
☆★☆★____________________________________________________________ 

Knots Club News 293 号  

https://knots.or.jp/corporation/ 2021.10.8 発行 

  

___________________________________________________________★☆★☆ 

  

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

秋の風が心地よい季節となりました。 

日中の暑さはしばらく続くようですね。 

芸術の秋、スポーツの秋、食欲の秋・・・ 

皆さんの秋を満喫して下さい！ 

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

◆目次◆ 

１）こうべ動物共生センターがいよいよ明日オープンします！ 

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

３）IAHAIO Whitepaper（IAHAIO 白書）の日本語版（2018 年改訂版）が完成！ 

４）兵庫県多可町 SDGs 普及展開業務プロポーザルの最優秀選定者に！ 

５）あったらいいなシリーズに新商品追加 キャンペーン実施中！ 

６）「PET’S ALL RIGHT」特別料金ご提供のお知らせ 

７）わんわんパラダイス情報 

８）他団体からのお知らせ 

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

１）こうべ動物共生センターがいよいよ明日オープンします！ 

  

10 月 2 日配信の Knots メールマガジン・SDGs 推進事業特集号でもお知らせしました

が、 

明日、10 月 9 日（土）、神戸市北区の総合福祉施設・しあわせの村内に、  

こうべ動物共生センターがいよいよオープンとなります！ 

  

こうべ動物共生センターは、動物関係の公的機関で初めて「共生」と名付けられた、  

保護動物の譲渡と教育・啓発を行うことを目的とした施設です。 

「共生」という言葉には、「人と動物、お互いの関係を大切にし、一緒に暮らしていこ

う」 

という思いが込められています。 

当センターでは、その影響を科学的に解明し、人と動物の幸せな暮らしを支える関係者

を繋ぎ、 

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


市民ひとりひとりに寄り添う課題解決を目指します。 

愛護から共生へ…人と動物の幸せな共生を通じて、 

「人も動物もずっと一緒に幸せに暮らせるあたたかな神戸市」を実現していきます。  

  

オープン日の 10 月 9 日(土)は、10：30～11：30、こうべ動物共生センターふれあい室

にて、 

「いきものといっしょ」を開催致します。 

神戸市副読本「いきものといっしょ～みぢかなどうぶつに目をむけてみよう～」を活用

して、 

子どもたちに、自分の身近にいる動物との関わりについて楽しく学んでもらいます。  

こちらは予約なしでご参加頂けるプログラムで、毎週土曜日（年末年始を除く）10：30

～11：30 に 

開催致しますので、是非お子さんと共にご来館下さい。 

  

また、15：00～16：00 は「第 1 回わんちゃん読書会（R.E.A.D.プログラム）」を開催

致します。 

「わんちゃん読書会（R.E.A.D.プログラム）」は、こうべ動物共生センターで 

「セラピー研究フィールド」を整備し、最初のアニマルセラピー研究の取り組みとして

実施致します。 

R.E.A.D.プログラムは、子どもが犬に本を読み聞かせることで、読書力の向上だけでな

く、 

自己肯定感を育んだり、心の成長を促すことを目的としたプログラムです。  

「わんちゃん読書会（R.E.A.D.プログラム）」には、JAHA（公益社団法人日本動物病

院協会）の 

訪問活動の経験豊富なベテランボランティアさんと、そのパートナーのわんちゃんが協

力して下さいます！ 

第 1 回目の明日はすでにご予約でいっぱいとなりましたが、 

第 2 回目以降の「わんちゃん読書会（R.E.A.D.プログラム）」では 

引き続き参加希望のお子さんを募っておりますので、興味のある方は是非お申し込み下

さい！ 

https://kobe-chai.jp/event/read-progmam_211030/ 

  

10 月 10 日(日)は、パピー教室を開催致します。 

生後 4 ヶ月くらいまでの子犬とその飼い主さんを対象に、犬を飼うことの基礎知識やし

つけ方等、 

ずっと一緒に幸せに暮らすために大切なパートナーである犬との関係作りについても

https://kobe-chai.jp/event/read-progmam_211030/


学んで頂きます。 

様々な刺激を受けて学習していく大切な「社会化期」に、子犬の行動と心理を学んで、

信頼関係を築きましょう！ 

まだ若干の空きがございますので、参加希望の方からのお問い合わせ・お申し込みをお

待ちしております。（事前予約制） 

https://kobe-chai.jp/event/puppy-class_211010/ 

  

上記プログラムのほか、子どもを対象とした動物共生教育事業「獣医師体験プログラム」

や 

「犬とともだちになろう」につきましても、ご予約が始まっており、お申し込みを頂い

ております。 

犬と一緒に参加して頂ける事業として、「老犬との暮らし方教室」「お散歩診断」「体

験！ドッグダンス」のほか、 

咬み癖にお悩みの飼い主さん対象の「咬み癖防止教室」も開催致します。  

身体障害者補助犬について広く知って頂ける機会を設け、 

共にお散歩を楽しんで頂く「介助犬と歩こう！」へのご参加もお待ちしています！  

参加お申し込みにつきましては、こうべ動物共生センター専用ウェブサイトよりお願い

致します。 

https://kobe-chai.jp 

  

こうべ動物共生センター内ふれあい室においては、図書館をイメージして人と動物の共

生に関する蔵書や児童書を備え、 

各種教室・プログラム実施日以外は市民の皆さまに開放し、人と動物の共生について学

んで頂く場に致します。 

犬連れで入室して頂けますので、是非お立ち寄り下さい。 

※ワンちゃんには、鑑札・狂犬病予防接種注射済票の装着をお願い致します。  

  

  

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。 

  

Knots 事務局長が、神戸市動物管理センターの譲渡犬が繫いでくれた 

ご縁について投稿させて頂きました。 

https://kobe-chai.jp/event/puppy-class_211010/
https://kobe-chai.jp/


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

content/images/2021/07/40192c8f34dc2898bc6559b7c7c15457.pdf 

  

また、「Knots あったらいいなシリーズ」でお馴染み、 

ワンちゃん用手作りおやつを製造して頂いている、  

特定非営利活動法人おーけすとら・ぴっと 就労継続支援（B 型）事業所 Patch の 

管理・金子一平様より、「誰もが自分らしくあるがままに」・・・ 

心温まるエッセイをお寄せ頂きました。 

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

content/images/2021/09/c433a0e0ba58774c7edb51143efe09d8.pdf 

  

  

３）IAHAIO Whitepaper（IAHAIO 白書）の日本語版（2018 年改訂版）が完成！ 

  

2018 年に改定された IAHAIO Whitepaper (IAHAIO 白書)の日本語版ができました。 

中西悦子先生（公益社団法人日本動物病院協会事務局）が下訳され、  

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）が確認され、  

IAHAIO のウェブサイトにおいて公開されております。 

https://iahaio.org/best-practice/white-paper-on-animal-assisted-intervention 

s/ 

  

IAHAIO Whitepaper (IAHAIO 白書)とは、IAHAIO 動物介在介入の定義と 

AAI に係る動物の福祉のガイドラインをまとめたものです。 

Knots は、IAHAIO のフルメンバーであることから、 

こうべ動物共生センターの事業において、動物とのふれあい等 

直接動物と関わる事業におきましては、 

この IAHAIO Whitepaper（IAHAIO 白書）に沿って実施致します。 

  

  

４）兵庫県多可町 SDGs 普及展開業務プロポーザルの最優秀選定者に！ 

  

6 月に包括連携協定を締結させて頂きました兵庫県多可町の 

「多可町 SDGs 普及展開業務プロポーザル」に応募し、 

多可町役場でのプレゼンテーションを経て、9 月 24 日（金）に最優秀選定者として選

定されました。 

SDGs の普及啓発のための情報発信をはじめ、SDGs 人材育成のための勉強会・セミナ

https://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2021/07/40192c8f34dc2898bc6559b7c7c15457.pdf
https://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2021/07/40192c8f34dc2898bc6559b7c7c15457.pdf
https://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2021/09/c433a0e0ba58774c7edb51143efe09d8.pdf
https://knots.or.jp/corporation/wp-content/images/2021/09/c433a0e0ba58774c7edb51143efe09d8.pdf
https://iahaio.org/best-practice/white-paper-on-animal-assisted-interventions/
https://iahaio.org/best-practice/white-paper-on-animal-assisted-interventions/


ー等の開催、 

SDGs に取り組む企業等のプラットフォーム構築、内閣府の 2022 年度 SDGs 未来都市・

自治体 SDGs モデル事業への提案書作成支援等に取り組んで参ります。 

  

SDGs 推進に取り組んで行かれる多可町の皆様と共に 

住民の皆様の幸福度向上のために尽力させて頂く所存です。 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

  

  

５）あったらいいなシリーズに新商品追加 キャンペーン実施中！ 

  

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。 

  

 ・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！  

  

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。 

  

  

６）「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 

https://knots.or.jp/corporation/project/attaraiina.html
https://knots.or.jp/shop/
tel:050-3702-8058
mailto:info@knots.or.jp
tel:050-3702%EF%BC%8D8058
https://petsallright.net/?store_token=t27LjDK8


  

  

７）わんわんパラダイス情報 

  

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。 

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/ 

  

  

８）他団体からのお知らせ 

  

☆JBVP オンライン日本臨床獣医学フォーラム第 23 回年次大会 2021 

第 1 視聴期間：2021 年 9 月 19 日（日）～2021 年 10 月 31 日（日） 

第 2 視聴期間：2021 年 12 月 1 日（水）～2022 年 1 月 10 日（月） 

https://www.jbvp.org/2021/ 

  

  

☆公益社団法人日本動物福祉協会 

動物福祉市民講座６（E ラーニング） 

配信期間：2021 年 10 月 11 日（月）午後 12：00～10 月 25 日（月）午後 12：00 

・「肉牛の福祉について（仮）」 

 講師：瀬尾哲也先生（帯広畜産大学准教授） 

・「家禽の福祉について（仮）」 

 講師：新村毅先生（東京農工大学大学院農学研究院准教授） 

https://www.jaws.or.jp/seminar/%e7%ac%ac6%e5%9b%9e%e5%8b%95%e7%89%a9

%e7%a6%8f%e7%a5%89%e5%b8%82%e6%b0%91%e8%ac%9b%e5%ba%a7/ 

  

  

☆ペットとの共生推進協議会 

第 10 回ペットとの共生推進シンポジウム オンライン開催 

「ペットがもたらす健康効果。～癒しに加え、ペットが持つ様々な素晴らしいチカラ～」 

日時：2021 年 11 月 7 日（日）13:00～16：00 

https://www.wanpara.jp/
https://www.wanpara.jp/plan/
https://www.jbvp.org/2021/
https://www.jaws.or.jp/seminar/%e7%ac%ac6%e5%9b%9e%e5%8b%95%e7%89%a9%e7%a6%8f%e7%a5%89%e5%b8%82%e6%b0%91%e8%ac%9b%e5%ba%a7/
https://www.jaws.or.jp/seminar/%e7%ac%ac6%e5%9b%9e%e5%8b%95%e7%89%a9%e7%a6%8f%e7%a5%89%e5%b8%82%e6%b0%91%e8%ac%9b%e5%ba%a7/


https://pet-kyousei.info/symposium/ 

  

    

☆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（２日間） 

日時：2021 年 11 月 13 日（土）～14 日（日）10 時～16 時 

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普及協会常任理事） 

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

  

・犬と人間の関係学「動物虐待と対人暴力の連動性～犬にかかわる関係者にできること

～」 

日時：2021 年 11 月 20 日（土）19：00～21：00 オンライン開催 

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：一般社団法人アニマル・リテラシー総研 

https://www.cgcjp.net/kankeigaku/1120/ 

  

  

☆一般社団法人アニマル・リテラシー総研 

  

【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】 

「動物虐待と高齢者虐待の関連性・人は何故、動物を虐待するのか～他職種で取り組む

べき 

社会的課題」 

日時：2021 年 10 月 10 日（日）18：30～20：00 オンラインセミナー 

講師：山崎佐季子先生（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 

https://www.alri.jp/?mode=f72 

  

  

[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__0000

1.html 

https://pet-kyousei.info/symposium/
https://www.cgcjp.net/aai/
https://www.cgcjp.net/kankeigaku/1120/
https://www.alri.jp/?mode=f72
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


  

  

☆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

%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 

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が  

わかりやすくまとめられています。 

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

  

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
https://kobeshijuishikai.or.jp/
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 

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」オンラインショップ  

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/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  ICAC KOBE 公式 LINE スタンプ 

「全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で Join Us！ 

LINE スタンプ https://line.me/S/sticker/8299088 

  

☆彡 りぶ・らぶ・エクササイズ 

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 

神戸市中央区伊藤町１１０－２ 

伊藤町 YANAGIDA ビル  ７F-12 

https://www.anicom.co.jp/release/2020/200410.html
https://twitter.com/anicom_inc
https://knots.or.jp/shop/
https://www.facebook.com/piiaknots/
https://line.me/S/sticker/8299088
https://knots.or.jp/corporation/2017/11/fes2017-repo/


TEL: 050-3702-8058 /  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      : https://knots.or.jp 

◇===================================== 

 

mailto:info@knots.or.jp
http://knots.or.jp/

