
 

集落名 実　　施　　場　　所 集落名 実　　施　　場　　所 集落名 実　　施　　場　　所

8:40 ～ 8:45 長尾 長尾公民館前 8:40 ～ 8:50 大願寺 智頭線高架下 8:35 ～ 8:40 吉福 三宝荒神社前

8:50 ～ 8:55 本位田乙 本位田乙クラブ前 8:50 ～ 8:55 円応寺 円応寺クラブ前 8:40 ～ 8:45 西山 西山会館前

9:00 ～ 9:00 福沢 大向バス停前 8:55 ～ 8:55 円応寺 佐用ゴルフ場入口 8:50 ～ 8:50 山田 山田クラブ前

9:00 ～ 9:05 福沢 福沢クラブ前 9:05 ～ 9:10 平福 ＪＡ平福支店前 8:55 ～ 9:05 南中山 景山典明さん宅前三叉路

9:10 ～ 9:10 西河内 西河内クラブ前 9:10 9:20 平福 平福郷土館前 9:00 ～ 9:00 来見 高見重樹さん宅前

9:10 ～ 9:15 乙大木谷 道満塚入口待避所 9:25 ～ 9:30 庵 庵ポンプ庫前 9:10 ～ 9:15 福吉 福吉公民館前

9:15 ～ 9:20 田和 福田進さん宅前三叉路 9:35 ～ 9:40 庵 小和田イチバヤ前 9:20 ～ 9:20 金子 東洋建工前三叉路

9:25 ～ 9:30 桜山 永井隆さん宅前三叉路 9:45 ～ 9:50 桑野 桑野クラブ前 9:20 ～ 9:25 才金 妹尾康さん宅前

9:30 ～ 9:35 桜山 入田登志子さん宅前 9:55 ～ 10:00 海内 旧ＪＡ桑野出張所前 9:25 ～ 9:35 才金 森口治さん宅前

9:40 ～ 9:45 甲大木谷 甲大木谷公民館前 10:05 ～ 10:10 海内 海内クラブ前 9:45 ～ 9:50 本郷 寺の下橋東詰め

9:50 ～ 9:55 淀 淀クラブ前 10:20 ～ 10:25 上三河 三河基幹集落センター前 9:50 ～ 9:55 大垣内 大垣内クラブ前

10:00 ～ 10:05 平谷 平谷クラブ前 10:30 ～ 10:35 河崎 河崎クラブ前 10:00 ～ 10:05 大垣内 石堂則本さん宅前

10:10 ～ 10:20 大畠 大畠クラブ前 10:40 ～ 10:40 河崎 久保田バス停 10:10 ～ 10:15 皆田 片山弥生さん宅前

10:10 ～ 10:15 末包 末包クラブ前 10:45 ～ 10:50 船越 船越公民館前 10:25 ～ 10:;30 福吉 旧ＪＡ幕山支店前

10:20 ～ 10:25 東中山 東中山バス回転所 11:00 ～ 11:05 中三河 中三河公民館前 10:35 ～ 10:40 金屋 峠橋東詰め

10:35 ～ 10:40 豊福 江川ふれあいホール裏 11:05 ～ 11:10 下三河 下三河公民館前 10:40 ～ 10:45 金屋 垣の内橋東詰め

10:45 ～ 10:50 仁方 仁方バス停前 11:15 ～ 11:15 西下野 青木クラブ前 10:50 ～ 10:55 上上月 文化会館前駐車場

11:00 ～ 11:10 本位田甲 本位田甲構造改善センター前 11:20 ～ 11:20 西下野 旧西下野公民館前 11:00 ～ 11:05 早瀬2 撫倉橋

11:15 ～ 11:20 口金近 口金近クラブ前 11:30 ～ 11:40 漆野 漆野公民館前 11:05 ～ 11:15 早瀬１ 早瀬集会所前

11:25 ～ 11:30 奥金近 奥金近クラブ前 11:40 ～ 11:40 西徳久 隈見公民館前 11:25 ～ 11:30 山脇 山脇公民館前

11:35 ～ 11:40 口長谷 塩谷集会所前 11:45 ～ 11:50 平松 平松生活改善センター前 11:35 ～ 11:40 真盛 真盛地区構造改善センター前

11:45 ～ 11:50 宗行 宗行営農センター前 11:55 ～ 11:55 東徳久 殿崎クラブ前 11:45 ～ 11:50 大坪 坂井商店前　智頭線高架下

13:20 ～ 13:25 延吉 新田坂入口 11:55 ～ 11:55 西徳久 西徳久クラブ前 13:30 ～ 13:35 仁位 見土路集会所前

13:25 ～ 13:30 延吉 延吉クラブ前 13:05 ～ 13:10 下徳久 太田井集会所前 13:40 ～ 13:45 円光寺 円光寺公民館前

13:35 ～ 13:40 峠 峠クラブ前 13:15 ～ 13:20 西徳久 得平勉正さん宅前 13:50 ～ 14:00 久崎 老人福祉センター前

13:50 ～ 13:55 中土居 中土居クラブ前 13:20 ～ 13:25 東徳久 東徳久大橋 14:05 ～ 14:10 家内 家内公民館前

14:00 ～ 14:05 下石井 大船部落会館前 13:30 ～ 13:35 東徳久 保井クラブ前 14:15 ～ 14:20 小赤松 小赤松公民館前

14:10 ～ 14:15 青木 碧木部落集会所前 13:35 ～ 13:40 東徳久 矢能クラブ前 14:25 ～ 14:30 大酒 馬島靖昌さん宅向かい駐車場

14:20 ～ 14:30 上石井 ゆう・あい・いしい前 13:45 13:50 林崎 林崎コミュニティセンター前 14:30 ～ 14:35 大酒 池田商店裏

14:45 ～ 14:45 奥海 奥海クラブ前 14:00 ～ 14:05 下徳久 下徳久町営住宅前 14:45 ～ 14:50 櫛田 矢野博文さん宅前

15:05 ～ 15:10 上町ほか 大イチョウ公園前 14:10 ～ 14:10 多賀 菰田公民館前 14:55 ～ 15:00 櫛田 櫛田公民館前

15:15 ～ 15:20 佐用町役場（保健センター前） 14:20 ～ 14:20 多賀 西ノ谷橋 15:05 ～ 15:10 櫛田 平井章彦さん宅前

14:20 ～ 14:25 多賀 上々クラブ前 15:15 ～ 15:20 櫛田 石井クラブ前

14:25 ～ 14:35 多賀 多賀生活改善センター前

集落名 実　　施　　場　　所 14:35 ～ 14:35 中島 如来田クラブ前

8:40 ～ 8:45 新宿 旧ＪＡ大広支店前 14:40 ～ 14:45 中島 那手公民館前

8:50 ～ 8:55 西市 薬師堂前 14:50 ～ 14:50 中島 坂田クラブ前

8:55 ～ 9:00 乃井野 小林邦彦さん宅前（町営住宅下） 14:55 ～ 15:00 小山 小山コミュニティセンター前

9:00 ～ 9:05 乃井野 乃井野ポンプ庫前 15:05 ～ 15:10 米田 米田クラブ前

9:10 ～ 9:10 徳平 徳平クラブ前 15:15 ～ 15:20 安川 安川生活改善センター前

9:15 ～ 9:20 春哉 最明寺入り口前

9:25 ～ 9:25 志文 志文ポンプ庫前

9:30 ～ 9:35 志文 乃坂橋（けんこうの里入口） 集落名 実　　施　　場　　所

9:40 ～ 9:40 真宗 中野橋（資源ステーション） 8:35 ～ 8:40 力万 いこいの里西ノ庄ひろば

9:45 ～ 9:45 真宗 真宗クラブ前 8:45 ～ 8:45 須安 須安公民館前

9:50 ～ 10:00 真宗 上真宗集会所前 8:50 ～ 8:55 宇根 梶原清治さん宅前三叉路

10:20 ～ 10:25 東本郷 仁増ポンプ庫前 9:00 ～ 9:05 須安 広畑幸己さん宅前

10:30 ～ 10:30 東本郷 鎌倉クラブ前 9:15 ～ 9:15 樫ヶ渕 樫ヶ渕クラブ前

10:30 ～ 10:35 東本郷 添谷クラブ前 9:20 ～ 9:20 越田和 越田和公民館前

10:40 ～ 10:50 東本郷 大内谷ポンプ庫前 9:25 ～ 9:25 久木原 久本和夫さん宅前

10:55 ～ 11:00 東本郷 中村クラブ前 9:25 ～ 9:30 判官 判官橋東詰め

11:10 ～ 11:15 湯小 折口橋 9:35 ～ 9:40 稗田 旧稗田公民館前

11:15 ～ 11:20 湯小 湯小公民館前 9:50 ～ 9:55 小日山 小日山集会所前

11:20 ～ 11:25 茶屋 福仙寺前 10:15 ～ 10:20 西新宿 西新宿公民館前

11:30 ～ 11:35 三日月 三日月クラブ前 10:35 ～ 10:40 上秋里 山田弘道さん宅前三叉路

11:35 ～ 11:35 三日月 谷口アイ子さん宅前（能谷） 10:45 ～ 10:50 下秋里 下秋里公民館前

11:40 ～ 11:45 三日月 祇園橋東詰め 11:00 ～ 11:05 下上月 下上月集会所前

11:50 ～ 11:55 茶屋 三日月支所前 11:05 ～ 11:10 中上月 大谷一雄さん宅前四つ角

13:20 ～ 13:25 土井 土井公民館前 11:15 ～ 11:20 中上月 中上月公民館前

13:30 ～ 13:30 宝蔵寺 宝蔵寺公民館前

13:35 ～ 13:40 島脇 島脇クラブ前

13:45 ～ 13:50 久保 久保クラブ前

13:55 ～ 14:05 広山 広山グランド

14:05 ～ 14:10 弦谷
清水輝幸さん宅前（資源ステーション裏）

14:20 ～ 14:25 南広 三原クラブ前 8:45 ～ 8:50

14:30 ～ 14:40 南広 ぶどうセンター前 9:00 ～ 9:10

14:35 ～ 14:35 南広 西大畑クラブ前 9:20 ～ 9:30

15:00 ～ 15:10 下徳久 南光支所前 9:55 ～ 10:05

10:15 ～ 10:25

10:45 ～ 10:50

11:10 ～ 11:15

11:30 ～ 11:35

11:55 ～ 12:00

三河基幹集落センター前

平福体育館前

江川地区文化センター前

佐用町役場前

　どい動物病院　龍野エルザ（たつの市）

　香寺エルザ動物病院（姫路市）

　加西レオ動物病院（加西市）

南光支所前

４月１０日（月）

実　　施　　場　　所

幕山地区センター前

上月文化会館前

久崎地区センター前

三日月支所前

　赤穂動物病院（赤穂市）　　　　　0791-42-9315

　なかおか動物病院（赤穂市）　　　0791-42-9788

　ｸﾞﾘｰﾝ･ﾌｫﾚｽﾄ動物病院（太子町）　 079-277-6914

４月９日（日）

実　施　時　刻

☆日曜日の 狂犬病予防注射のお知らせ☆日曜日の 狂犬病予防注射のお知らせ☆日曜日の 狂犬病予防注射のお知らせ☆日曜日の 狂犬病予防注射のお知らせ

株式会社エルザクライス

　エルザ動物医療センター（姫路市）

　姫路エルザ動物病院（姫路市）

西播狂犬病予防獣医師会加盟動物病院

　さよう動物病院（佐用町）　　　　0790-82-0014

　上郡動物病院（上郡町）　　　　　0791-52-3300

　上月動物病院（たつの市）　　　　0791-62-2180

　寺田動物病院（たつの市）　　　　0791-63-3252

　とべ動物病院（相生市）　　　　　0791-22-2387

　揖保川動物病院（たつの市）　　　0791-72-3744

　ふくしま動物病院（たつの市）　　0791-63-2343

平成２９年度　犬の登録および狂犬病予防注射日程平成２９年度　犬の登録および狂犬病予防注射日程平成２９年度　犬の登録および狂犬病予防注射日程平成２９年度　犬の登録および狂犬病予防注射日程

実　施　時　刻 実　施　時　刻 実　施　時　刻

４月１１日（火） 集落等関係なく、どの会場でも注射を受集落等関係なく、どの会場でも注射を受集落等関係なく、どの会場でも注射を受集落等関係なく、どの会場でも注射を受

けることができます。けることができます。けることができます。けることができます。

都合のよい会場をご利用ください。都合のよい会場をご利用ください。都合のよい会場をご利用ください。都合のよい会場をご利用ください。

昨年度と時間･場所･順番が変更になっている会昨年度と時間･場所･順番が変更になっている会昨年度と時間･場所･順番が変更になっている会昨年度と時間･場所･順番が変更になっている会

場があります。ご注意ください。場があります。ご注意ください。場があります。ご注意ください。場があります。ご注意ください。

この日程で注射が受けられない場合は、お近くの動

物病院で狂犬病予防接種を受けてください。

下記病院で注射されますと手続きを病院で済ますこ

とができます。それ以外の病院で注射された場合

は、狂犬病予防注射済証が発行されますので、それ

をもって役場までお越しください。狂犬病予防注射済

票を発行いたします。

（発行手数料５５０円が必要となります。）

４月１２日（水）

４月６日（木） ４月７日（金）

実　施　時　刻

実　施　時　刻

　篠田動物病院（宍粟市）　　　　　0790-62-6823

　前田獣医科医院（たつの市）　　　0791-75-0084


