
「りぐこうべ兵庫」は《助けてほしい人》と《助け
てあげたい人》をつなげるためのお手伝いです。

どうか、私たちと共に「困っている人」の手助けを
してください。一緒に考え、悩み、行動して解決へ
導くお手伝いをすることで、社会全体が少し優しく
なります。
つなぎ・つながり・たすけあえる社会の実現へ向け
て、私たちと共に歩みましょう。

たちにできること。それは人に寄り添い
一緒に考えること。共に行動を起こす

ことです。

まずは困っている人に寄り添うということが
とても重要な取り組みだと感じています。

「りぐこうべ兵庫」は
こんな活動をしています

私たちがワンちゃんに話しか
けるのではなく、私たちがワ
ンちゃんの言葉を理解する「愛
犬と話す」ということに重点
を置いたトレーニング方法で
す。お互いを理解しようとす
る姿勢が、ワンちゃんとの信
頼関係を築いていくと考えて
います。

■ 行き場のないペットを
保護して里親を探す活動

私

理事もすべて保護動物の里親さんで
構成された、人にも動物にも優しい
団体です。
適正譲渡を目指し、里親さんの意識
改革にも力をいれています。

■ 愛犬の
おうちトレーニング
飼育放棄や、飼い主が亡くなって
しまったなど、心が傷付いた保護
犬をリセットして家庭犬に導いて
きた私たちだからこそできる短期
預かり型トレーニングです。

■ ペットのおうちホテル
「あおいそら」の運営
長年の保護活動から得た経験を活か
し、「愛犬と話そう」をコンセプトに
犬と寄り添う理想的なホテルです。
こんな時に、是非お役立てください！

・体調が悪く、お留守番が心配
・怖がりで人も犬も苦手
・ひどい吠え、噛み癖がある　
・老犬で介護が必要
・事情によりワクチン等の証明書が無い

■ 老犬ホーム
「あおいそら」の運営
自然豊かな有馬の里
で、行き場のない
ペットが余生をおく
ることができる場所
です。心配りのある
安全な環境を保証し
ます。

Life is Good
人生は素晴らしい

あなたと共に
　　かけがえのない同じ時間を
　　　　　　　歩ませてください

【団体概要】

　平成 15 年から捨て犬・野良猫を保護
し、行き場のない犬猫の里親を探してき
ました。大切な命を守るためには、人が
人を支える仕組みと、ペットを適正に飼育
するための知識と技術の啓発が必要です。
　人とのつながりが希薄になっている今
だからこそ、「人と人とが繋がっていく」
ことのお手伝いが必要と考えています。
法人化することによって、組織を発展、
確立することができ、行政と民間との橋
渡しにもなればと思っています。私たち
はこれからも「つなぎ、つながる、たす
けあう」をテーマに活動していきたいと
考えています。
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・平成 30 年 12 月に、神戸市より特定非営利
活動法人の認証を受けて法人設立
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りぐこうべ・オリジナル商品
ワンちゃんネコちゃんのカラダに良いものを。飼い主さんも
一緒に食べられるオヤツなど、厳選してお届けいたします。
他にもたくさん種類がありますので、ウェブサイトをご参照
ください！

犬用クラッカー（薬膳）
保存料、香料、着色料無添加の犬用クラッカー
です。カリッと楽しい食感で、歯石の原因で
ある歯垢が付きにくいのでおすすめです。しっ
かりとした硬さがあるのでお散歩やお出かけ
のお供に持って行っても粉々になりません。

【原材料】薬膳ふりかけ（なつめ、アガリクス、
南蛮毛） ／全粒粉／小麦粉／オリーブオイル

薬膳ふりかけ
【なつめ・アガリクス・南蛮毛】
ペット用のオリジナルふりかけです。
「鰹節」「鯖節」「鯵節」「イリコ」をベース
にハトムギ、黒豆などの材料をたっぷり配
合しています。食塩無添加。愛犬のいつも
のフードのトッピングに。

【原材料】さばのふし／いわしの煮干し／あ
じのふし／そうだかつおのふし／黒ごま／
ハト麦／干椎茸／黒豆／芽ひじき／あおさ／
とうもろこしのひげ

国産鶏ささみジャーキー
国産鶏ささみだけを使って作ったヘルシー
なジャーキー。 完全手作りです。
じっくりと時間をかけて焼いたジャーキー
は旨味が凝縮しています。 ジップ付きの袋
入りで便利です。 

【原材料】国産鶏ささみ

アレルギーフリー／骨・関節＆乾燥肌ケア
のサプリメント。
軟骨組織の一部を構成するプリテオグリカ
ンを 3ｇ中に 2500 ㎍も配合。老犬の弱っ
た腸にも優しく吸収する低分子のコラーゲ
ン、体内でコラーゲンを作り出すグリシン
やプロリン、若返りの薬として知られてい
るプエラリアミリフィカ、抵抗力をサポー
トするビタミン Cなどを配合しています。

協　賛

【プロテオグリカン含有健康補助食品】参犬歩散

りぐこうべ兵庫オリジナルのクレート専用
カバー。
愛犬が落ち着いていられる空間を作ること
ができます。お留守番、就寝はもちろん、
車での移動や、病院へ行くときにもピッタ
リです。移動の際の持ち運びも、ズレるこ
となく快適でカフェマットにしたり、おく
るみにしたり、色々な場面で沢山使って頂
けます。

オリジナル・クレート専用カバー

あなたの
「どうしよう…」に

寄り添います

特定非営利活動法人 りぐこうべ兵庫
651-1331
兵庫県神戸市北区有野町唐櫃 192-2

0120-1515-86
info@lig-kobe.comE-mail

TEL

http: / / l ig-kobe.com/

ご予約・お問合せに
ご利用ください

公式LINE

「社会福祉法人 かがやき神戸」
神戸市北区と西区を中心に、障がいのある方の生活支援や、就労支援、相談支援を行って
います。活動のはじまりは 1982 年にさかのぼり、1999 年の社会福祉法人化を皮切
りに、障がいのある方の「働きたい」「地域で安心して暮らしたい」「悩みをだれか
に相談したい」という想いや願いに寄り添いながら、発展してきました。「就労継続
支援 B型なないろ」では、りぐこうべオリジナルの犬のおやつを製造しています。

宅配ケーキ「タノカンサ」
生まれ故郷の兵庫県三田市で自らもお米を作るパティシエ・光月（こうげつ）シェフが、
地元三田の食材を使ってケーキを製造・宅配しています。同じ地元の酒蔵・岡村酒造
さんの酒粕を使ったタルトや家鴨（あひる）の卵を使ったプリンが人気です。

漢方と栄養「藤薬局」
神戸市兵庫区で漢方薬局を営む藤薬局では、漢方＋栄養＋心＋身体の 4 つのバランス
を整える独自のトータルサポートを行っています。犬や猫のオリジナル漢方を開発
しています。

ペットケアパートナー「ことへい」
愛犬の健康をサポートする相棒 ( パートナー ) でいたいとの思いで活動している動物
看護師です。愛犬のお口のケアで悩む飼い主様へ無麻酔で行う歯石除去を１つの選択
肢としてご提案し、施術をさせていただいております。お食事や介護のこともお気
軽にご相談ください。

世界一美味しい犬のごはん「PETOKOTO FOODS（ペトことフーズ）」
愛犬のためのカスタムフレッシュドッグフード。レシピは世界で 95 人しかいない獣医
栄養学専門医ニック・ケイブ博士の考案。売上の 1.2%（ワンニャン）は OMUSUBI
登録の保護団体さんへの支援金に。「愛犬の豊かな食生活が、巡り巡って保護犬猫の
支援にもつながる」ポジティブな循環を作っていきたいと考えています。

保護犬猫マッチングサイト「OMUSUBI（お結び）」
審査登録制の保護犬猫マッチングサイト OMUSUBI（お結び）は、事前審査を受けた
全国 150 保護団体さんが新しい家族探しを行っています。また、運営会社の社員全
員が愛犬・愛猫家です。OMUSUBI では保護犬猫の譲渡促進に加え、保護団体さんの
支援企画・オンライン活用サポート、他企業コラボでの情報発信も行っています。

キャンバス地プリント「わんわんキャンバス」
印画紙出力などの一般的なプリントにはない、キャンバス地ならではの温かみのあ
る風合いと、絵画にも似たやわらかな発色のオリジナル写真出力を、神戸の工房で
行っています。

プライベートネイルサロン「esora.（エソラ）」
一人一人のお客様を大切に、との想いからうまれた nailsalon esora. 。
プライベート空間にもこだわり、爪先だけでなく心からハッピーになれる…。そんな
大人の女性のためのネイルサロン・エソラです。

セレクトショップ「RUBAN（リュバン）」
「日々の暮らしを楽しく♪」をテーマに着心地の良い洋服 & ハンドメイド雑貨をセレク
トしています。
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