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犬の登録と狂犬病予防注射を下記のとおり行います｡ 生後91日以上の犬を飼っている方は､ 最寄り

の会場まで問診票を持ってお越しください｡ 料金は､ １匹当たり登録 3,000円､ 注射 3,000円となっ

ております｡ つり銭の要らないよう､ ご協力をお願いします｡

日付 時 間 場 所

５月15日
(火)

8:40～ 8:50 (香)朴ノ木公会堂前
9:00～ 9:20 (香)永野消防屯所前
9:30～ 9:40 (香)梅久保公会堂前
9:55～10:05 (香)清爪バス停
10:10～10:15 (香)日比原毘沙門堂前
10:30～10:40 (香)柚ノ木集会所前
10:45～10:50 (香)大久保･森本幸男さん宅前
10:55～11:00 (香)大奈路公会堂前
11:05～11:10 (香)猪野曽･大和さん車庫前
11:20～11:30 (香)猪野々消防屯所前
13:05～13:15 (香)市営住宅･下野尻団地前
13:20～13:30 (香)太郎丸公会堂前
13:35～13:40 (香)岩改口･吉本仁一さん宅前
13:45～13:55 (香)萩野公会堂前
14:00～14:10 (香)北岩改 元農協支所前
14:15～14:25 (香)南岩改バス停
14:40～15:10 (香)香美市香北支所 庁舎東
15:20～15:30 (香)韮生野コミュニティセンター前

５月16日
(水)

8:45～ 8:50 (香)橋川野・旧高麗橋南詰
8:55～ 9:00 (香)白川下集会所前
9:10～ 9:25 (香)五百蔵消防屯所前
9:35～ 9:40 (香)有瀬公会堂前
9:50～10:00 (香)日ノ御子集会所前
10:10～10:15 (香)中谷･出原邦弘さん宅前
10:20～10:30 (香)谷相・元農協支所前
10:50～11:00 (香)小川公会堂前
11:05～11:10 (香)久保川 久保川橋
11:15～11:25 (香)佐敷農林業共同館前
13:00～14:00 (香)保健福祉センター香北

６月４日
(月)

9:00～ 9:05 (山)河の川集会所前
9:15～ 9:25 (山)繁藤コミュニティセンター東側
9:35～ 9:45 (山)樫谷・山崎商店前
9:50～10:00 (山)若藤保育園前
10:05～10:15 (山)繁藤公民館前
10:20～10:30 (山)北滝本･渡辺寿夫さん宅前
10:50～10:55 (山)休場・三叉路
11:05～11:15 (山)新改北部構造改善センター前
11:25～11:40 (山)新改消防屯所前
13:15～13:20 (山)立石公民館前
13:30～13:40 (山)岩村老人憩いの家
13:50～14:05 (山)中野公民館前
14:15～14:30 (山)オクルワ公民館前
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日付 時 間 場 所

５月８日
(火)

8:40～ 8:50 (香)根須公会堂前
8:55～ 9:05 (香)府内ＪＲバス停
9:10～ 9:20 (物)庄谷相公会堂前
9:30～ 9:35 (香)蕨野・消防署駐車場
9:40～ 9:45 (物)中谷川公会堂前
9:50～10:00 (物)高尾ＪＲバス停
10:10～10:20 (物)西頓定柚子貯蔵庫前
10:40～10:45 (物)明改橋
10:50～10:55 (物)伊勢丸神社付近
11:05～11:15 (物)栃本バス停留所
11:35～11:40 (物)西大比公会堂前
11:45～11:50 (物)山崎老人憩いの家
11:55～12:00 (物)塩公会堂前
13:10～13:15 (物)日ノ地公会堂前
13:25～13:35 (物)影仙頭集落センター前
13:45～13:50 (物)小川・雨若神社付近
13:55～14:00 (物)宇筒舞・山中さん宅前
14:20～14:25 (物)佐岡バス停
14:30～14:35 (物)押谷公会堂前
14:40～14:45 (物)小浜公会堂前
14:50～14:55 (物)根木屋公会堂前
15:05～15:20 (物)岡ノ内・元農協支所前
15:30～15:35 (物)桑ノ川公会堂前
15:50～15:55 (物)市宇公会堂前
16:05～16:15 (物)別府体験実習館前
16:20～16:25 (物)別府錦渓橋付近

５月９日
(水)

8:45～ 9:05 (物)香美市物部支所
9:15～ 9:30 (物)ウラタ工場横
9:40～ 9:45 (物)立花・良心市前
9:50～ 9:55 (物)安丸郵便局前
10:05～10:15 (物)五王堂消防屯所前
10:25～10:30 (物)大西･立花米女さん宅前
10:40～10:45 (物)久保高井公会堂前
10:50～10:55 (物)久保沼井バス停
11:05～11:15 (物)久保影バス停
13:00～13:05 (物)笹明賀橋
13:10～13:15 (物)笹上公会堂前
13:55～14:00 (物)黒代公会堂前
14:05～14:10 (物)安丸程野
14:20～14:25 (物)神池消防屯所前
14:30～14:40 (物)楮佐古公会堂前
15:00～15:10 (香)永瀬・神賀橋南詰
15:25～15:35 (香)吉野公会堂前
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※なるべく６月上旬までの日程で注射を受けていただきますようお願いします｡
※注射の実施会場へは､ 飼い犬を制御できる方が必ず連れてきてください｡

① 犬は必ず登録し､ 鑑札は大切に保管しておいてください｡
鑑札の番号を首輪に書いておきましょう｡

② 登録事項に変更があった場合には､ お知らせください｡
犬が死亡したとき｡
飼い主の氏名や住所が変わったとき｡

③ 注射済票は､ 犬の首輪にしっかりと付けましょう｡

【問い合わせ先】 健康づくり推進課 (�５９－３１５１)
※集合注射以外にも､ 個々に下記の動物病院にて注射を受けられます｡

おお 願願 いい

犬犬のの

医 院 名 電 話 番 号 医 院 名 電 話 番 号
岡本動物病院 ５３－２６８１ さくら動物病院 ５７－０３０８
佐野獣医科病院 ０８８－８６３－００３９ のいち動物病院 ５６－４１１７
クボタ犬猫病院 ０８８－８６４－０５２１ 南国ひまわり動物病院 ０８８－８６３－３１５０
猪野獣医科 ０８８－８６４－２０１９ なな動物診療所 ０８８－８６６－５２０３
斎藤獣医科病院 ０８８－８６２－１３２４

日付 時 間 場 所

６月25日
(月)

13:35～13:40 (物)安丸郵便局前
14:00～14:05 (物)五王堂消防屯所前
14:20～14:25 (物)久保沼井バス停
14:50～14:55 (物)黒代公会堂前
15:05～15:10 (物)神池消防屯所前
15:15～15:20 (物)楮佐古公会堂前
15:40～15:50 (物)香美市物部支所

６月26日
(火)

9:30～ 9:40 (香)市営住宅下野尻団地前
9:50～10:00 (香)萩野公会堂前
10:10～10:15 (香)白川下集会所前
10:25～10:35 (香)五百蔵消防屯所前
10:45～10:55 (香)日ノ御子集会所前
11:05～11:15 (香)谷相・元農協支所前
11:35～11:50 (香)香美市香北支所 庁舎東
13:10～13:20 (香)韮生野コミュニティセンター前
13:30～13:40 (香)朴ノ木公会堂前
13:50～14:00 (香)永野消防屯所前
14:10～14:20 (香)吉野公会堂前
14:25～14:35 (香)府内ＪＲバス停
14:50～15:00 (香)猪野々消防屯所前

６月27日
(水)

9:00～ 9:10 (山)片地多目的集会所前
9:15～ 9:25 (山)貴船神社境内
9:30～ 9:40 (山)ＪＡ土佐山田給油所東側
9:50～10:00 (山)東上一公民館前
10:10～10:20 (山)明治地区多目的集会所前
10:30～10:40 (山)中野公民館前
13:30～13:40 (山)繁藤コミュニティセンター東側
14:15～14:25 (山)新改北部構造改善センター前
14:45～14:55 (山)大日寺

６月29日
(金)

9:30～ 9:45 (山)香美市役所前
9:55～10:05 (山)西町公民館前
10:15～10:30 (山)プラザ八王子

日付 時 間 場 所

６月５日
(火)

9:00～ 9:15 (山)加茂公民館前
9:30～ 9:40 (山)佐野ストアー前
9:50～10:00 (山)佐岡多目的集会所前
10:10～10:20 (山)杉田集会所前
10:30～10:40 (山)宮ノ口公民館前
10:45～11:00 (山)片地多目的集会所前
11:10～11:20 (山)影山地区多目的集会所前

11:30～11:40 (山)逆川・龍河洞と野市町への県道分岐から約20ｍ野市寄りの県道沿い

13:10～13:20 (山)貴船神社境内
13:30～13:50 (山)ＪＡ土佐山田給油所東側
14:00～14:10 (山)前行公民館前
14:15～14:25 (山)前山公民館前
14:30～15:00 (山)西町公民館前

６月６日
(水)

9:00～ 9:20 (山)大日寺
9:30～ 9:45 (山)土佐刃物流通センター
10:00～10:20 (山)香美市役所前
10:30～10:50 (山)明治地区多目的集会所前
11:00～11:15 (山)東上一公民館前
11:25～11:55 (山)プラザ八王子

６月25日
(月)

8:45～ 8:50 (物)庄谷相公会堂前
8:55～ 9:00 (物)中谷川公会堂前
9:10～ 9:15 (物)西頓定柚子貯蔵庫前
9:30～ 9:35 (物)明改橋
10:00～10:05 (物)影仙頭集落センター前
10:20～10:25 (物)押谷公会堂前
10:30～10:35 (物)根木屋公会堂前
10:40～10:45 (物)岡ノ内・元農協支所前
10:50～10:55 (物)市宇公会堂前
11:00～11:05 (物)別府体験実習館前
11:15～11:20 (物)別府錦渓橋付近
13:10～13:15 (物)西大比公会堂前
13:20～13:25 (物)山崎老人憩いの家
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地域安全ニュース
～みんなでつくろう安心のまち～ 香美地区地域安全協会 (�･FAX 53-1855)

No.13

４月になりました｡ 新学期の始まりです｡ 新鮮な気分をよそに､ 高知市・南国市・香美市内では
������が多く発生しています｡ 詳しい内容は､ 下記のとおりです｡

｢ＰＴＡの○○です｣ など
名前を名乗る

来週の月曜にはＰＴＡの会があって､ 木曜には案内
文が出るけれど､ それより前に連絡をとりたい｡ で
も､ 女房が名簿を無くしてしまって連絡が取れない
ので､ わかっている分だけでも教えてほしい｡

���
〇 保 護 者 → ※絶対に名前・住所・電話番号は教えないこと！
〇 児童生徒 → ※不審電話だと思ったら親に代わること！

������ ��	�
��

子どもの安全を守るには､ 家庭・学校・地域全体が防犯意識の向上をはかり､ 一体となって見守っていかな
ければなりません｡ その中でも特に大事なことは家庭での防犯教育です｡ 普段から子どもとのコミュニケーショ
ンをとりましょう｡

２年前には､ 名簿集めによる不審電話が小学生を対象に多く発生していますので､ 今後が非常に心配されま
す｡ 保護者の方に注意していただくのはもちろんのこと､ お子様にも十分気をつけるよう注意をしてあげてく
ださい｡

被害者にしないために 加害者にしないために

●公園での一人遊びはさせない
●友達と離れないよう教える

●不審者がいないか､ 周囲を見まわすように習
慣づける

●一人で遊ばないように注意する
●手を引っ張られた時など万一の場合は､ 大声
で助けを呼ぶように教える

●知らない人とは２人で乗らないようにさせる
●各階のボタンの押せる位置に壁を背にして乗
るように教える

●ドアを開ける時､ 注意し不審者がいないか安
全確認してから鍵を開けるよう習慣づける

●万引きは犯罪だということを認識させる
(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)

●いじめや暴力行為は卑怯で卑劣な行為で
あることを教える

●喫煙､ 飲酒のきっかけの多くは､ 好奇心
や友達の誘い→小学生の頃から断り方を
繰り返し訓練し､ 強い意志を身につけさ
せる

●シンナー､ 覚せい剤などの薬物乱用は､
心身に著しい害を及ぼし､ 死に至ること
もあるとさとす

● ｢ダイエット効果｣ があるなど､ 間違っ
た認識を改めさせる
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子子どどももをを被被害害者者ににししなないい！！加加害害者者ににししなないい！！たためめににはは？？？？




