
2015 動物感謝デー in JAPAN     実施報告書

主催：

2015年11⽉2⽇



1：実施概要
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□名称

□テーマ

□開催目的

□開催日時

□会場

□入場料

□告知WEB

□来場者数

□主催

□後援

□特別協賛

□協力

：2015動物感謝デー in JAPAN “World Veterinary Day”
：ー動物と⼈の健康は⼀つ。そして、それは地球の願い。ー

：獣医師、獣医療の果たすべき社会的役割とともに、動物の社会参加の促進のための動物
の福祉と愛護精神の⾼揚を図り、また、広く⼀般市⺠に普及・啓発することにより、獣医
事並びに動物の福祉及び適正飼養に関する施策推進を通じ、⼈と動物が共存する豊かで健
全な社会の形成に寄与することを目的とする。

：平成27年10⽉3⽇（土） 10:00〜17:00 ＊⾬天決⾏（荒天の場合は中⽌）

：東京都⽴駒沢オリンピック公園 中央広場

：無料 ＊ペット同伴可

：http://doubutsukansha.jp/

：約30,000名
⼀般市⺠、児童・⽣徒・学⽣、獣医療関係者、獣医学系大学⽣、動物看護従事者、
動物看護職養成課程在籍者、家庭動物関連業界獣関係者 等

：公益社団法⼈ ⽇本獣医師会

：農林⽔産省 環境省 厚⽣労働省 ⽂部科学省 外務省 観光庁
内閣府⾷品安全委員会 東京都 世⽥谷区 目⿊区
公益社団法⼈⽇本動物病院協会 公益社団法⼈⽇本獣医学会
⼀般社団法⼈⽇本動物看護職協会 World Veterinary Association
ヒトと動物の関係学会 AIPO（動物ID普及推進会議）

：共⽴製薬株式会社 ⽇本全薬⼯業株式会社 ロイヤルカナン ジャポン合同会社
メリアル・ジャパン株式会社 アニコム損害保険株式会社 株式会社ペットオフィス

：⽇本中央競⾺会 公益社団法⼈全国農業共済協会 公益社団法⼈畜産技術協会
公益社団法⼈中央畜産会 公益社団法⼈⽇本愛玩動物協会
公益社団法⼈⽇本装削蹄協会 公益社団法⼈Knots
⼀般社団法⼈家庭動物愛護協会 ⼀般社団法⼈ジャパンケネルクラブ
⼀般財団法⼈全国緊急災害時動物救援本部 ⼀般社団法⼈全国ペット協会
⼀般社団法⼈⽇本⼩動物獣医師会 ⼀般社団法⼈⽇本聴導⽝推進協会
⼀般社団法⼈⽇本養豚開業獣医師協会 ⼀般社団法⼈ペットフード協会
特定非営利活動法⼈野⽣動物救護獣医師協会 狂⽝病臨床研究会
農場管理獣医師協会 農場どないすんねん研究会（ＮＤＫ） 放鷹義塾
学校法⼈シモゾノ学園／国際動物専門学校・大宮国際動物専門学校
学校法⼈ヤマザキ学園／ヤマザキ学園大学 東京都⽴園芸⾼等学校 ⽇本獣医学⽣協会
北海道大学 帯広畜産大学 岩⼿大学 東京大学 東京農⼯大学 岐⾩大学 ⿃取大学
⼭⼝大学 宮崎大学 ⿅児島大学 大阪府⽴大学 酪農学園大学 北⾥大学
⽇本獣医⽣命科学大学 ⽇本大学 ⿇布大学 全国５５都道府県市獣医師会



■東京都立 駒沢オリンピック公園 中央広場■

■会場アクセス■

住所：〒154-0013 東京都世田谷区駒沢公園1-1

2：会場アクセス
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3：会場レイアウト
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3：会場レイアウト
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4：当⽇進⾏スケジュール
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　8:30～全体朝礼

場内練場内練場内練場内練りりりり歩歩歩歩きききき【【【【15151515minminminmin】】】】

ペットペットペットペット とのとのとのとの 大切大切大切大切 なななな時間時間時間時間をいつまでもをいつまでもをいつまでもをいつまでも

---- Team HOPETeam HOPETeam HOPETeam HOPEではじめるではじめるではじめるではじめるペットペットペットペットのののの 病気予防病気予防病気予防病気予防 ----
【【【【15151515 minminminmin】】】】

アジリティアジリティアジリティアジリティ教室教室教室教室PRPRPRPR【【【【15151515minminminmin】】】】

閉会式閉会式閉会式閉会式

蹄鉄輪投蹄鉄輪投蹄鉄輪投蹄鉄輪投げげげげゲームゲームゲームゲーム
【【【【30303030minminminmin】】】】

「「「「農場農場農場農場HACCPHACCPHACCPHACCP（（（（ハセップハセップハセップハセップ））））ってってってって何何何何？」？」？」？」

【【【【30303030minminminmin】】】】

11:00

開会式リハーサル スタンバイ/リハーサル

開会式開会式開会式開会式
（（（（含含含含・・・・セーブペットプロジェクトセーブペットプロジェクトセーブペットプロジェクトセーブペットプロジェクト寄付金贈呈式寄付金贈呈式寄付金贈呈式寄付金贈呈式））））

【【【【45454545minminminmin】】】】

12121212::::30303030----13131313::::30303030　　　　ドッグダンスドッグダンスドッグダンスドッグダンス
13131313::::30303030----14141414::::30303030　　　　犬犬犬犬とととと遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう

【【【【120120120120minminminmin】】】】

乗馬体験乗馬体験乗馬体験乗馬体験
【【【【30303030minminminmin】】】】

10:00

ペットファッションショーペットファッションショーペットファッションショーペットファッションショー
【【【【60606060minminminmin】】】】

8:00

スタンバイ

動物感謝祭動物感謝祭動物感謝祭動物感謝祭～～～～命命命命へのへのへのへの感謝感謝感謝感謝～（～（～（～（仮仮仮仮））））
【【【【20202020minminminmin】】】】

9:00 9:00

日本獣医師会日本獣医師会日本獣医師会日本獣医師会プレゼンツプレゼンツプレゼンツプレゼンツ
「「「「AIPOAIPOAIPOAIPOステージステージステージステージ」【」【」【」【30303030minminminmin】】】】

時間
メインステージ イベントステージ デモンストレーションコーナー その他体験コーナー

10:00
スタンバイ スタンバイ

大和家様

スタンバイ

蹄鉄輪投蹄鉄輪投蹄鉄輪投蹄鉄輪投げげげげゲームゲームゲームゲーム
【【【【60606060minminminmin】】】】

乗馬体験乗馬体験乗馬体験乗馬体験
【【【【30303030minminminmin】】】】

チンドンチンドンチンドンチンドン歌謡歌謡歌謡歌謡ショーショーショーショー【【【【イベントステージイベントステージイベントステージイベントステージ】】】】

14:00

スタンバイ

チンドンチンドンチンドンチンドン歌謡歌謡歌謡歌謡ショーショーショーショー【【【【会場内会場内会場内会場内】】】】

15:00

18:00 18:00

16:00 16:00
アジリティアジリティアジリティアジリティ教室教室教室教室

【【【【60606060minminminmin】】】】

ミニホースミニホースミニホースミニホースふれあいふれあいふれあいふれあい体験体験体験体験
【【【【30303030minminminmin】】】】

17:00

チンドンチンドンチンドンチンドン歌謡歌謡歌謡歌謡ショーショーショーショー

アニマルアニマルアニマルアニマル学園祭学園祭学園祭学園祭【【【【60606060minminminmin】】】】

柴犬柴犬柴犬柴犬まるとまるとまるとまると飼飼飼飼 いいいい主主主主 のののの小野慎二郎小野慎二郎小野慎二郎小野慎二郎さんによるさんによるさんによるさんによる

～～～～愛犬愛犬愛犬愛犬とととと楽楽楽楽 しくしくしくしく 暮暮暮暮らすためのらすためのらすためのらすためのヒントヒントヒントヒント～～～～

【【【【 30303030 minminminmin】】】】

スタンバイ

ミニホースミニホースミニホースミニホースふれあいふれあいふれあいふれあい体験体験体験体験
【【【【30303030minminminmin】】】】

スタンバイ

12:00

14:00

12:00
ドッグダンスドッグダンスドッグダンスドッグダンス　　　　PRPRPRPR

【【【【30303030minminminmin】】】】

15:00

東京都獣医師会東京都獣医師会東京都獣医師会東京都獣医師会ステージステージステージステージ
ペットペットペットペットとととと生生生生きてきてきてきて健康健康健康健康・・・・そしてそしてそしてそして元気元気元気元気にににに長寿長寿長寿長寿

【【【【45454545minminminmin】】】】

映画映画映画映画「「「「夢夢夢夢はははは牛牛牛牛のおのおのおのお医者医者医者医者さんさんさんさん」」」」
スペシャルトークショースペシャルトークショースペシャルトークショースペシャルトークショー【【【【30303030 minminminmin】】】】

13:00

19:00 19:00

一日獣医師体験一日獣医師体験一日獣医師体験一日獣医師体験コーコーコーコー
ナーナーナーナー

動物動物動物動物ふれあいふれあいふれあいふれあいコーナーコーナーコーナーコーナー

13:00

11:00

17:00

時間

8:00

8:30～放鷹義塾場当たり

装蹄実演装蹄実演装蹄実演装蹄実演
【【【【60606060minminminmin】】】】

装蹄実演装蹄実演装蹄実演装蹄実演
【【【【60606060minminminmin】】】】

しまねっこしまねっこしまねっこしまねっこダンスステージダンスステージダンスステージダンスステージ
【【【【30303030minminminmin】】】】

しまねっこしまねっこしまねっこしまねっこダンスステージダンスステージダンスステージダンスステージ
【【【【30303030minminminmin】】】】

ホースアトラクションコーナー

はたらくはたらくはたらくはたらく動物動物動物動物たちたちたちたちデモンストレーションデモンストレーションデモンストレーションデモンストレーション②②②②
「「「「聴導犬聴導犬聴導犬聴導犬」【」【」【」【30303030minminminmin】】】】

鷹匠鷹匠鷹匠鷹匠によるによるによるによる伝統技術伝統技術伝統技術伝統技術デモンストレーションデモンストレーションデモンストレーションデモンストレーション
【【【【30303030minminminmin】】】】日本獣医師会日本獣医師会日本獣医師会日本獣医師会プレゼンツプレゼンツプレゼンツプレゼンツ

「「「「知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか？？？？獣医師獣医師獣医師獣医師のののの仕事仕事仕事仕事」」」」
【【【【60606060minminminmin】】】】

はたらくはたらくはたらくはたらく動物動物動物動物たちたちたちたちデモンストレーションデモンストレーションデモンストレーションデモンストレーション①①①①
「「「「警察犬警察犬警察犬警察犬・・・・災害救助犬災害救助犬災害救助犬災害救助犬」」」」

【【【【45454545minminminmin】】】】

スタンバイ/リハーサル



5：ステージバックパネルデザイン
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■メインステージ【屋根有】■
ステージサイズ：W10,800 x D5,400xH400（パンチ⾊：緑）

バナーサイズ：W6,300xH1,800

■イベントステージ【屋根無】■
ステージサイズ：W5,400 x D3,600xH400（パンチ⾊：⻘）

バナーサイズ：W4,500xH1,800
両側袖パネル：W990×H2,700

袖パネル 袖パネル
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６：コンテンツ予定⼀覧
ゾーン タイトル 開催時間 ⻑さ 内容

開会式
 （セーブペットプロジェクト寄付⾦贈呈式）
協⼒：放鷹義塾、東京都⽴園芸⾼等学校
ゲスト：垣内 りか

10:00-11:00 60分 主催者及び来賓挨拶、開会宣⾔。放鷹義塾、東京都⽴園芸⾼等学校による鷹、鳩による演出が⾏われます。
合わせて、垣内りかさんの⼀⽇動物親善大使任命セレモニー、セーブペットプロジェクト寄付⾦贈呈式も⾏われます。

ペットと⽣きて健康・そして元気に⻑寿
〜地域包括ケアシステムにおける動物介在・健康寿命延伸を目指して〜
協⼒：公益社団法⼈東京都獣医師会
ゲスト：垣内 りか

11:45-12:30 45分 ペット飼育による⾼齢者の⽅の健康効果や寿命延伸効果について、専門家を交えたトークショーを⾏います。

⽇本獣医師会プレゼンツ
「AIPOステージ」
協⼒：AIPO（動物ID普及推進会議）

12:30-13:00 30分 獣医師がマイクロチップのしくみや重要性などをわかりやすく紹介します。

映画「夢は⽜のお医者さん」スペシャルトークショー
Byテレビ新潟 13:15-13:45 30分 テレビ新潟による映画「夢は⽜のお医者さん」などのPRステージ

ペットとの大切な時間をいつまでも
-Team HOPEではじめるペットの病気予防- 13:45-14:00 15分 特別協賛社：ロイヤルカナンによるPRステージ

「農場HACCP（ハセップ）って何？」 14:00-14:30 30分 農場HACCP認証についての紹介ステージ
⽇本獣医師会プレゼンツ
「知っていますか？獣医師の仕事」
協⼒：農業どないすんねん研究会（NDK）

15:00-16:00 60分 農場どないすんねん研究会（NDK）の皆様の出演で、獣医師の様々な職域分野で活躍する獣医師とその仕事を紹介しま
す。

しまねっこダンスステージ ①14:30-15:00
②16:15-16:45 30分 ⼈気のあるゆるキャラの「しまねっこ」のダンスと歌のステージ。

閉会式 16:45-16::50 5分 ⼀⽇を締めくくるクロージングセレモニーを実施します。
動物感謝祭〜命への感謝〜
協⼒：公益社団法⼈東京都獣医師会

11:00-11:20 20分 すべての動物に感謝をささげるセレモニー。献花や⼩学⽣の作⽂朗読をおこないます。

ドッグダンス
協⼒：⼀般社団法⼈東京都家庭動物愛護協会

11:30-12:00 30分 トレーナーの合図に合わせて⽝が軽快なダンスを披露します。

チンドン歌謡ショー 12:30-13:00 30分 にぎやかなチンドン屋によるパフォーマンスショーで会場を盛り上げます。
あにまる学園祭
協⼒：⽇本獣医学⽣協会

13:15-14:15 60分 全国の獣医学⽣による学園祭の雰囲気たっぷりの楽しいステージです。

柴⽝まると飼い主の⼩野慎⼆郎さんによる
〜愛⽝と楽しく暮らすためのヒント〜 14:30-15:00 30分 柴⽝まると飼い主の⼩野慎⼆郎さんの楽しい暮らしを通じて、⽝と⼈間の暮らしのヒントをお伝えします。

また、マイクロチップの重要性についても触れていただきます。
アジリティ教室PR
協⼒：⼀般社団法⼈ジャパンケネルクラブ

15:15-15:30 15分 アジリティのPRを⾏います。このあと、アトラクションスペースで本格的なアジリティ教室を実施します。

ペットファッションショー
協⼒：おしゃれドッグファッションタウン

15:45-16:45 60分 事前にWEB上でモデルペットを募集し、⽝のファッションショーを⾏います。

はたらく動物たちデモンストレーション①
「警察⽝・災害救助⽝」
協⼒：⼀般社団法⼈ジャパンケネルクラブ

11:30-12:15 45分 警察⽝や災害救助⽝が実際に働く様⼦のデモンストレーションを実施します。

⽝と遊ぼう/ドッグダンス
協⼒：⼀般社団法⼈家庭動物愛護協会

①12:30-13:30
②13:30-14:30 120分 トレーナーの合図に合わせて⽝が軽快なダンスを披露します。

はたらく動物たちデモンストレーション②
「聴導⽝」
協⼒：特定非営利活動法⼈聴導⽝普及協会

14:30-15:00 30分 聴導⽝が実際に働く様⼦のデモンストレーションを実施します。

鷹匠による伝統技術デモンストレーション
協⼒：放鷹義塾 15:00-15:30 30分 実際に鷹を使って鷹匠体験を⾏います。

アジリティ教室
協⼒：⼀般社団法⼈ジャパンケネルクラブ

15:45-16:45 60分 12名程度の参加者を募集し、飼育者にとって参考になるしつけやアジリティ教室を実施します。

乗⾺体験
協⼒：⽇本中央競⾺会

13:00-13:30
14:30-15:00

30分
×2

インストラクターの指導の下、乗⾺体験を実施します。各回30名予定、合計60名の予定です。

ミニホースふれあい体験
協⼒：⽇本中央競⾺会

13:45-14:15
15:15-15:45

30分
×2

来場者とミニホースとのふれあい体験を実施します。写真撮影も可能です。

装蹄実演
協⼒：公益社団法⼈⽇本装削蹄協会

11:30-12:30
13:30-14:30

60分
×２

装蹄師による蹄鉄作成の実演を間近でご覧いただけます。

蹄鉄輪投げゲーム
協⼒：⽇本中央競⾺会・公益社団法⼈⽇本装削蹄協会・⽇本獣医学⽣協会

11:30-12:30
15:50-16:30

60分
×2 蹄鉄輪投げゲームコーナーを設置し、実際に⾺がつけている蹄鉄を使用して輪投げを実施します。

ミニホース&シバヤギふれあいコーナー ミニホース⾺⾞&シバヤギふれあいコーナー
協⼒：東京農⼯大学

動物への負担を考慮
して実施

終⽇・
不定期 ⽇本ではめずらしい「ミニホース」のひく⾺⾞体験とシバヤギに触れ合えるコーナーです。

獣医師と獣医師会の歩み
⽇本獣医師会プレゼンツ
獣医師と獣医師会の歩み展⽰コーナー 10:30-17:00 終⽇ 獣医師と獣医師会の歴史を写真パネルや展⽰を通して学べます。

⼀⽇獣医師体験コーナー ⼀⽇獣医師体験コーナー
協⼒：⽇本獣医学⽣協会・⼀般社団法⼈家庭動物愛護協会

10:30-17:00 終⽇ ⽝を使った聴診や健康観察の体験を通して、⼦供たちに獣医師の活動内容を紹介します。

動物ふれあいコーナー 動物ふれあいコーナー
協⼒：東京都⽴園芸⾼等学校

10:30-17:00 終⽇ 学校飼育動物を中⼼とした動物たちとふれあい楽しく遊べます。
動物と触れ合うときの注意も学べます。

どうぶつスタンプラリー どうぶつスタンプラリー
協⼒：⽇本獣医学⽣協会

10:00-17:00 終⽇ 会場内に3箇所のスタンプラリーポイントを設置、参加者には景品をプレゼントします。
また、駒沢公園ハウジングギャラリーとも連携し、スタンプのポイントを設置します。

全国の地⽅獣医師会が贈る
「獣医師の仕事紹介・畜産物フェア」

全国の地⽅獣医師会が贈る
「獣医師の仕事紹介・畜産物フェア」 10:00-17:00 終⽇ 各地の地⽅獣医師会による出展の中で、獣医師の仕事を紹介するとともに特⾊豊かな畜産物などが大集合！

⾒て、聴いて、味わうことによって、⾷の安全を守る獣医師の役割を⾝近に感じていただけるコーナーです。
会場内各所 パフォーマーイベント 不定期 終⽇ 3名のパフォーマーが次回ステージやイベントコンテンツの告知、イベントステージでのショーをおこないます。

動物救護所 動物救護所
協⼒：東京都獣医師会

10:00-17:00 終⽇ 来場されたペットの救護所。

休憩コーナー 休憩コーナー/ペット用トイレ 10:00-17:00 終⽇ ⼈用のいす、テーブルだけでなく、ペット用のトイレ及び飲料⽔の配布を⾏い、
来場者へのホスピタリティを⾼めます。

サンプリング サンプリング 10:00-17:00 終⽇ 場内3か所及びスタンプラリーポイントにてオリジナル袋、及び協賛社のチラシ等を配布します。

協賛者ブース出展 10:00-17:00 終⽇ 各協賛・協⼒事業者の皆様による、展⽰などを中⼼とした企画・PR展開コーナーです。
体験訴求・パネル・資料展⽰・サンプル配布・販売などを⾏います。

獣医学系大学コーナー「あにまる学園祭」 10:00-17:00 終⽇ 全国にある獣医学系大学が出展し、特⾊ある学校紹介やPRなどを⾏います。将来獣医師を目指す中⾼⽣や⼦供たちへの
相談会も開催。獣医学教育に関する様々な情報提供を⾏います。

メインステージ

デモンストレーションコーナー

出展ブースコーナー

イベントステージ

ホースアトラクションコーナー



記録写真：メインステージ
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メインステージ【10:00〜10:45 開会式】

開会式

■開会式ステージ登壇者■ ■主催者挨拶 公益社団法人 日本獣医師会会長 藏内 勇夫■

■来賓祝辞 自由民主党 衆議院議員
農林水産大臣 林 芳正様■

■来賓祝辞 公明党 衆議院議員
獣医師問題 議員懇話会 会長 斉藤 鉄夫様■

MC:伊澤 美恵子

■来賓祝辞 自由民主党 衆議院議員
総務大臣 高市 早苗様■

■来賓祝辞 自由民主党 衆議院議員
獣医師問題 議員連盟 幹事長 森 英介様■



MC:伊澤 美恵子
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メインステージ【10:00〜10:45 開会式】

開会式

■来賓 自由民主党 衆議院議員 北村 誠吾様■ ■来賓 公明党 衆議院議員 高木 美智代様■

■来賓 自由民主党 衆議院議員 山際 大志郎様■ ■来賓 自由民主党 衆議院議員 福山 守様■

■来賓 自由民主党 参議院議員 片山 さつき様■ ■来賓 自由民主党 参議院議員 大家 敏志様■



MC:伊澤 美恵子
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メインステージ【10:00〜10:45 開会式/セーブペットプロジェクト寄付⾦贈呈式】

開会式

■来賓 自由民主党 衆議院議員 越智 隆雄様■

■セーブペットプロジェクト 寄付金贈呈式■

■1日動物親善大使 垣内 りか様 任命式■
（授与：公益社団法人日本獣医師会副会長 村中 志郎）

■1日動物親善大使 垣内 りか様 任命式■
（授与：公益社団法人日本獣医師会副会長 酒井 健夫）

■1日動物親善大使 垣内 りか様 任命式■

日本全薬工業株式会社 執行役員 営業本部CA事業部部長 渡辺 悟 様
メリアル・ジャパン株式会社 代表取締役社長 永田 正 様
公益社団法人 日本獣医師会会長 藏内勇夫
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メインステージ【10:00〜10:45 開会式】

開会式

■開会宣言 公益社団法人日本獣医師会副会長 砂原 和文■

■開会式協力 都立園芸高等学校■
■激励の言葉 自由民主党 参議院議員 三原 じゅんこ様■

■開会宣言 公益社団法人日本獣医師会副会長 砂原 和文■
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ペットと生きて健康・そして元気に長寿 【公益社団法人 東京都獣医師会】

■登壇者
一般社団法人ペットフード協会 越村 義雄名誉会長/公益社団法人東京都獣医師会 安田 辰巳理事
自由民主党 越智 隆雄衆議院議員/公益社団法人東京都獣医師会小林 元郎副会長/垣内 りか/MC 武田佳子

メインステージ【11:30〜12:15】ペットと⽣きて健康・そして元気に⻑寿
〜地域包括ケアシステムにおける動物介在・健康寿命延伸を目指して〜
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メインステージ【12:30〜13:00】「マイクロチップを知っていますか？」

「マイクロチップを知っていますか？」

■登壇者
座長：公益社団法人日本獣医師会 村中 志朗副会長/パネリスト：横浜市動物愛護センター所長 森田 昌弘様/

メリアルジャパン株式会社 コンパニオン・アニマル部 マーケティンググループ寄生虫駆除チーム マネジャー マー 美奈様
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メインステージ【13:15〜13:45】
映画「夢は⽜のお医者さん」スペシャルトークショー

映画「夢は牛のお医者さん」スペシャルトークショー 【テレビ新潟放送網】

■登壇者
時田 美昭 監督/和田 いづみ（MC）



16

メインステージ【13:45〜14:00】
ペットとの大切な時間をいつまでも -Team HOPEではじめるペットの病気予防-

ペットとの大切な時間をいつまでも -Team HOPEではじめるペットの病気予防-

■登壇者
TeamHOPE 太田 亟慈 代表/上條 圭司 様
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メインステージ【14:00〜14:30】
「農場HACCP（ハセップ）って何？」

「農場HACCP（ハセップ）って何？」 【公益社団法人 中央畜産会】

■登壇者
朝日 光久 様/有限会社 藤井牧場 藤井 睦子様/株式会社 フリーデン 管理本部課長 工野 大介
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メインステージ【14:30〜15:00/16:15~16:45】
しまねっこダンスステージ

しまねっこダンスステージ

■登壇者
しまねっこ/歌のお姉さん
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メインステージ【15:00〜16:00】
「知っていますか？獣医師の仕事」

「知っていますか？獣医師の仕事」【農場どないすんねん研究会：NDK】

■登壇者
NDK：山﨑智輝様/藤村晃子様/播谷恵子様/小山祐介様/村田望様/鵜飼寿様/松井匠作様
二階堂紗恵・古谷遥香・宮内麻衣・高木美貴子・齋藤愛彩・茂木今日子・船曳杏奈・若梅紗月
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メインステージ【16:45〜17:00】閉会式

閉会式

■閉会挨拶 公益社団法人 日本獣医師会 関東地区理事

動物感謝デー 企画検討委員会 委員長 髙橋 三男 様

MC:伊澤 美恵子

■閉会宣言 公益社団法人 日本獣医師会 顧問

日本獣医師政治連盟委員長 北村 直人 様
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記録写真：イベントステージ
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イベントステージ【11:00〜11:30】
動物感謝祭 〜命への感謝〜

動物感謝祭動物感謝祭動物感謝祭動物感謝祭 ～～～～命命命命へのへのへのへの感謝感謝感謝感謝～～～～

■登壇者
公明党 衆議院議員 高木 美智代様/自由民主党 参議院議員 片山 さつき様
公益社団法人 東京都獣医師会 村中 志朗会長/一般社団法人東京都獣医師会霊園協会 斎野 勝夫会長
世田谷区立山野小の代表児童 近藤里結さん/
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イベントステージ【11:00〜11:30】
動物感謝祭 〜命への感謝〜

動物感謝祭動物感謝祭動物感謝祭動物感謝祭 ～～～～命命命命へのへのへのへの感謝感謝感謝感謝～～～～
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イベントステージ【11:00〜11:30】
動物感謝祭 〜命への感謝〜

動物感謝祭動物感謝祭動物感謝祭動物感謝祭 ～～～～命命命命へのへのへのへの感謝感謝感謝感謝～～～～



26

イベントステージ
【11:45〜12:15 ドッグダンスPR】

ドッグダンスPR【一般社団法人 家庭動物愛護協会】

■登壇者
一般社団法人家庭動物愛護協会 宗村徹也理事 ／ 井原 麻由様
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イベントステージ
【12:30〜13:00 チンドン歌謡ショー】

チンドン歌謡ショー

■登壇者
大和家
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イベントステージ
【13:15〜14:15 あにまる学園祭】

あにまる超会議’15【日本獣医学生協会】

■登壇者 JAVS：岡田 久功(鳥取大学3年)…司会/別惣 加奈(麻布大学1年)
/村瀬華梨(岐阜大学3年)/内山絵理奈(山口大学3年)/勝山 友梨奈(日本獣医生命科学大学5年)
/田部加奈子(麻布大学2年)/高澤翠(北海道大学1年）/藤村裕（鹿児島大学1年）
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イベントステージ【14:30〜15:00】
柴⽝まると飼い主の⼩野慎⼆郎さんによる〜愛⽝と楽しく暮らすためのヒント〜

■登壇者
小野愼二郎様/柴犬まる

柴犬まると飼い主の小野慎二郎さんによる ～愛犬と楽しく暮らすためのヒント～
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イベントステージ
【15:15〜15:30 アジリティ教室PR】

■登壇者
一般社団法人ジャパンケネルクラブ 中央アジリティ委員会委員長 根本 梨枝様

アジリティ教室PR 【一般社団法人ジャパンケネルクラブ】
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イベントステージ
【15:45〜16:45 ペットファッションショー】

■登壇者
荒木 千恵（プロモワン）/一般参加者

ペットファッションショー【おしゃれドッグファッションタウン】



記録写真：デモンストレーションコーナー
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デモンストレーションコーナー
【11:30〜12:15 はたらく動物たちデモンストレーション①「警察⽝・災害救助⽝」】

はたらく動物たちデモンストレーション①「警察犬・災害救助犬」 【一般社団法人ジャパンケネルクラブ】
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デモンストレーションコーナー
【12:30〜14:30 ドッグダンス/⽝と遊ぼう】

ドッグダンス/犬と遊ぼう【一般社団法人家庭動物愛護協会】
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デモンストレーションコーナー
【14:30〜15:00 はたらく動物たちデモンストレーション②「聴導⽝」】

はたらく動物たちデモンストレーション②「聴導犬」 【特定非営利活動法人聴導犬普及協会】
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デモンストレーションコーナー
【15:00〜15:30 鷹匠による伝統技術デモンストレーション】

鷹匠による伝統技術デモンストレーション 【放鷹義塾】
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デモンストレーションコーナー
【15:45〜16:45 アジリティ教室】

アジリティ教室 【一般社団法人ジャパンケネルクラブ】



記録写真：ホースアトラクションコーナー
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ホースアトラクションコーナー
【13:00〜13:30/14:30〜15:00 乗⾺体験】

乗馬体験 【日本中央競馬会】

■参加者数
13:00-13:30：27名参加/14:30-15:00：29名参加
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ホースアトラクションコーナー
【13:45〜14:15/15:15〜15:45 乗⾺体験】

ミニホースふれあい体験 【日本中央競馬会】

■参加者数
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ホースアトラクションコーナー
【11:30〜12:30/13:30〜14:30 他 装蹄実演】

装蹄実演 【公益社団法人日本装削諦協会】
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ホースアトラクションコーナー
【11:30〜12:30/13:30〜14:30 蹄鉄輪投げ】

装蹄実演 【日本中央競馬会・公益社団法人日本装削諦協会】
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記録写真：ミニホース・シバヤギふれあいコーナー
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ミニホース・シバヤギふれあいコーナー
【終⽇】

ミニホース・シバヤギふれあいコーナー 【東京農工大学ミニホースの会/のたっと】



記録写真：1日獣医師体験コーナー
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1⽇獣医師体験コーナー
【終⽇】

1日獣医師体験コーナー 【公益社団法人日本獣医師会/日本獣医学生協会】



48

1⽇獣医師体験コーナー
【終⽇】

1日獣医師体験コーナー 【公益社団法人日本獣医師会/日本獣医学生協会】
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記録写真：動物ふれあいコーナー
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動物ふれあいコーナー
【終⽇】

動物ふれあいコーナー 【東京都立園芸高等学校】



記録写景:「夢は牛のお医者さん」上映会
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「夢は⽜のお医者さん」上映会

「夢は牛のお医者さん」上映会



記録写景:獣医師と獣医師会の歩み
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⽇本獣医師会 獣医師と獣医師会の歩み
【終⽇】

獣医師と獣医師会の歩み展示【公益社団法人日本獣医師会】



記録写景:動物救護所
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動物救護所
【終⽇】

動物救護所【公益社団法人東京都獣医師会】



記録写景:チンドン屋パフォーマンス
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チンドン屋パフォーマンス

チンドン屋（大和家）



記録写真：出展ブース
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出展者ブース 特別協賛

■共立製薬株式会社■

■ロイヤルカナン ジャポン合同会社■

■日本全薬工業株式会社■

■共立製薬株式会社■

■ロイヤルカナン ジャポン合同会社■

■日本全薬工業株式会社■
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出展者ブース

■公益社団法人中央畜産会■ ■環境省自然環境局総務課動物愛護管理室■

■動物ID普及推進会議(AIPO)■
■Dog Life Design■
KOMA the WORLD

■駒沢公園ハウジングギャラリー■ ■株式会社三幸■
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■一般社団法人ジャパンケネルクラブ■ ■環境プラント工業株式会社■

■株式会社プライズコミュニケーション■ ■株式会社ツームワン■

■株式会社レティシアン■ ■デビフペット株式会社■

出展者ブース
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■Bon Bon Copine■ ■メリアル・ジャパン株式会社■

■株式会社アートよみうり■ ■株式会社クレディセゾン■

■株式会社誠文堂新光社■ ■イッツ・コミュニケーションズ株式会社■

出展者ブース
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■放鷹義塾■ ■株式会社インターズー■

■株式会社緑書房■ ■イオンペット株式会社■

■千寿製薬株式会社■ ■株式会社インターベット■

出展者ブース
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■公益社団法人日本動物病院協会■ ■一般社団法人全国ペット協会■

■狂犬病臨床研究会■ ■一般社団法人 日本聴導犬推進協会■

■一般財団法人全国緊急災害時動物救援本部■ ■一般社団法人 日本養豚開業獣医師協会■

出展者ブース
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■公益社団法人全国農業共済協会■ ■日本動物高度医療センター■

■農場どないすんねん研究会(NDK)■ ■日本獣医学生協会（JAVS） ■

■日本獣医学生協会（JAVS）■ ■日本獣医学生協会（JAVS）■

出展者ブース
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■一般社団法人ペットフード協会■ ■特定非営利活動法人 野生動物救護獣医師協会■

■公益社団法人Knots■ ■アニマルレイキ■

■一般社団法人日本動物看護職協会■ ■TeNYテレビ新潟■

出展者ブース
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■農林水産省動物検疫所羽田空港支所■ ■アニコム損害保険株式会社■

■ルノー・ジャポン株式会社■ ■公益社団法人日本装削蹄協会■

■一般社団法人家庭動物愛護協会■ ■有限会社ビッグブリッヂ■

出展者ブース
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■しまねっこブース■ ■三宅島緑化プロジェクト（園芸高校） ■

■クラフトコーナー（園芸高校）■ ■クラフトコーナー（園芸高校）■

■おしゃれドッグファッションタウン■ ■おしゃれドッグファッションタウン■

出展者ブース
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獣医学系大学・学校法⼈

■麻布大学■ ■日本大学■

■日本獣医生命科学大学■ ■北里大学■

■酪農学園大学■ ■東京大学■
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獣医学系大学・学校法⼈

■北海道大学■ ■帯広畜産大学■

■大阪府立大学■ ■宮崎大学■

■鹿児島大学■ ■山口大学■
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獣医学系大学・学校法⼈

■岐阜大学■ ■鳥取大学■

■ヤマザキ学園大学 ヤマザキ学園大学■
■シモゾノ学園 国際動物専門学校

大宮国際動物専門学校■

■東京農工大学■■岩手大学■
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地⽅獣医師会

■公益社団法人群馬県獣医師会■■公益社団法人群馬県獣医師会■

■中国地区獣医師会連合会■ ■中国地区獣医師会連合会■

■公益社団法人岐阜県獣医師会■■公益社団法人岐阜県獣医師会■
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地⽅獣医師会

■一般社団法人宮崎県獣医師会■ ■一般社団法人宮崎県獣医師会■

■公益社団法人神奈川県獣医師会■ ■公益社団法人神奈川県獣医師会■

■一般社団法人長野県獣医師会■ ■一般社団法人長野県獣医師会■
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地⽅獣医師会

■公益社団法人栃木県獣医師会■ ■公益社団法人栃木県獣医師会■

■公益社団法人埼玉県獣医師会■
■公益社団法人埼玉県獣医師会■

■農場管理獣医師協会■

■公益社団法人北海道獣医師会■ ■公益社団法人北海道獣医師会■
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地⽅獣医師会

■東北獣医師会連合会■ ■東北獣医師会連合会■

■公益社団法人千葉県獣医師会■ ■公益社団法人千葉県獣医師会■

■公益社団法人東京都獣医師会■ ■一般社団法人東京都獣医師会霊園協会■



記録写真：会場内風景
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会場内風景

■インフォメーション■ ■インフォメーション■

■スタンプラリー■ ■スタンプラリー■

■スタンプラリー■ ■スタンプラリー■
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会場内風景

■手洗い■ ■犬用トイレ（ユニ・チャーム株式会社提供）■

■犬用トイレ（ライオン商事株式会社提供）■ ■休憩コーナー■

■キッチンカー■
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会場内風景
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会場内風景
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会場内風景



記録写真：会場内風景（遠景）
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会場内風景（遠景）



記録写真：事前告知サンプリング（2015年9月26日）
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事前告知サンプリング

事前告知サンプリング（駒沢大学駅前 3名）



制作物関係
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印刷物

ポスター（A3：8.000部） チラシ（A4：140.000部）

パンフレット（A4 カラー 12P：5.000部） 小冊子（A4 カラー 24P：7.000部）
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印刷物

のぼり（50本）

チラシ配布

配布場所：駒沢大学駅前
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制作物

KOMA the WORLD MAP（4,000部）

ジャンパー（500枚） スタンプラリーカード（1,000枚）

缶バッチ（1,500k個） ボールペン（1,500本）
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制作物

公式サイト

■URL http://doubutsukansha.jp/

JAVS BLOGサイト

■URL http://ameblo.jp/javsdoubutukansyaday
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広報活動⼀覧

広報活動一覧

媒体 内容 掲載時期
BS日テレ番組「ワンにゃん倶楽部」 事後紹介（約6分間） 2015/10/28
itscom番組「みんなでおでかけ！」 事前紹介（合計28回　約20分間） 2015/9/21～9/27
itscom番組「おかえり！TOKYO」 事前紹介（合計3回　約3分間） 2015/10/1
itscom番組「おかえり！TOKYO」 事後紹介（合計3回　約6分間） 2015/10/8
毎日新聞　 朝刊24面ネットワーク 2015/10/2

公明新聞 日曜版2面記事 2015/10/4

緑書房　ハッピートリマー　No.75 パブリシティ 2015/9/1発売号

緑書房　ハッピートリマー　No.76 事後記事 2015/11/1発売号

誠文堂新光社　愛犬の友　9月号 広告掲載 2015/8/25発売号

スクエアバナー 2015/8/5～9/8

レクタングルバナー 2015/9/8～10/5

メールマガジン 2015/9/9、9/30

東急沿線情報WEBサイト「とくらく」　 パブリシティ 2015/9/9～10/3

WEBサイト　わんチャンネルTV バナー 2015/09/10～10/3

その他WEB掲載（ﾆｭｰｽ、facebook等） 事前紹介　100箇所以上で掲載 2015/9/18～10/3

朝日新聞　折込チラシ
駒沢公園ハウジングギャラリー　折込チラシ内

情報掲載　450,000部 2015/10/2

A3ポスター（7,000部）

・世田谷区内の小中学校、幼稚園、保育園、
保育所、認定こども園、区関連施設への配
布、地域の掲示版掲出
・目黒区内の小中学校への配布、区関連施
設、地域掲示版への掲出
・渋谷区内の小中学校への配布
・東京都立高校全校への配布
・首都圏のスーパーサイエンスハイスクール
指定校及び前指定校への配布
など

2015/9～10月

A4チラシ（140,000部）

・世田谷区内の小中学校、幼稚園、保育園、
保育所、認定こども園、区関連施設への配
布
・目黒区内の小中学校への配布
・渋谷区内の小中学校への配布
・首都圏のスーパーサイエンスハイスクール
指定校及び前指定校への配布
など

2015/9～10月

komatheworldmap 近隣施設への配布 2015/9/26～10/3

チラシ配布 駒澤大学駅周辺 2015/9/26

のぼり設置 駒澤公園内 2015/9/28～10/3

WEBサイト　ペット大好き
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テレビ放映（抜粋）

BS日テレ「わんニャン倶楽部」 １０月２７日（火） 20:00〜20:54放送

2015年10月27日（火）20:00〜20:54 BS日テレ「わんニャン倶楽部」第４０回放送にて、
「2015動物感謝デー in JAPAN”World Veterinary Day”」が紹介されました。（約20分間）
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テレビ放映（抜粋）

BS日テレ「わんニャン倶楽部」 １０月２７日（火） 20:00〜20:54放送
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テレビ放映（抜粋）

BS日テレ「わんニャン倶楽部」 １０月２７日（火） 20:00〜20:54放送
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テレビ放映（抜粋）

BS日テレ「わんニャン倶楽部」 １０月２７日（火） 20:00〜20:54放送
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テレビ放映（抜粋）

BS日テレ「わんニャン倶楽部」 １０月２７日（火） 20:00〜20:54放送
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テレビ放映（抜粋）

BS日テレ「わんニャン倶楽部」 １０月２７日（火） 20:00〜20:54放送
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テレビ放映（抜粋）

BS日テレ「わんニャン倶楽部」 １０月２７日（火） 20:00〜20:54放送
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テレビ放映（抜粋）

BS日テレ「わんニャン倶楽部」 １０月２７日（火） 20:00〜20:54放送
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テレビ放映（抜粋）

BS日テレ「わんニャン倶楽部」 １０月２７日（火） 20:00〜20:54放送
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テレビ放映（抜粋）

itscom「みんなでおでかけ！」 9月21日（月）～9月27日（日） 放送

2015年9月21日（月）～9月27日（木）6:20、7:50、11:25、14:20
itscom「みんなでおでかけ！」（5分番組）にて、
「2015動物感謝デー in JAPAN”World Veterinary Day”」が紹介されました。
（各44秒、28回 合計約20分間）
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テレビ放映（抜粋）

Itscom 「地元TVおかえりTOKYO」 １０月１日（木） 放送

2015年10月1日（木）7：00、19：00、22：00

itscom「地元TVおかえりTOKYO 」（20分番組）にて、

「2015動物感謝デー in JAPAN”World Veterinary Day”」が紹介されました。
（各60秒、3回 合計約3分間）
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テレビ放映（抜粋）

Itscom 「地元TVおかえりTOKYO」 １０月8日（木） 放送

2015年10月8日（木）7：00、19：00、22：00

itscom「地元TVおかえりTOKYO 」（20分番組）にて、

「2015動物感謝デー in JAPAN”World Veterinary Day”」が紹介されました。
（各140秒、3回 合計約7分間）

1/3
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テレビ放映（抜粋）

Itscom 「地元TVおかえりTOKYO」 １０月8日（木） 放送

2015年10月8日（木）7：00、19：00、22：00

itscom「地元TVおかえりTOKYO 」（20分番組）にて、

「2015動物感謝デー in JAPAN”World Veterinary Day”」が紹介されました。
（各140秒、3回 合計約7分間）

2/3
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テレビ放映（抜粋）

Itscom 「地元TVおかえりTOKYO」 １０月8日（木） 放送

2015年10月8日（木）7：00、19：00、22：00

itscom「地元TVおかえりTOKYO 」（20分番組）にて、

「2015動物感謝デー in JAPAN”World Veterinary Day”」が紹介されました。
（各140秒、3回 合計約7分間）

3/3
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WEB掲載

WEB情報掲載

■農林水産省

■JPRペット産業・市場ニュース■ペットオフィス

■朝日デジタル

■公明新聞

■yahoo
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WEB掲載

WEB情報掲載

■croooober

■dmenuニュース ■エキサイトニュース

■chieru.we

■e燃費 ■gooニュース
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WEB掲載

WEB情報掲載

■goonet

■gree ■infoseek（9.24）

■goo自動車＆バイク

■infoseek（9.27） ■livedoor（9.24）
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WEB掲載

WEB情報掲載

■livedoor（9.27）

■mimily ■mixyニュース

■livedoor（9.27）

■MotorCars ■MSN自動車
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WEB掲載

WEB情報掲載

■sonetニュース

■T-SITE ■Ｗａｌｋｅｒプラス

■Respons

■yahoo■わんチャンネルTV
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WEB掲載

WEB情報掲載

■ことさが

■アメーバママ ■アメーバニュース

■yahooファイナンス

■カービュー ■キッズ@nifty
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WEB掲載

WEB情報掲載

■ダイエットクラブ

■トレーダーズWEB ■ニコニコニュース

■グノシー

■リセマム ■学教くん
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WEB掲載

WEB情報掲載

■新着ニュース

■日本の歩き方 ■読めるモ

■新着ニュース

■niftyビジネス ■アットプレス
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WEB掲載

WEB情報掲載

■bizloopサーチ

■blogpeople ■エキサイトニュース

■Biglobe

■エキサイト ■gooビジネス
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WEB掲載

WEB情報掲載

■J-staニュース

■kireistyle ■livedoorニュース

■infoseek（9.18）

■mapionニュース ■Markezine
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WEB掲載

WEB情報掲載

■Sankei-Biz

■seotools ■ZAKZAK

■NewsPlus

■車選び.com ■Sunspo.com
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WEB掲載

WEB情報掲載

■とれまが

■ビズハック ■Potaru

■ｼﾞｮﾙﾀﾞﾝﾆｭｰｽ

■リセマム ■起業SNS
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WEB掲載

WEB情報掲載

■プレシュア

■楽天ウーマン ■駒沢ドッグストリート

■伝説の営業マン

■Dog Life Design ■1ドットコム
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WEB掲載

WEB情報掲載

■猫ピッチャー

■朝日デジタル

■せたがやソソン

■とくらく（東急電鉄）

■新ジャーナル社 ■Torimmer



WEB掲載

WEB情報掲載

■メディストペット

■動物まとめサイト

■Bowmeow

■ニフティNews（9.27） ■ニフティNews（9.27）

■ニフティNews（9.24）

122
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アンケート集計

来場者アンケート
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アンケート集計

来場者アンケート集計結果

アンケート総数

①新聞・雑誌 2 0.9%
②イベントポスター・チラシ 62 29.2%
③ラジオ　　　 1 0.5%
④インターネット 47 22.2%
⑤駒沢公園周辺のお店 8 3.8%
⑥折込チラシ 7 3.3%
⑦家族から聞いた 9 4.2%
⑧知人友人から聞いた 35 16.5%
⑨通りがかり 13 6.1%
⑩その他 28 13.2%

212 100.0%

①はじめて 122 63.9%
②２回目 35 18.3%
③３回目 13 6.8%
④４回目 8 4.2%
⑤５回目 9 4.7%
⑥６回目 0 0.0%
⑦７回目 4 2.1%

191 100.0%

①家族 122 55.7%
②友人・知人 55 25.1%
③恋人 2 0.9%
④ペット 31 14.2%
⑤1人で 9 4.1%

219 100.0%

①とても良かった 85 45.2%
②良かった 86 45.7%
③普通 16 8.5%
④あまり面白くなかった 1 0.5%
⑤つまらなかった 0 0.0%

188 100.0%

192

１．このイベントをどのようにして知りましたか？（重複回答可）

２．このイベントにご来場いただいたのは何回目ですか？

３．このイベントに誰と来られましたか？（重複回答可）

４．イベントに関する感想をお聞かせ下さい。 
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アンケート集計

①一日獣医師体験コーナー 37 16.3%
②動物ふれあいコーナー 63 27.8%
③各地の物産試食販売コーナー 51 22.5%
④乗馬体験・蹄鉄手輪投げ・蹄鉄作成実演コーナー 9 4.0%
⑤デモンストレーションコーナー 28 12.3%
⑥ミニホース＆シバヤギふれあいコーナー 16 7.0%
⑦獣医師と獣医師会の歩み 8 3.5%
⑧その他 15 6.6%

227 93.4%

①柴犬まると飼い主の小野慎二郎さんによる～愛犬と楽しく暮らすためのヒン 17 12.4%
②ペットと生きて健康・そして元気に長寿 16 11.7%
③動物感謝祭～命への感謝～ 12 8.8%
④知っていますか？獣医師の仕事 17 12.4%
⑤映画「夢は牛のお医者さん」スペシャルトークショー 8 5.8%
⑥Team HOPE　ペットの予防はじめませんか？ 10 7.3%
⑦農場HACCP（ハセップ）って何？ 3 2.2%
⑧マイクロチップを知っていますか？ 20 14.6%
⑨しまねっこダンスステージ 14 10.2%
⑩チンドン歌謡ショー 9 6.6%
⑪あにまる学園祭 2 1.5%
⑫セーブペットプロジェクト 2 1.5%
⑬ペットファッションショー 7 5.1%

137 92.0%

①動物と暮らしている 151 71.2%
②動物と暮らしていない 39 18.4%
③現在は動物と暮らしていないが、将来的には暮らしたい 22 10.4%

212 100.0%
ア.犬 100 66.2%
イ.猫 14 9.3%
ウ.うさぎ 6 4.0%
エ.鳥 5 3.3%
オ.観賞魚 9 6.0%
その他 17 11.3%

151 100.0%

５．一番面白いと思った（印象に残った）コーナー企画を教えて下さい。

６．一番面白いと思った（印象に残った）ステージ企画を教えて下さい。

８．動物と一緒に暮らしていらっしゃいますか？（重複回答可）

来場者アンケート集計結果
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アンケート集計

①～１０時　 40 20.9%
②～１１時　 36 18.8%
③～１２時　 28 14.7%
④～午後１時　 22 11.5%
⑤～午後２時　 22 11.5%
⑥～午後３時　 24 12.6%
⑦～午後４時　 14 7.3%
⑧午後４時～ 5 2.6%

191 100.0%

① ? １９歳　　　　 49 25.5%
②２０代　　　　 13 6.8%
③３０代　　　　 37 19.3%
④４０代　　　　 57 29.7%
⑤５０代　　　 32 16.7%
⑥６０歳～ 4 2.1%

192 100.0%

①世田谷区　　　　　 76 39.6%
②目黒区　　　　　 12 6.3%
③渋谷区　　　　 13 6.8%
④東京都（①～③を除く） 27 14.1%
⑤埼玉県　　　　　　 5 2.6%
⑥神奈川県　　　 36 18.8%
⑦千葉県　　　　 9 4.7%
⑧その他 14 7.3%

192 100.0%

９．本日、来場されたお時間を教えていただけますか。

10．年齢をお聞かせ下さい

11．お住まいの地域をお聞かせ下さい

来場者アンケート集計結果
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アンケート集計

ふれあいコーナー 10 しまねっこダンス 1

動物へのお手紙コーナー 7 写真撮影 1

一日獣医師体験 5 白蛇がきれいだった 1

JAVSのブース 3 スタンプラリー 1

マイクロチップ 3 鷹匠 1

夢は牛のお医者さん 3 中国地方獣医師会 1

ロイヤルカナン 3 蹄鉄作成実演コーナー 1

お散歩体験 2 長野県獣医師会 1

岐阜県獣医師会 2 似顔絵 1

大学関連 2 日本大学 1

体脂肪測定 2 バター作り 1

NDK 1 病院関係 1

おしゃれドッグファッションタウン 1 蛇、山羊 1

各学校のブース 1 山崎学園 1

カレンダー撮影会 1 養豚開業獣医師協会 1

救護所 1 ルノー 1

狂犬病 1 ワンフー 1

共立製薬 1

７.一番印象に残ったブースを教えてください　※自由記載回答

来場者アンケート集計結果（フリーワード問７）
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アンケート集計

いろんな犬が見られて良かった

いろいろな地域で開催してほしい

山口県でも開催してほしい

水の飲み場を作ってほしい

犬を飼っていなくても犬と遊べるブース

スタンプラリーが楽しかった

ふれあいコーナーをもっと充実させてほしい

乗馬をしたかった

室内で動物と遊べるところ

参加学校、お店のちょっとした説明書きを事前に教えて欲しい

参加対象年齢に制限があるイベントは事前に告知してください。

２日間開催して欲しい

しつけ教室

ゲームコーナー

犬用トイレをもう少し多く、取替え回数を増やしてください

これからもますます良い企画を楽しみにしております

屋根付の飲食スペースが欲しい

ふれあいコーナーがご好評に上がりとてもうれしく思います。

一日獣医師体験をしたかったが、整理券が必要とのことで出来なかった

暑かった

フードサンプルの配布

ふれあいコーナーが増えて欲しい

◆動物感謝デーにあれば良いと思う企画はありますか？また、お気づきの点があれば教えてください。

来場者アンケート集計結果（フリーワード）


