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

2020 年も残すところあとわずかとなりました。 

今年は、新型コロナウイルス対策に慌ただしい一年でしたね。 

その中で、新しい生活様式に合わせた工夫が必要となりました。 

一方、Knots にとっては、設立 20 周年の節目の年でもありました。 

今年の経験を糧に来年はステップアップした一年にしたいものです。 

今年も一年、Knots の事業を支えて頂き、本当にありがとうございました。 

来年もどうぞよろしくお願いいたします。 

  

  

― Knots NEXT ‘One World, One Life’ 

 「ひとつの豊かな地球は、ひとつひとつのいのちの幸せを繋いでいくことで 

 構築されていく」 

  

人も動物も「生ある限りは幸せに」といういのちへの責任を果たせるよう、 

「生き物としてのヒト」という視点を活かした 

各々のいのちに寄り添う社会システム構築に向け、 

情報交流、啓発、教育、研究を行っていきたい 

と考えております。 

引き続きご支援・ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  

  

☆彡 Knots 事務所移転しました 

〒650-0032 

神戸市中央区伊藤町 110‐2 伊藤町 YANAGIDA ビル ７F-12 

  

☆彡 Knots 事務所の電話番号が変更になりました 

   おかけ間違いのないようにお願いいたします 

(新)０５０－３７０２－８０５８ (12 月 1 日からこちらの番号に変わりました) 

http://knots.or.jp/


  

☆彡 Knots の冬休み 

１２月２６日（土）～１月１１日（月・祝）を Knots の冬休みとさせていただきます。 

この期間のお問い合わせに関するご連絡は１月１２日（火）以降となります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

  

☆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。 

グリーンキーパーさんが国際フロンティア産業メッセ 2020 に出展された時に 

ブース訪問させて頂きました。 

http://knots.or.jp/corporation/2020/09/kobemesse2020-greenkeeper/ 

  

  

Patch さんの冬休み・・・１２月２９日（火）～１月３日（日） 

年内にお届け可能な注文受付は終了いたしました。 

納期については Knots までお問い合わせください。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

  

（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/ 

イベント情報や、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？ 

一度送ると『このキャラクターは何をモデルに作られたの！？』と 

興味を持ってくださる方も、実は多くいらっしゃるんです。 

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！ 

http://knots.or.jp/corporation/2020/09/kobemesse2020-greenkeeper/
http://knots.or.jp/corporation/project/attaraiina.html
http://knots.or.jp/shop/
https://www.facebook.com/piiaknots/


LINE スタンプ https://line.me/S/sticker/8299088 
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１）神戸市動物愛護フェスティバル 2020 報告 

  

今年ならではのスタイルで企画された神戸市動物愛護フェスティバル２０２０、 

皆様のご協力のもと、無事に開催することができました。 

  

★パネル展 

11 月 21 日（土）～29 日(日)の期間、しあわせの村（神戸市北区）の 

本館・温泉健康センターの渡り廊下展示スペースにおいて開催されたパネル展、 

多くの方にお運び頂きありがとうございました。 

パネル展の様子は、動画でもご覧いただけます。 

 https://www.youtube.com/watch?v=XFzDbo2oTQQ&feature=youtu.be 

  

★専用Ｗｅｂページ 

11 月 23 日（祝・月） Knots の Web サイトにて専用 Web ページが公開となり、 

現在も継続してご覧頂くことができます。 

コロナ禍で、室内で過ごされる方も多いと思います。 

年末年始のゆっくりした時間に、動画で動物愛護フェスティバルを楽しんでみませんか？ 

     http://knots.or.jp/corporation/2020/10/kobe-aigofes2020/ 

https://line.me/S/sticker/8299088
https://www.youtube.com/watch?v=XFzDbo2oTQQ&feature=youtu.be
http://knots.or.jp/corporation/2020/10/kobe-aigofes2020/


  

内容：『挨拶―神戸市動物愛護フェスティバル 2020―』 

     ・ 神戸市動物愛護フェスティバル実行委員会・委員長／ 

       神戸市動物愛護協会・会長  玉田はる代氏 

        https://www.youtube.com/watch?v=7HvW4etLbWk&feature=youtu.be 

  

     ・ 公益財団法人こうべ市民福祉振興協会・会長 三木孝氏 

                         https://www.youtube.com/watch?v=doZFyzzFbJM&feature=youtu.be 

  

     『乗馬の楽しみ・馬とのふれあいを通じて』 （公益社団法人神戸乗馬倶楽部） 

      https://www.youtube.com/watch?v=oU-2ZYejvAk&feature=youtu.be 

  

   『神戸市人と猫との共生推進協議会 構成団体の活動の紹介』 

（神戸市人と猫との共生推進協議会） 

        https://www.youtube.com/watch?v=2O9k4F1ztJU&feature=youtu.be 

  

       『働く犬の紹介とデモンストレーション』  

       ・盲導犬（社会福祉法人兵庫盲導犬協会） 

           https://www.youtube.com/watch?v=cUUoJbGN2c0&feature=youtu.be 

  

        ・介助犬（特定非営利活動法人兵庫介助犬協会） 

               https://www.youtube.com/watch?v=kEf1dfl21zo&feature=youtu.be 

  

        ・牧羊犬（神戸市立六甲山牧場） 

           https://www.youtube.com/watch?v=JFkgLrhT-L0&feature=youtu.be 

  

       『しつけ方教室』 手作りおもちゃで犬と遊んで楽しくしつけのコツを学びまし

ょう 

             https://www.youtube.com/watch?v=srJbuHfLmpE&feature=youtu.be 

  

       『ショードッグの世界』  （ロイヤルグルーミング学院） 

           https://www.youtube.com/watch?v=4Y18cO_FJTA&feature=youtu.be 

  

       『りぶ・らぶ・エクササイズ』 音楽に合わせて愛犬と楽しむエクササイズ 

           https://www.youtube.com/watch?v=mBIrfemO6YQ&feature=youtu.be 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7HvW4etLbWk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=doZFyzzFbJM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oU-2ZYejvAk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2O9k4F1ztJU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cUUoJbGN2c0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kEf1dfl21zo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JFkgLrhT-L0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=srJbuHfLmpE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4Y18cO_FJTA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mBIrfemO6YQ&feature=youtu.be


       『ケーナインフリースタイルデモンストレーション』 （Dogs Life） 

        ・ ド ッ グ ダ ン ス ① 

https://www.youtube.com/watch?v=r9Tn10shwls&feature=youtu.be 

  

        ・ ド ッ グ ダ ン ス ② 

https://www.youtube.com/watch?v=ykkGSUtO60o&feature=youtu.be 

  

        ・ ド ッ グ ダ ン ス ③ 

https://www.youtube.com/watch?v=NbzD33q5BHs&feature=youtu.be 

  

       『ミュージックライブ』 ミュージシャン・徳田建氏による『犬の唄』ほか 

         https://www.youtube.com/watch?v=vJ91PsM6c6s&feature=youtu.be 

  

『企業・団体の皆様のバナー参加』 バナーのリンクで応援頂いています！ 

           ご協力頂いた皆様、本当にありがとうございました！ 

  

  

昨年開催された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/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 

  

  

２）わんちゃん大運動会＆ゲーム大会報告 

  

お待たせいたしました！ 

六甲山カンツリーハウス・ドッグランで 10 月 25 日(日)に開催された、 

わんちゃん大運動会＆ゲーム大会の当日の様子をアップいたしました！ 

http://knots.or.jp/corporation/2020/12/fes2020-report/ 

  

各競技の入賞者の皆様、おめでとうございます！ 

また、豪華賞品のかかったじゃんけん大会、密に気をつけながら短時間で盛り上がりまし

た！ 

改めまして、ご参加・ご協力頂いた皆様、本当にありがとうございました。 

  

https://www.youtube.com/watch?v=r9Tn10shwls&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ykkGSUtO60o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NbzD33q5BHs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vJ91PsM6c6s&feature=youtu.be
http://knots.or.jp/corporation/2020/01/kobe-doubutsuaigo-festival2019_report/
https://www.youtube.com/channel/UCb-5BlmfrmebR0j0oeOUVTA/videos
http://knots.or.jp/corporation/2020/12/fes2020-report/


六甲山カンツリーハウス・ドッグランは、11 月 3 日（火・祝）をもちまして、 

2020 年の全日程を終えました。 

今年は新型コロナウイルスの影響で、4 月、5 月の六甲山カンツリーハウス休業に伴い、 

ドッグランのスタートが 6 月からとなりましたが、毎回、たくさんのワンちゃんとご家族

様に 

ご利用頂きました。 

六甲山カンツリーハウス・ドッグランが始まって 16 年、 

13,782 頭のワンちゃんにご利用頂きましたこと、スタッフ一同、とても嬉しく思っていま

す。 

また、皆様にお会いできますことを楽しみにしております！ 

  

  

 ☆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/ 

  

  

３）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 日の動物愛護週間のために、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 

  

  

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。 

http://knots.or.jp/corporation/2017/11/fes2017-repo/
https://www.city.akashi.lg.jp/kankyou/dobutsu/douga/dog.html?fbclid=IwAR3aEF2cMc8MoOhxcRXAtZ-wfXNSueeJ_zq_tAO-bNqjDCezAvqD33r-XKE


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-

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）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、 

http://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2014/03/ICAC_KOBE2012_Ja_KeynoteLecture.pdf
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


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。 

  

あかし動物センター様が、9 月 20 日～9 月 26 日の動物愛護週間のために制作された絵本動

画「ずっといっしょだよ」が公開されています。 

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

なっていますので、是非ご覧になってみてください。 

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

  

その他、奈良県「いのちの教育」プログラムを導入してくださった新たな取り組みなど、引

き続きサイトでもご報告させていただきたいと思っております！ 

  

教育ツール共有事業は、日英でのご案内を用意しております。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 

  

  

６）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 

  

  

７）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。 

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


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 

  

  

８）ICAC KOBE 2020 公式 LINE スタンプ 

  

2020 年度に「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 

  

  

９）「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 

  

  

１０）わんわんパラダイス情報 

  

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/ 

  

冬春のおすすめ情報 

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
https://www.wanpara.jp/


https://www.wanpara.jp/%e6%97%ac%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%82%9

2%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e2%99%aa%ef%bd%9e%e3%82%8f%e3%82

%93%e3%82%8f%e3%82%93%e3%83%91%e3%83%a9%e3%83%80%e3%82%a4%e3%

82%b9%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99/ 

  

☆おすすめプラン☆ 

ご予約プランのご紹介です。 

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

  

  

１１）他団体からのお知らせ 

  

☆あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

 『外交官 杉原千畝 命のビザ』 

配信期間：2020 年 12 月 6 日（日）午前 9：00～12 月 20 日（日）午前 9：00 

https://www.aioinissaydowa10thevent-inochinovisa.com 

第二次大戦の最中、杉原千畝氏の発給した日本国通過ビザで 6 千人もの命が救われたと言

われていますが、 

多くの方が神戸にいらっしゃったという歴史があります。 

コロナ禍に生きる我々が学ぶべきことがあるのでは、と 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社創業 10 周年記念企画として 

特別番組を配信されています。 

  

  

☆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。 

市民講座もオンラインで聴講できます。 

12 月 22 日（火）配信のプログラムがありますので、 

ご興味のある方は申し込みをお急ぎください！ 

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

  

※Knots も後援させていただいております。 

  

  

☆日本動物福祉学会 

https://www.wanpara.jp/%e6%97%ac%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%82%92%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e2%99%aa%ef%bd%9e%e3%82%8f%e3%82%93%e3%82%8f%e3%82%93%e3%83%91%e3%83%a9%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99/
https://www.wanpara.jp/%e6%97%ac%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%82%92%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e2%99%aa%ef%bd%9e%e3%82%8f%e3%82%93%e3%82%8f%e3%82%93%e3%83%91%e3%83%a9%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99/
https://www.wanpara.jp/%e6%97%ac%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%82%92%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e2%99%aa%ef%bd%9e%e3%82%8f%e3%82%93%e3%82%8f%e3%82%93%e3%83%91%e3%83%a9%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99/
https://www.wanpara.jp/%e6%97%ac%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%82%92%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e2%99%aa%ef%bd%9e%e3%82%8f%e3%82%93%e3%82%8f%e3%82%93%e3%83%91%e3%83%a9%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99/
https://www.wanpara.jp/plan/
https://www.aioinissaydowa10thevent-inochinovisa.com/
https://www.jaha.or.jp/event/annual2020_online/


・第 1 回日本動物福祉学会シンポジウム オンライン開催 

日時：2020 年 12 月 20 日（日）13：30～15：30 WebEX オンライン配信 （参加無料） 

https://sites.google.com/view/jaaws/%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%

B1 

  

  

☆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 

  

  

☆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 

  

飼い主の方へ 新型コロナウイルス情報 

https://www.tvma.or.jp/cmt/mt-

search.cgi?IncludeBlogs=7&blog_id=7&tag=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E

3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9 

  

  

https://sites.google.com/view/jaaws/%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1
https://sites.google.com/view/jaaws/%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1
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
https://www.tvma.or.jp/public/2020/04/post-72.html
https://www.tvma.or.jp/cmt/mt-search.cgi?IncludeBlogs=7&blog_id=7&tag=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9
https://www.tvma.or.jp/cmt/mt-search.cgi?IncludeBlogs=7&blog_id=7&tag=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9
https://www.tvma.or.jp/cmt/mt-search.cgi?IncludeBlogs=7&blog_id=7&tag=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9


☆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。 

人と動物、環境の健康は、ひとつという One Health の考え方を、今こそしっかりと持って

いたいですね。 

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 

  

  

☆彡 最後までご覧頂きありがとうございました。 

どうぞ良いお年をお迎えください。 

 

 

 

公益社団法人 Knots 事務局 ◇================ 

 

〒650-0032 

神戸市中央区伊藤町１１０－２ 

伊藤町 YANAGIDA ビル  ７F-12 

TEL: 050-3702-8058 /  Fax 050-3730-0738 
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http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/37375/00366407/07%20siryo1-3.pdf
https://www.anicom.co.jp/release/2020/200410.html
https://twitter.com/anicom_inc


Public Interest Incorporated Association Knots 
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URL      : http://knots.or.jp 
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