鳴子温泉地域

岩出山地域

三本木地域

犬 を飼っているみなさんへ

会場

蟹沢コミュニティセ
ンター
鬼首基幹集落セン

5 10：20～10：40 いろは食堂様駐車場（北側） 5

13：00～13：10 大森平バス停前
13：20～14：00

軍沢～岩入
（フリー
区間各バス停）

20

14：10～14：20 若神子原バス停前
9：30～10：10 旧川渡家畜市場
10：20～10：30 沢
（遊佐登美子様宅前）

月 日

5 10：40～11：00 向山集会所
8

11：20～11：40 鍛冶谷沢集会所

13：30～14：00 南野際会館駐車場

21

14：10～14：30 上原集会所
10：00～10：30

新中山コミュニティ
センター

10：40～10：50 上鳴子集会所
車場
（玉造商工会隣）
様駐車場

セブンイレブン鳴子末
13：20～13：40
沢店様向かい河川敷
13：50～14：20

月 日

9 11：30～11：50 上野々レストハウス

5

22

馬場温泉様向かい（江
合川下流河川公園）

田尻地域

9：10～ 9：40 大嶺多目的集会所

23

9：50～10：40 木戸ふれあいセンター
11：00～11：50

沼部 公 民 館( 田尻 保
健センター)

24 10：30～11：20 小沢構造改善センター

25

9：20～ 9：50 北小牛田集落センター
10：00～10：30 大沢集落センター
11：00～11：40



5

24

「集合」とは、時間までに集合
中小塩多目的集会施 ※受付時間の
設
した犬の注射が終了次第、次の会場に移

13：10～14：00 田尻地区公民館
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新町コミュニティセ
ンター

10：50集合 雇用促進住宅駐車場
8 10：35～10：50 南新町コミュニティ
11：10～11：20 やすらぎ荘様前
センター
11：35集合 中里集会所前
11：00～11：15 伊賀集会所
13：20集合 馬主集会所
旧三本木町役場敷地
13：35集合 唐竹集会所
11：30～11：45
内
（西沢）
13：55～14：15 樋渡集会所
三本木総合支所西側
14：30～14：45 上組集会所前
（下野目）
13：30～14：00
駐車場
9：20～09：30 菅生集会所
下三区地区コミュニ
10：00集合 松程集会所
9：00～ 9：20
ティセンター
10：25～10：40 鵙目集会所
伊場野地区コミュニ
10：50～11：10 上宮生活センター
9：30～ 9：50
ティセンター
5
11：20～11：30 沖集会所
10：00～10：20 蒜袋集会所
川北ふれ愛センター
（旧
13：10～13：20
9 10：30～10：55 仲 町 地 区 コ ミ ュ ニ
川北分校）
ティセンター
13：35～13：50 山谷集会所
11：10～11：20 多田川集会所
14：05～14：20 下一栗住宅広場
11：30～11：40 高柳集会所
14：35～14：55 池月地区公民館
北町地区コミュニ
9：10～ 9：30 清光院様
（通丁）
13：30～14：00
ティセンター
9：40～10：10 森民酒造店様車庫前広場
9：00～ 9：15 南谷地集会所
10：25～10：45 沢口集会所
5 9：30～ 9：45 元 下宿農協倉庫
11：00～11：10 天王寺集会所
11：25～11：35 宿集会所
10 9：55～10：10 新 沼 地 区 コ ミ ュ ニ
ティセンター
13：20集合 根岸リサイクル集積所前
三本木総合支所西側
13：35～14：00 千田建設住宅前
（駅裏）
10：25～11：25
駐車場
9：20集合 小倉集会所
小倉資源リサイクル集
9：35集合
鹿島台地域
積所
鹿島台総合支所地域振興課地域づく
9：45集合 汀生活センター
り担当 56-7111
9：55集合 上馬館集会所
受付時間
会場
10：10～10：20 堂の沢集会所
10：30～10：40 大坪集会所
4 9：30～10：00 大沢行政区公会堂
10：50～11：00 小坪集会所
10：15～10：35 JA里船越支庫
13：10～13：25 新橋住宅集会所
17
10：50～11：15 出町集落センター
13：40～14：00 来迎寺様北側駐車場
11：35～11：55 鹿島台保健センター
14：15～14：45 岩出山体育センター
9：20～ 9：40 黄金田一部集会所
4 9：30～10：00 JA志田谷地支庫
9：50～10：05 下馬館一部集会所
10：15～10：40 小迫公会堂
18
10：20～10：35 葛岡二部集会所
11：00～11：20 砂子沢集落センター
10：55～11：15 上川原住宅集会所
11：35～11：55 広長公会堂
13：10～13：35 小泉集会所
内ノ浦総合生活セン
9：30～ 9：50
岩出山総合支所東側駐
ター
4
13：50～14：30
車場
10：15～10：35 鎌巻生活センター

動することを示しています。

月 日

月 日

4

13：10～13：50 長根集落センター

月 日

月 日

9：20～10：10 大貫地区体育館

9：55～10：25

月 日

13：20～14：00 南小松集落センター

4

上三区コミュニティセ
ンター

月 日

23

会場

5

9：25～ 9：40

期日

月 日

4

受付時間

月 日

期日

田尻総合支所地域振興課総務防災担
当 39-1111

狂犬病予防注射

ふるさと研修セン
9：00～ 9：10
ター
（蟻ケ袋）

月 日

月 日

5 11：00～11：20 鳴子総合支所職員駐

会場

月 日

5

月 日

黒崎部落生活改善セ
13：00～13：20
ンター

受付時間

月 日

7 10：50～11：30 ター

月 日

月 日

5

会場

保土沢ごみ集積所前【（斉
9：20集合
藤光晴様宅手前）東側】
9：35集合 大栗忠夫様宅前（東昌寺沢）
9：50～10：10 蛭沢大学町集会所

上 川原 橋 下
（江合川
9：30～10：00
下流河川公園）
10：20～10：30

受付時間

期日

受付時間

期日

期日

鳴子総合支所地域振興課地域づくり 岩出山総合支所地域振興課地域づくり 三本木総合支所地域振興課地域づく
担当 82-2191
担当 72-1211
り担当 52-2111

19

10：55～11：15 竹谷集落センター
11：30～11：55

鹿島台瑞・華・翠交流
施設
（鎌田記念ホール）

を受けましょう

犬を飼う場合、犬の登録（生涯 1 回）と年 1 回の狂犬病予防注射を受け
ることが法律で義務付けられています。平成31年度の集合注射を実施
しますので、
最寄りの会場で注射を受けましょう。
 環境保全課生活環境担当

 23-6074

集合注射に持参するもの
集合注射受付票
既に犬を登録している人には、事前に受付票はがきを送
付します。
届いたら問診内容を確認し、
署名してください。

注射費用 一頭3,100円
（注射料金2,550円＋注射済票交付手数料550円）

犬を飼い始めたとき
新たに犬を飼い始めたときは、
登録が必要です。
環境保全
課または各総合支所地域振興課で手続きをしてください
（手数料 一頭3,000円）
。
集合注射会場でも手続きは可能ですが、大変込み合いま
すので、
事前の手続きをおすすめします。

つり銭のないよう協力をお願いします。

お願い

犬の糞を始末する用具
（袋、
スコップ、
ちり紙など）

集合注射に来ることができないとき
近くの動物病院で予防注射を受け、環境保全課ま
たは各総合支所地域振興課で注射済票
（手数料 一頭
550円）の交付を受けてください。
古川地域の動物病
院ではその場で注射済票が交付されます。

集合注射の会場には、
事故防
止のため、
犬を制止できる人が
連れて来てください。
また、必ずリードを付けて
短く持ち、首輪は抜けないようにきちんと締めま
しょう。
※昨年度から日時を変更した会場がありますのでご注意ください。

松山地域

古川地域

松山総合支所地域振興課地域づくり担当 55-2111

環境保全課生活環境担当 23-6074

期日
4月18日

4月19日

受付時間

会場

期日

10：00～10：30 下伊場野地区公民館
10：45～11：05 山王集会所

5月10日

11：20～11：40 広岡集会所

5月13日

13：30～14：00
10：00～10：20
10：35～11：05
11：20～11：40

松山体育館駐車場
長尾集会所
駅前集会所
（ふれあい館）
須摩屋集会所
松山総合支所駐車場内車
13：30～14：00
庫

5月14日
5月15日
5月16日
5月17日

一生を終えた動物たちに感謝の気持ちを伝える
ため、
慰霊祭を開催します。

第18回大崎動物慰霊祭
日時 4月20日 11時～12時
場所 吉野作造記念館前 築山広場（「動
物愛霊の碑」前）

5月20日
5月21日
5月22日
5月23日

受付時間
9：30～11：00
13：30～15：00
9：30～11：00
13：30～15：00
9：30～11：00
13：30～15：00
9：30～11：00
13：30～15：00
9：30～11：00
13：30～15：00
9：30～11：00
13：30～14：30
9：30～11：00
13：30～14：30
9：30～11：00
13：30～14：30
9：30～11：00
13：30～14：30
9：30～11：00
13：30～14：30

会場
志田地区公民館
高倉地区公民館
西部コミュニティセンター
敷玉地区公民館
宮沢地区公民館
清滝地区公民館
西古川地区公民館
東大崎地区公民館
富永地区公民館
長岡地区公民館
南部コミュニティセンター
大崎生涯学習センター
（パレットおおさき）
志田東部コミュニティセンター
大崎市民会館
古川総合体育館
大崎市役所第二駐車場
（北側駐車場）
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