
2022.03.15 3

4 月19 日 火
8:50 ～ 9:15 高泊小学校入口交差点付近

9:25 ～ 9:40 南平原 大村様宅前
（旧趣味の店あいき前）

9:50 ～10:00 後潟上　FIVE･S 付近

10:10 ～10:25 高泊地域交流センター
（高泊公民館）前

10:35 ～10:45 郷自治会館前
10:55 ～11:00 浜自治会館前
11:10 ～11:20 雇用能力開発支援センター前
13:15 ～13:35 大休団地自治会館前

13:45 ～14:00 梅田自治会館前

14:10 ～14:30 有帆地域交流センター
（有帆公民館）前

14:40 ～15:00 共和町自治会館前

4 月 22 日 金
9:00 ～ 9:10 厚陽地域交流センター

（厚陽公民館）前
9:20 ～ 9:25 鳥越福祉会館前

9:35 ～ 9:40 下津保育園付近

9:45 ～ 9:55 東下津公会堂前

10:00 ～10:10 野中　惣社八幡宮下

10:15 ～10:25 杣尻二　厚狭南公園前

10:35 ～10:45 杣尻　阿南様宅前

10:50 ～11:00 殿町三　殿町公園前

11:05 ～11:10 天満町三
公衆便所跡地付近

11:15 ～11:20 広瀬二 ヘアーズアニバー
サリー付近三差路

13:20 ～13:25 中塚公会堂前

13:35 ～13:40 生田子供広場

13:50 ～13:55 大河自治会館前

14:00 ～14:10 梶・沖開作
連合自治会館前

14:20 ～14:30 厚陽小学校前

4 月15 日 金
9:00 ～ 9:10 本山児童運動公園前
9:20 ～ 9:40 松浜１号公園内
9:50 ～10:05 刈屋児童公園内

10:15 ～10:35 赤崎運動広場駐車場
10:45～11:00 浜河内自治会館前
11:10～11:20 須田の木自治会館前
13:20～13:30 笹尾自治会館前
13:40～14:05 労働会館前
14:15～14:35 叶松公園内
14:45 ～14:55 奥若山自治会館前
15:05 ～15:15 北若山自治会館前
15:25 ～15:40 龍遊館前

4 月 20 日 水
8:55 ～ 9:15 石井手自治会館前
9:25 ～ 9:55 第 2 号高千帆児童公園

10:05 ～10:20 江汐公園口バス停前
10:30 ～10:45 千崎西集会所前
13:20 ～13:25 上市公会堂前
13:30 ～13:40 糸根神社内
13:45 ～13:55 母子センター跡地
14:00 ～14:05 江尻南　自治会公園前
14:10 ～14:15 小埴生　ごみ置場前
14:25 ～14:35 大持　集落センター前
14:40 ～14:45 吉田地　宅地造成地前
14:55 ～15:05 下福田　石山公園入口
15:15 ～15:25 中村公会堂前（埴生）
15:35 ～15:40 大喜園　不燃ごみ置場前

4 月 21日 木
9:00 ～ 9:10 緑ヶ原自治会館前
9:15 ～ 9:30 不動寺原公会堂前
9:40 ～ 9:50 平沼田バス停前

10:00 ～10:05 川上ゆめ市場前
10:10 ～10:15 随光橋付近
10:25 ～10:30 福正寺自治会館前
10:40 ～10:50 加藤公会堂前
11:00 ～11:10 西善寺公園内
13:20 ～13:30 鴨庄西自治会館前
13:35 ～13:45 鴨庄東自治会館前
13:50 ～14:00 西山自治会館前
14:05 ～14:10 野田公会堂側交差点付近
14:15 ～14:25 山川公会堂前

14:30 ～14:45 厚狭中学校下
旧オレンジペコ付近

15:00 ～15:10 厚狭平原公会堂前
15:20 ～15:30 山野井公会堂前

15:35 ～15:40 七日町コミュニティ
センター前

4 月 24 日 日
8:50 ～ 9:10 厚陽地域交流センター

（厚陽公民館）前

9:20 ～ 9:30 津布田八幡宮鳥居前

9:40 ～ 9:45 サンライフ山陽前

9:55 ～10:10 埴生小中学校前

10:20 ～10:35 出合児童遊園

10:45 ～11:00 厚狭税務署横駐車場

11:10 ～11:30 丸久厚狭店北側駐車場

13:20 ～13:40 赤崎地域交流センター
（赤崎公民館）前

13:50 ～14:20 商工センター前

14:35 ～15:20 市役所正面玄関前

※太字は例年と異なる会場です。
※上記の日程で注射を受けられな

い場合は、動物病院で受けてくだ
さい。ただし料金は異なります。

4 月18 日 月
9:00 ～ 9:15 メガネの三城小野田店前
9:25 ～ 9:30 セメント町第一自治会館前

9:40 ～10:05 須恵地域交流センター
（須恵公民館）前

10:15 ～10:30 千代町レークタウン
入口公園前

10:40 ～10:55 南中川児童公園内
11:05 ～11:25 市民館前
13:10 ～13:25 旭町公園内
13:35 ～13:50 ＪＲ目出駅前
13:55 ～14:05 旦東　旧佐村商会前
14:15 ～14:30 揥山一丁目 吉村三角堂前
14:40 ～14:55 高千帆小学校前
15:00 ～15:15 江の内バス停裏旧道
15:25 ～15:45 ひばりが丘公園内

犬の登録料　　3,000円
　（すでに登録済みの場合は不要）

狂犬病予防注射料　　3,050円
※注射を受ける場合は、狂犬病予防注射受付表（3 月中旬

郵送予定のハガキ）を必ず持参してください。
※当日は、なるべくおつりがないようにお願いします。

愛犬の登録と
狂犬病予防注射

問環境課（☎ 82-1143）

マナーを守っていますか?
◎登録鑑札・注射済票を付けましょう
◎無駄吠えをさせないようにしましょう
◎フンは必ず回収しましょう
◎最後まで責任をもって育てましょう

僕を必ずつれて行ってね！法律で決まっているよ〜


