、6 月 5 日（金）より営業を再開されています。 

https://www.wanpara.jp/ 

  

Go To トラベルキャンペーン 

https://www.izumigo.co.jp/resorthotel/stay/gotocampaign/?_ga=2.9066739.771315765.16

00049686-951109076.1596249132 

Go To トラベルキャンペーン事業の対象施設として承認されています。 

  

☆おすすめプラン☆ 

秋からのご予約プランのご紹介です。 

https://www.wanpara.jp/plan/ 

  

株式会社セラヴィリゾート泉郷様より 

Knots 参画のイベントにて招待宿泊券のプレゼントを頂いたお客様で、 

新型コロナウイルスの影響でご利用になれなかった方は、12 月 4 日まで 

期限を延長した宿泊券を再発行して下さることになりました。 

該当される方は、Knots 事務局まで。 

  

  

12）他団体からのお知らせ 

  

☆公益社団法人日本動物病院協会（JAHA）  

・年次大会 2020 オンライン 

JAHA 年次大会が今年はオンライン配信で行われることになりました。 

https://www.jaha.or.jp/event/annual2020_online/ 

  

※Knots も後援させていただいております。 

  

・家庭犬のしつけ方講座 ベーシックコース（全 6 回） 

オンラインでの開催が決定しました。 

10 月 24 日（土）第一回配信～11 月 28 日（土）最終回配信 

毎週土曜日リアルタイム配信（各回 1 週間の見逃し配信があります） 

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

https://www.wanpara.jp/
https://www.izumigo.co.jp/resorthotel/stay/gotocampaign/?_ga=2.9066739.771315765.1600049686-951109076.1596249132
https://www.izumigo.co.jp/resorthotel/stay/gotocampaign/?_ga=2.9066739.771315765.1600049686-951109076.1596249132
https://www.wanpara.jp/plan/
https://www.jaha.or.jp/event/annual2020_online/
https://www.jaha.or.jp/owners/dog-training/basic_online/


  

  

☆一般社団法人日本臨床獣医学フォーラム（JBVP） 

オンライン日本臨床獣医学フォーラム 第 22 回年次大会 

2020 年 9 月 19 日（土）～10 月 11 日（日） 

http://www.jbvp.org/2020/index.html 

ライブ配信のほか、録画配信のプログラムもあります。 

専門家の方だけでなく、飼い主さん・一般市民の方でもご参加いただけます。 

  

  

☆一般社団法人優良家庭犬普及協会 

動物介在プログラム基礎講習会 オンライン 

2020 年 10 月 24 日（土）・25 日（日） 10 時～16 時 

講師：山崎恵子先生（一般社団法人アニマルリテラシー総研 代表理事） 

https://www.cgcjp.net/aai/ 

今年はオンラインで開催されます。 

  

  

☆厚生労働省 

新型コロナウイルス感染症について、動物を飼育する方向け Q&A がホームページに掲載さ

れています。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/doubutsu_qa__00001.ht

ml 

  

  

☆環境省 

新型コロナウイルス関連情報（ペットを飼っているみなさま、ペット関連事業者のみなさま

へ）が 

ホームページに掲載されています。 

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/coronavirus.html 

  

  

☆公益社団法人日本獣医師会 

新型コロナウイルス感染症に関する情報がホームページで紹介されています。 

http://nichiju.lin.gr.jp/covid-19 

  

http://www.jbvp.org/2020/index.html
https://www.cgcjp.net/aai/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/doubutsu_qa__00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/doubutsu_qa__00001.html
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/coronavirus.html
http://nichiju.lin.gr.jp/covid-19


  

☆公益社団法人東京都獣医師会 

新型コロナウイルスに感染した人が飼っているペットを預かるために知っておきたいこと

（Ver.2）がわかりやすくまとめられています。 

https://www.tvma.or.jp/public/2020/04/post-72.html 

  

  

☆公益社団法人神戸市獣医師会 

新型コロナウイルスへの対策に役立つ動画コンテンツを公開されています。 

https://kobeshijuishikai.or.jp/ 

  

  

☆第２回大阪府新型コロナウイルス対策本部専門家会議資料のご紹介 

６月に開催された大阪府新型コロナウイルス対策本部専門家会議において、 

京都大学ウイルス・再生医科学研究所の宮沢孝幸先生が作成された資料（スライド）が 

わかりやすくまとめられていますので、ご紹介いたします。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/37375/00366407/07%20siryo1-3.pdf 

  

  

☆アニコムホールディングス株式会社 

新型コロナウイルスに感染された飼い主さまのために無償でペットをお預かりするサービ

ス 

「#StayAnicom プロジェクト」を展開されています。 

https://www.anicom.co.jp/release/2020/200410.html 

  

#StayAnicom プロジェクトの情報は、twiiter で随時更新されています。 

https://twitter.com/anicom_inc 
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〒650-0032 
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http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/37375/00366407/07%20siryo1-3.pdf
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伊藤町 YANAGIDA ビル  ７F-12 

TEL: 078-843-8970 /  Fax 050-3730-0738 

 

Public Interest Incorporated Association Knots 

110-2 7F-12, Ito-machi, Chuo-ku, Kobe-city, 

HYOGO 650-0032 

 

E-mail     : info@knots.or.jp 

URL      : http://knots.or.jp 
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