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

今年は梅雨入りが早かったですね。 

お天気の良い日は過ごしやすく、 

吹く風に初夏を感じられるようになりました。 

  

  

☆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) 
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１）Knots の事業に新たな事業が加わりました！ 

  

5 月 28 日（金）に内閣府答申でで公益目的事業の変更認定申請が認められ、 

「SDGs 推進事業 ―One World, One Life―」が新たに事業に加わりました。 

事業名でもある‘One World, One Life’は 

「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 

https://knots.or.jp/


構築されていく」という概念で、昨年、設立 20 周年を迎えた Knots の 

次のステップへのテーマとしたものです。 

  

このテーマはまさしく誰一人取り残さない社会を目指す国連の SDGs と 

目標を同じくするものであり、今後もステークホルダーとして更なる貢献ができるよう、 

行政機関や他団体・企業の皆様方と連携を図り、SDGs を推進する事業を行って参ります。 

  

引き続きご指導・ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 

  

  

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

  

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いている、 

ペット＆Life の「PIIA Knots リレー・エッセイ」のコーナー。 

今回は、Knots のあったらいいなシリーズ（ワンちゃんの手作りおやつ）の 

「播州宍粟ジカシリーズ」でお馴染みのしそうの森の贈物グリーンキーパー様のご紹介で

す。 

  

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

content/images/2021/05/149c307a2e34ecf8725e5a1a26550bc8.pdf 

  

  

３）紺綬褒章「公益団体」認定 

  

このたび、Knots は環境省のご推薦を頂き、内閣府賞勲局より 

紺綬褒章「公益団体」として認定して頂きました。 

現在、認定されている公益団体は以下のリンクよりご覧頂くことができます。 

https://www8.cao.go.jp/shokun/kouekidantai.pdf 

  

 ※紺綬褒章とは・・・公益のために私財（個人 500 万円以上、団体 1000 万円以上）を 

       寄附した方に対して授与される褒章のことで、内閣府賞勲局が「公益団体」として 

       認定した団体に寄附をした方が、紺綬褒章の授与の対象となります。 

 ※Knots にご寄附いただいた方で、定められた条件を満たす場合、紺綬褒章授与申請を 

   させて頂きます。 

  

https://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2021/05/149c307a2e34ecf8725e5a1a26550bc8.pdf
https://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2021/05/149c307a2e34ecf8725e5a1a26550bc8.pdf
https://www8.cao.go.jp/shokun/kouekidantai.pdf


  

４）六甲山アスレチックパーク GREENIA オープン！ 

  

六甲山カンツリーハウスが、2021 年 4 月 3 日（土）、 

「六甲山アスレチックパーク GREENIA」として新しくオープンされました。 

緊急事態宣言の発出に伴い、4 月 26 日（月）～5 月 11 日（火）の期間、 

臨時休業されましたが、現在は営業を再開されています。 

営業日等のご利用のご案内等は以下のリンクよりご覧頂けます。 

https://www.rokkosan.com/greenia/ 

  

常設ドッグランの開設はありませんが、アスレチックを楽しむご家族と一緒に入場して、 

ワンちゃんも園内をお散歩することができます。 

ワンちゃんの入場料は無料です。 

バーベキュー場もワンちゃんと一緒に利用できるエリアがありますよ。 

https://www.rokkosan.com/greenia/bbq/ 

  

新しくなった六甲山アスレチックパーク GREENIA で自然を体感し、 

充実したひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。 

  

  

５）環境省「災害への備えチェックリスト」冊子 

  

環境省が自治体の危機管理部局と動物愛護管理部局の双方が利用できるものとして 

「人とペットの災害対策ガイドライン 災害への備えチェックリスト」の冊子を作成され

ました。 

「チェックリスト」については、環境省のホームページでも公開されています。 

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0303b.html 

  

  

６）あったらいいなシリーズに新商品追加！ 

   

日頃よりワンちゃんの手作りおやつ「あったらいいなシリーズ」にご愛顧を賜り 

ありがとうございます！ 

あったらいいなシリーズの「播州宍粟ジカシリーズ」に、新商品が 3 品加わり、 

ご好評頂いております。 

  

https://www.rokkosan.com/greenia/
https://www.rokkosan.com/greenia/bbq/
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0303b.html


 ・小枝ジャーキー   

小枝のような形状でほぐしやすいジャーキーです。 

・「かみかみ」ジャーキー  

ワンちゃんにじっくり「かみかみ」して味わってもらえます！ 

・GOZO～五臓入り鹿肉スナック～ 

  鹿の内臓肉（五臓：肝心脾肺腎）入りで、フードのトッピングにも最適！ 

  

只今、キャンペーン中で 3 袋（どの商品でも OK！）ご購入頂いた方には 

ちょっとしたオマケのプレゼントをお渡ししています。（プレゼントは無くなり次第終了） 

この機会に是非お買い求めくださいね。 

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

https://knots.or.jp/shop/ 

  

※新商品のご案内チラシのほか、従来のラインナップのチラシも一新致しましたので 

  ご入用の方は、Knots 事務局まで電話またはメールにてご連絡ください。 

      Knots 事務局 TEL:050-3702-8058   メール：info@knots.or.jp 

※卸ご希望の方は、Knots 事務局（TEL:050-3702－8058）へお問い合わせください。 

  

  

７）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、すでに実績のある教材の導入につい

てのご相談や、 

新規での企画開発のご相談を承っています。 

また、自治体内での実施に関する仕組みづくりなどについても、気軽にお問い合わせくださ

い。 

  

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： 

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

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

英語： 

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

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

  

  

https://knots.or.jp/corporation/project/attaraiina.html
https://knots.or.jp/shop/
tel:050-3702-8058
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https://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2020/01/78ac4f08c17f10bdb819559195599c8a.pdf
https://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2020/01/3448983d196acb9ac6790dd129037a6f.pdf
https://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2020/01/3448983d196acb9ac6790dd129037a6f.pdf


８）「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 

  

  

９）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、 

わんわんパラダイスの新ブランド「Wan’s Resort」と共に愛犬との旅を支え続けておられま

す。 

  

緊急事態宣言の期間延長に伴い、宿泊施設の一部臨時休館も延長されています。 

ご利用頂ける施設等の情報は以下のリンクよりご確認ください。 

https://www.wanpara.jp/ 

  

『おすすめプラン』 

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

  

  

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 

法獣医学研修会【基礎編】 獣医師・行政職員・獣医科学生対象の無料オンラインセミナー 

申込：2021 年 6 月 2 日（水）午後 12 時締切 

《総論》配信期間：2020 年 7 月 27 日（月）13：00～2020 年 8 月 3 日（月）13：00 

《各論》配信期間：2020 年 8 月 3 日（月）13：00～2020 年 8 月 10 日（月）13：00 

講師：田中亜紀先生(日本獣医生命科学大学講師) 

 木原友子先生(日本獣医生命科学大学野生動物学教室疫学班 研究員／ 

 東京大学大学院医学系研究科社会医学専攻 法医学 博士課程） 

 https://www.jaws.or.jp/seminar/%e6%b3%95%e7%8d%a3%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e7

%a0%94%e4%bf%ae%e4%bc%9a%e3%80%80%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e7%b7%a8/ 

https://petsallright.net/?store_token=t27LjDK8
https://www.wanpara.jp/
https://www.wanpara.jp/plan/
https://www.jaws.or.jp/seminar/%e6%b3%95%e7%8d%a3%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e7%a0%94%e4%bf%ae%e4%bc%9a%e3%80%80%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e7%b7%a8/
https://www.jaws.or.jp/seminar/%e6%b3%95%e7%8d%a3%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e7%a0%94%e4%bf%ae%e4%bc%9a%e3%80%80%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e7%b7%a8/


  

  

☆WJVF ONLINE 2021 第 12 回大会 

開催期間：2021 年 7 月 9 日（金）～8 月 15 日（日） 

申込期間：2021 年 6 月 9 日（水）～8 月 6 日（金） 

主催：一般社団法人日本臨床獣医学フォーラム（JBVP） 

   公益社団法人日本動物病院協会（JAHA） 

http://www.wjvf.net/ 

  

※Knots も後援させて頂きます 

  

☆JAHA どうぶつフェスタ 2021 オンライン 

人と動物の絆 一緒にいるってこんなに幸せ☆ （WJVF 第 12 回大会―市民公開講座） 

オンライン配信：2021 年 7 月 10 日（土）、7 月 11 日（日） （Vimeo） 

        その後 7 月 30 日（金）17：00 まで見逃し配信 （YouTube） 

プログラム： 

7 月 10 日（土） 

   14：00～14：40 「動物との幸せな暮らしのために動物病院に行くまでにできるこ

と 

            ～最初のしつけを勉強しよう！～子犬編」 

            講師：関拓真先生（株式会社イン・クローバー） 

   14：45～15：25 「ドッグダンス～一緒に楽しむってこんなに素晴らしい」 

            講師：倉田駿先生・倉田綾先生（犬のしつけ・幼稚園 Shake Hand’s） 

   15：30～16：10 「ワンちゃんの楽しいシニアライフに向けて日頃からできること 

            ～遊びを取り入れた工夫を紹介～」 

            講師：中塚圭子先生（認定家庭犬しつけインストラクター ドル

チェカーネ中塚） 

   16：10～16：20 「成功するかな？！ボックス・チャレンジ・リレー」 

7 月 11 日（日） 

   14：00～14：40 「CAPP（人と動物のふれあい活動）の紹介」 

                           インタビューワー：吉田尚子先生（JAHA 理事） 

                         対談：柴内裕子先生（JAHA 相談役、赤坂動物病院）、千葉陽

子先生（赤坂動物病院） 

   14：45～15：25 「子犬と子猫に幸せな未来を！こいぬこねこ教育アドバイザーか

らの提案」 

            講師：東樋口枝実子先生（あや動物病院） 

http://www.wjvf.net/


   15：30～16：10 「動物との幸せな暮らしのために動物病院に行くまでにできるこ

と 

            ～最初のしつけを勉強しよう！～子猫編」 

            講師：関拓真先生（株式会社イン・クローバー） 

   16：10～16：20 「成功するかな？！ボックス・チャレンジ・リレー」 

主催：公益社団法人日本動物病院協会（JAHA） 

   一般社団法人日本臨床獣医学フォーラム（JBVP） 

https://www.jaha.or.jp/hab/seminar/festa2021/ 

  

  

☆公益社団法人日本動物病院協会 

【家庭犬のしつけ方講座】 

ベーシックコース（オンライン）全 6 回 

第 1 回 2021 年 7 月 18 日（日） 14：00～16：00 

「犬との暮らし方学～イントロダクション」（講師：矢崎潤先生） 

第 2 回 2021 年 7 月 24 日（土） 14：00～16：00  

「犬の飼い主学～健康管理の基礎を学ぼう」（講師：板本豊実先生） 

第 3 回 2021 年 7 月 31 日（土） 14：00～17：00 

    「犬の飼い主学～責任ある飼い主になろう」（講師：水越美奈先生） 

第 4 回 2021 年 8 月 7 日（土） 14：00～17：00 

    「犬の行動学～犬のボディランゲージを知ろう」（講師：水越美奈先生） 

第 5 回 2021 年 8 月 15 日（日） 14：00～17：00 

    「犬のトレーニング学～ほめて楽しくしつけよう」（講師：矢崎潤先生） 

第 6 回 2021 年 8 月 22 日（日） 14：00～17：00 

    「犬のトレーニング学～成功に導くポイントを学ぼう」（講師：矢崎潤先生） 

リアルタイム配信後、各回１週間の見直し配信があります 

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

  

【2021 総会記念講演】 オンライン 

「幸せな組織をつくる幸せの４因子」 

日時：2021 年 6 月 17 日（木）13：30～15：30 ライブ配信 

講師：前野隆司先生（慶応義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授／  

           慶応義塾大学ウェルビーイングリサーチセンター長） 

https://www.jaha.or.jp/event/lecture2021/ 

  

  

https://www.jaha.or.jp/hab/seminar/festa2021/
https://www.jaha.or.jp/owners/dog-training/basic_online/
https://www.jaha.or.jp/event/lecture2021/


☆一般社団法人優良家庭犬協会 

オンライン飼い主大学 愛犬といっしょに薬膳ごはん「ラタトゥイユ de 薬膳」 

日時：2021 年 6 月 13 日（日）10：00～11：30 オンライン開催 

講師：油木真砂子先生（国際中医薬膳師／グッドシチズンテストサブジャッジ） 

https://www.cgcjp.net/member/yakuzen4/ 

  

犬と人間の関係学「犬のほごかつどう」 

日時：2021 年 7 月 17 日（土）19：00～21：00 オンライン開催 

講師：山﨑恵子先生（一般社団法人アニマル・リテラシー総研代表理事／ 

          一般社団法人優良家庭犬協会常任理事） 

共催：一般社団法人アニマル・リテラシー総研 

https://www.cgcjp.net/kankeigaku/0717/ 

  

  

☆一般社団法人アニマル・リテラシー総研 

【動物介在プログラム上級編オンライン講座シリーズ】 

「動物やボランティアの適性とは？」 

日時：2021 年 6 月 5 日（土） 10：00～12：30（途中 10 分休憩あり） オンラインセミ

ナー 

講師：山﨑恵子先生（一般社団法人アニマル・リテラシー総研代表理事） 

共催：一般社団法人優良家庭犬普及協会 

申込：2021 年 6 月 2 日（水）19：00 締切 

https://www.alri.jp/?mode=f59 

  

【動物虐待と対人暴力の連動性を探るオンライン講座シリーズ】 

「動物虐待と子ども虐待の関連性～家庭の弱者を包括的に守る～」 

日時：2021 年 6 月 6 日（日）18：30～20：00 オンラインセミナー 

講師：山﨑佐季子先生（一般社団法人アニマル・リテラシー総研理事） 

共催：一般社団法人優良家庭犬普及協会 

申込：2021 年 6 月 3 日（木）19：00 締切 

https://www.alri.jp/?mode=f60 

  

【アニマル・リテラシーを身に付けるための人と動物の関係学オンライン講座シリーズ】 

「補助犬の現状と課題」 

日時：2021 年 6 月 26 日(土) 10:30～13:00 (途中 10 分休憩あり） オンラインセミナー 

講師：山﨑恵子先生（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/member/yakuzen4/
https://www.cgcjp.net/kankeigaku/0717/
https://www.alri.jp/?mode=f59
https://www.alri.jp/?mode=f60


共催：アランズテイル株式会社（「sur 犬と暮らす」運営会社） 

申込：2021 年 6 月 23 日（水）19：00 締切 

https://www.alri.jp/?mode=f64 

  

  

[新型コロナウイルス関連] 

☆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://www.alri.jp/?mode=f64
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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
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☆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 

２０２０年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、twitter で随時更新されています。 

https://twitter.com/anicom_inc 

  

  

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

☆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。 

（卸ご希望の方は、Knots 事務局<TEL：050-3702-8058>へお問い合わせください。） 

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

https://knots.or.jp/shop/ 

  

播州宍粟ジカシリーズは、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。 

https://www.shisoshika-gk.com/ 

  

https://kobeshijuishikai.or.jp/
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
https://knots.or.jp/corporation/project/attaraiina.html
https://knots.or.jp/shop/
https://www.shisoshika-gk.com/


  

☆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  ICAC KOBE 公式 LINE スタンプ 

「すべての生き物のケアを考える国際会議」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。 

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 

  

☆彡 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。 

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

  

  

☆最後までご覧頂きありがとうございました☆ 

 

 

 

 

公益社団法人 Knots 事務局 ◇================ 

 

〒650-0032 
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