アミティエ

Amitie 創立

6周年記念

鳥取県動物愛護センター
どなたでも参加できます

9 22日（日）

2019年 月
10:00～16:00

場所：人と動物の未来センター・アミティエ
倉吉市下福田706-127 ☎0858-33-5397

写真家

譲渡説明・施設紹介随時対応

10:00 開会式
抽選会①(受付でお渡しした抽選用紙で賞品が当たります）
10:30 犬のしつけ方教室「トイレのしつけ＆お散歩を上手くするには」
小田兼司 訓練士 ＊ワンちゃんのおやつをご持参下さい
11:30 ランチョンセミナー（市民公開）
「動物の痛みに気づいてあげよう」日本大学 枝村一弥先生
「鳥取県の動物愛護の取り組み」 鳥取県生活環境部
13:30 歌のステージ～唄う野外活動家～新家憲一郎氏
抽選会②(受付でお渡しした抽選用紙で賞品が当たります）
14:30 犬のしつけ方教室「無駄吠え＆甘噛みの止めさせるには！ 」

藪口雄也氏

特別写真展
『2016年10月7日 保護 命名 たんぽぽ』

当日ご本人も来場されます

保護犬・猫の新しい飼い主さんを募集しています
悪天候の場合、プログラムを
変更する場合があります

保護猫とのふれあい
10:30-16:00
保護犬とのふれあい
15:30-16:00

ブース出店

アミティエ

屋台村

証ワ
明ク
書チ
ン

愛犬と
ご一緒の方へ

ドッグラン入場には１年以内の混合ワクチン接種証明書の
コピーと、狂犬病の注射済票が必須です。また、他の犬と
仲良くできない犬や体調不良の犬などは入場できません。
ドッグランに入場するワンちゃんには1頭目500円、2頭目
から300円のご寄附をお願いしております。
＊感染予防のため、トイレのしつけができていないワン
ちゃんは、マナーベルトやオムツを必ず付けてください。
http://www.haac.or.jp/amitie_dogrun.aspx

当財団のドッグラン利用規定を遵守下さい。

10：00-16：00

いちご農園やよすけファーム
エルハイナー永田
カフェ ランウェイ
環境プラント工業㈱ ワンフー事業部
キッチン・ゴリ
kocchi
ギフトと雑貨のお店 コトリと木の実
コロコロクラブbyみんなの居場所ぽっと
スイーツショップボストン
大山乳業農業協同組合
NiKO.SMiLE.
8f+（ハチフラ）
ぽっぷんRu-Fu
(株)マルカン鳥取工場
焼き鳥 かわはら
山﨑商店

主 催 ： 公益財団法人 動物臨床医学研究所 http://www.haac.or.jp
鳥取県倉吉市八屋214-10 ☎0858-26-0851
鳥取県・鳥取市
共 催 ： 山根動物病院グループ
倉吉動物医療センター・山根動物病院
米子動物医療センター
ゆうアニマルクリニック
後 援 ： 公益社団法人鳥取県獣医師会

協賛企業一覧
すべてはお客様の安心のために・・

クラーク法務事務所

公益社団法人

鳥取県獣医師会

損保ジャパン日本興亜・
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
第一生命・メットライフ生命

ライフデザイン

㈱

鳥取県倉吉市下田中町1026

〒６８０－０８６４

☎0858-27-2500
http://hoken-f.com

鳥取県鳥取市吉成７３１－１

鳥取県倉吉市駄経寺町2-15-1
司 法 書 士・土地家屋調査士・行政書士

藤田義彦

℡:0858-22-1811

診療時間

月

火

水

木

金

土

8:00-12:00
15:00-18:00

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
／

理事長
院 長

西田龍之介
西田 法孝
鳥取県倉吉市上井町1-142 ☎：0858-26-6205

司法書士

濵川康夫

西田内科

医療法人社団

℡:0858-22-1818

国産無添加
ドッグフード

Human＆Public Creative

旭営繕建設株式会社
大阪市東淀川区菅原4丁目1番9号
TEL:06-6323-6066
FAX:06-6323-5333

https://www.asahieizen.com/

源泉かけ流し

☎0827-96-0960

今年6月に移転オープン致しました

温泉民宿 ゆくりあん

ぎゃらりい和

素泊まり
歓迎

院長

草木染、雑貨

鳥取県倉吉市関金町関金宿1426
TEL 0858-45-3184
http://www.ncn-k.net/yukurian

倉吉動物医療センター
山根動物病院

レオ動物病院

アートハウス夢扉

院長

髙島一昭
（医学博士・獣医学博士）

藤川幸也

鳥取県米子市美吉454ー2
☎ 0859-30-2735

倉吉市新町2丁目2381-1

℡：0858-22-4666

鳥取県倉吉市八屋209-１
☎ 0858-26-0839

米子動物医療センター ゆうアニマルクリニック 山陽動物医療センター 高島平手塚動物病院
院長

山根

診療日
10時～14時
剛（獣医学博士） 月・火・木・金 お昼も診察中
院長 髙 島 久 恵

鳥取県米子市米原5-6-17
☎ 0859-32-8082

鳥取県倉吉市生田447-1
☎ 0858-24-6621

院長

下田哲也(獣医学博士)

岡山県赤磐市河本357-1
 0 8 6 - 9 5 5 - 1 5 4 3

院長

手塚泰文（獣医学博士）

MATSUMOTO
ANIMAL HOSPITAL

まつもと動物病院
院長

東京都板橋区高島平1-35-11
☎ 03-3935-3225

松本英樹（獣医学博士）

北海道函館市桔梗2-35-6

☎

0138-46-8151

佐藤獣医科医院 舞鶴動物医療センター
院長

佐藤正勝（獣医学博士）

大阪府四條畷市中野本町33-16
☎ 072-876-8357

院長

真下忠久

鳥取支店
本

（獣医学博士）

京都府舞鶴市浜町8-22
☎ 0773-63-4690

鳥取県東伯郡琴浦町徳万451-1
榎田ビル1階
☎ 0858-52-6151

社

米子営業所

鳥取市西品治815-8
☎0857-23-1741(代)
米子市旗ケ崎2-7-21
☎0859-31-6522

日本全薬工業株式会社
〒151-0062
東京都渋谷区元代々木町33-8 元代々木サンサンビル2F
TEL：03-6407-9661 https://interzoo.online/

福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1
TEL 024-945-2300

(有)友愛メディカル
〒333-0817 埼玉県川口市戸塚南2-15-12
℡：048-291-0655

ペットメモリアル山陰
鳥取県米子市長砂町985-2
TEL:0859-21-2121
ミ

ク

ワ

エ

ン

美花園
鳥取県倉吉市山根567-4
☎ 0858-26-4391

ハワイ動物病院
鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬686-11

TEL:0858-35-3618

くのペットクリニック
鳥取市南隈464
TEL:0857-32-2828

もうり動物病院
松江市西川津町4014
TEL:0852-25-9935

山形動物病院
岡山県岡山市東区広谷468-12
☎086-943-8653

サークルバリィゴルフクラブ 広島アニマルケア専門学校

TEL：0858-23-2345

広島市中区小町8-33

●倉吉市円谷町289-3
●http://circlevalley.web.fc2.com

TEL：082-546-1195

兵庫県加西市谷町69-1
☎0790-43-0810

鳥取県東伯郡北栄町国坂105-5
TEL:0858-36-5116

Matsukawa Animal Hospital

岡山県倉敷市茶屋町510-1

☎086-428-8139

2013年9月、福島県で被災した犬猫10頭を受け入れることから、この「人と動物の未来セン
ター・アミティエ」の活動は始まりました。アミティエは、公益財団法人動物臨床医学研究所（内閣
府認可）が運営しており、保護した犬猫に、獣医師による徹底的な健康管理、ワクチン接種、病気の
診断治療、去勢不妊手術、マイクロチップの装着、しつけなどを行い里親を探すという活動等を行っ
ています。2014年、鳥取県動物愛護センターとしての機能が加わり、また2018年からは鳥取市と
も提携し、殺処分数の減少に寄与すべく、保健所に収容された犬猫の引き受けを積極的に行い、約6
年間（2019年7月現在）で、406頭もの犬や猫を救ってきました。アミティエは365日稼働して
おり、ボランティアの皆様といっしょに動物の世話などを行っています。月に1度は、アミティエ
フェスタを行い、犬のしつけ方教室やペット無料相談、譲渡説明会なども開催することで、新しい飼
主さんを探しています。1頭でも多くの命を救うためにご協力頂ければ幸いです。
このように県と民間機関がコラボしている動物愛護センターは他になく、「鳥取県方式」として全
国から注目を集めています。昨年は、我々の活動が評価され、「川島なお美動物愛護賞」を受賞しま
した。
なお、この度の売り上げはアミティエの動物愛護活動に活用させて頂きます。

TEL:0858-22-7722
四国動物医療センター

うえの動物病院
まつかわ動物病院

〒682-0806 鳥取県倉吉市昭和町2-116

香川県木田郡三木町池戸3308-5

☎087-864-4060

予約受付中
アミティエ 2020
1,500円(税込)
CALENDAR 1部
A4版・中綴じブック型・壁掛けタイプ

必ず受付をお願いします
駐車場は、舗装されて
駐車場
いませんので、地面の
イベント
様子をよくご確認して
会場
ゆっくりお進み下さい。

新館

駐車場

駐車場

ドッグ
ラン

本
館

受付

抽選会チケットなどをお渡しします
受付：ペット無料相談
本館：保護動物、猫とのふれあい
感染防御のためペットは入れません

新館：藪口雄也氏の特別写真展
動物の写真コンテスト
動物と飼主さんの写真館
ドッグラン：犬のしつけ方教室
保護犬とのふれあい
受付にて入場手続きをお願いします

イベント会場：屋台村、ブース、
セミナー、プレイゾーンなど
悪天候の場合など場所が変更になることがあります

