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犬の登録と狂犬病予防集合注射を行います
最寄りの会場で受けてください。都合のつかない方は、動物病院でも狂犬病予防注射が受けられます。

4月6日㈪
作手地区

4月7日㈫
鳳来地区

4月8日㈬
鳳来地区

4月9日㈭
作手地区

月　日 会　場 実施時間

市には、犬のふんの後始末に関する苦情がしばしば寄せられます。
ふんの後始末は飼い主のマナーです。
散歩時には必ずふんを持ち帰りましょう。

注1）「旧農協一色出張所」は「七郷一色公民館」に変更になりました。　注2）「市民体育館前」は、「はつらつセンター前駐車場」に変更になりました。

愛犬手帳・通知はがき・料金

予防注射のみ １頭　3,400円 新規登録と予防注射　１頭　6,400円
（新規登録の方には、愛犬手帳・犬鑑札を交付します）

持参するもの

ふんの後始末を
お願いします。

和田公民館
見代公民館
田代老人憩の家
赤羽根 天神社前三叉路
東高松新島川橋
鴨ケ谷  消防詰所
作手総合支所前
市場集会所
須山老人憩の家
相寺老人憩の家
川合 ごみ集積所前
野郷バス停
睦平老人憩の家
細川公民館
巣山公民館
七郷一色公民館（注1）
阿寺公民館
大野 鳳来中央集会所
引地公民館
井代公民館
湯谷温泉駅前
能登瀬公民館
三河槙原駅前
名越公民館
柿平 鈴木彬太氏宅前
名号 消防詰所
三河川合駅前
池場国民運動場入口
長篠西公会堂
本郷構造改善センター
浅下集会所
寺林公民館
門谷 旧高校寄宿舎跡地
玖老勢コミュニティプラザ
副川集会所
川売集会所
四谷 大代旧自転車置場
連谷 消防詰所
海老構造改善センター
須山集会所
岡・大草公会堂
吉村老人憩の家
鳳来総合支所車庫前
小滝 松井茂氏宅前
守義バス車庫前
農協北部出張所
下木和田
上木和田
善夫 斎藤孝子氏宅前
黒瀬 消防詰所

午前   9時10分～   9時20分
午前   9時30分～   9時40分
午前   9時55分～10時05分
午前10時25分～10時30分
午前10時45分～10時50分
午前11時05分～11時20分
午前11時30分～11時50分
午後   1時       ～   1時20分
午後   1時25分～   1時35分
午後   1時40分～   1時50分
午後   2時       ～   2時10分
午後   2時15分～   2時25分
午前  9時  5分～  9時10分
午前  9時15分～  9時25分
午前  9時35分～  9時45分
午前  9時50分～10時 
午前10時15分～10時25分
午前10時40分～11時
午前11時10分～11時20分
午前11時30分～11時40分
午後  1時　     ～  1時10分
午後  1時15分～  1時25分
午後  1時30分～  1時35分
午後  1時40分～  1時50分
午後  2時　　  ～   2時  5分
午後  2時15分～  2時25分
午後  2時30分～  2時40分
午後  2時50分～  3時
午前   9時 　   ～  9時10分
午前   9時20分～  9時30分
午前   9時40分～  9時50分
午前10時　　 ～10時  5分
午前10時15分～10時25分
午前10時30分～10時45分
午前10時50分～10時55分
午前11時  5分～11時10分
午前11時25分～11時30分
午前11時35分～11時45分
午後  1時  　  ～  1時10分
午後  1時20分～  1時30分
午後  1時55分～  2時
午後  2時  5分～  2時15分
午後  2時20分～  2時35分
午前  9時30分～  9時35分
午前  9時45分～  9時50分
午前10時  　  ～10時15分
午前10時30分～10時35分
午前10時40分～10時45分
午前11時  　  ～11時  5分
午前11時10分～11時15分

4月9日㈭
作手地区

4月10日㈮
鳳来地区
新城地区

4月13日㈪
新城地区

4月14日㈫
新城地区

4月15日㈬
新城地区
鳳来地区

月　日 会　場 実施時間
西田原公民館

岩波 吉祥院
西田原 権田理吉氏宅前
中河内老人憩の家
中河内 権田栄一氏宅前
源氏 お寺
恩原 三和太屋
大輪 光輪寺
中島田神社前
塩瀬公民館
布里生活改善センター
大海公民館
有海勤労者センター
須長公民館
富永川上公会堂
富沢公民館
大野田公民館
川田公民館駐車場
川田原公民館
市場台西公園（資源回収会場）
野田公民館
稲木公民館
今出平公民館
山公民館
杉山 萬福寺
庭野公民館
黒田公民館
中宇利集落センター
富岡ふるさと会館
富岡西部集会所
一鍬田公民館
平井公民館
富永神社会館前
はつらつセンター前駐車場（注2）
塩沢構造改善センター
吉川公民館
黄柳野公民館
多利野バス停
竹ノ輪公民館
山吉田トレーニングセンター
下吉田公民館駐車場(国道側)
定国老人憩の家
新戸公民館
蔵平公会堂
乗本公民館
栗衣公会堂
大栗 消防器具庫
本久集会所
川路公民館

東田原資源回収会場
（リサちゃんの家） 午前11時35分～11時45分

午前11時20分～11時30分

午前11時50分～11時55分
午後   1時　　  ～  1時  5分
午後   1時10分～   1時20分
午後   1時30分～   1時40分
午前   9時15分～   9時20分
午前   9時30分～   9時35分
午前   9時45分～   9時50分
午前10時10分～10時15分
午前10時30分～10時35分
午前10時45分～11時
午前11時20分～11時40分
午後   1時　   　～   1時20分
午後   1時30分～   1時50分
午後   2時　    ～   2時20分
午後   2時30分～   2時45分
午前   8時50分～   9時   5分
午前   9時15分～   9時30分
午前   9時35分～   9時50分
午前10時　　  ～10時15分
午前10時25分～10時40分
午前10時50分～11時10分
午前11時15分～11時30分
午後   1時　　  ～   1時15分
午後   1時20分～   1時45分
午前   8時45分～   9時   5分
午前   9時15分～   9時40分
午前   9時50分～10時15分
午前10時25分～10時55分
午前11時　　  ～11時10分
午前11時20分～11時40分
午後   1時　　  ～   1時30分
午後   1時40分～   2時
午後   2時   5分～   2時20分
午前   8時50分～   9時   5分
午前   9時15分～   9時35分
午前   9時50分～10時
午前10時   5分～10時15分
午前10時20分～10時30分
午前10時35分～10時50分
午前10時55分～11時15分
午前11時20分～11時30分
午前11時40分～11時50分
午後   1時    　～   1時   5分
午後   1時10分～   1時20分
午後   1時30分～   1時35分
午後   1時40分～   1時45分
午後   1時55分～   2時   5分
午後   2時15分～   2時35分

環境課  　　　　　　　　23‐7677／　 22‐0554
クリーンセンター　　  　22‐0521／　 22‐0554
地域エネルギー推進課  　　 23‐7690
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平成27年度 狂犬病予防集合注射日程表
☆雨天決行です。☆事前に下記の日程表で確認してお越しください。
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