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平成30年度狂犬病予防集合注射を実施します平成30年度狂犬病予防集合注射を実施します
市では、4月から5月にかけて集合注射を下表のとおり実施します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
また、注射会場では、犬の登録も行っています。未登録の犬は、注射にあわせて登録手続きをしてください。
（犬の登録と年１回の狂犬病予防注射の接種は、狂犬病予防法で義務付けられています。）

【持ってくるもの】
●ハガキ（４月20日（金）までに郵送します。）
●登録済みの場合：１頭につき、予防注射等料金３，０００円
　（注射料金２，４５０円・注射済票交付手数料５５０円）
●新規に登録する場合：１頭につき６，０００円（登録料３，０００円・予防注射等料金３，０００円）

【お願い】
★犬のふんは、必ず持ち帰りましょう。（ふんを持ち帰る道具を携行してください。）
★犬の体調によっては、注射が受けられない場合もあります。
★犬の咬傷（こうしょう）事故は飼い主の責任です。必ず、犬の管理ができる方が連れてきてください。

狂犬病予防注射は、どこの会場でも
接種することができます。
この日程で受けられない場合は、動
物病院で受けてください。 

狂犬病予防注射は、どこの会場でも
接種することができます。
この日程で受けられない場合は、動
物病院で受けてください。 
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４月２1日(土)　出雲①
四絡コミュニティセンター
砂子田公会堂
高松コミュニティセンター
JAしまね荒茅支店
長浜コミュニティセンター
JAしまね外園店
４月２２日（日）　出雲②
神西コミュニティセンター
神門コミュニティセンター（西側駐車場）
朱鷺会館
古志コミュニティセンター（南広場）
鐘築ふれあい会館
稗原交流センター
船津交流館
上津コミュニティセンター
４月２８日（土）　出雲③
市役所本庁（第２駐車場）
県合同庁舎東側駐車場
大津コミュニティセンター（東側駐車場）
今市コミュニティセンター
塩冶コミュニティセンター
朝山コミュニティセンター
出雲市南部福祉センター
乙立コミュニティセンター
５月１９日（土）　出雲④・大社
川跡コミュニティセンター
鳶巣コミュニティセンター
高浜コミュニティセンター
遙堪コミュニティセンター
荒木コミュニティセンター
大社健康福祉センター（燦プラザたいしゃ）
大社コミュニティセンター
日御碕コミュニティセンター
鷺浦会館
ほっとうたほ
５月１２日（土）　斐川
斐川農村ふれあいセンター
荘原コミュニティセンター
出東コミュニティセンター
久木コミュニティセンター
直江コミュニティセンター
伊波野コミュニティセンター
出西コミュニティセンター
阿宮コミュニティセンター

8:30～  8:55
9:10～  9:20
9:35～10:00
10:15～10:30
10:45～11:10
11:25～11:40

8:30～  8:55
9:10～  9:30
9:40～  9:50
10:00～10:20
10:40～10:50
11:00～11:15
11:30～11:40
11:50～12:00

8:30～  9:00
9:10～  9:25
9:40～10:10
10:20～10:35
10:50～11:15
11:35～11:45
11:55～12:00
12:10～12:20

8:30～  8:50
9:00～  9:15
9:30～  9:50
10:00～10:15
10:30～11:05
11:15～11:25
11:35～11:50
12:10～12:15
12:40～12:45
12:55～13:00

8:30～  9:30
9:40～10:05
10:15～10:35
10:50～11:05
11:15～11:25
11:40～12:00
12:15～12:35
12:50～13:00

５月１３日（日）　湖陵・多伎
旧湖陵南幼稚園
市役所湖陵支所
差海公民館
湖陵体育センター
多伎勤労者体育センター
多岐会館
小田町会館
多伎健康増進センター
奥田儀センター
５月２０日（日）　平田①
島村中正会場
JAしまね灘分支店
市役所平田支所前駐車場
久多美コミュニティセンター
檜山コミュ二ティセンター
東コミュニティセンター
元坂下車庫
伊野コミュニティセンター
畑ケ中集会所
５月２６日（土）　平田②
国富コミュニティセンター
西田コミュニティセンター
鰐淵コミュニティセンター
JFしまね平田支所（十六島町）
塩津診療所
三津水産センター
旧佐香コミュニティセンター
坂浦漁村センター
西地合バス停前
５月２７日（日）　佐田
市役所佐田支所
あさかぜ会館
須佐コミュニティ消防センター
原田公民館
大呂交流会館
高西公民館
西山中コミュニティ消防センター
大山停留所
吉野公民館
橋波ふるさと館
中央上生活改善センター
石場公民館
下佐津目公民館
錦公民館
窪田コミュニティセンター
川北上公民館

8:30～  8:50
9:00～  9:05
9:15～  9:25
9:35～  9:45
9:55～10:05
10:15～10:20
10:25～10:35
10:50～10:55
11:10～11:20

8:30～  8:35
8:45～  9:15
9:25～  9:55
10:05～10:35
10:50～11:10
11:25～11:45
11:55～12:00
12:10～12:25
12:35～12:45

8:30～  8:50
9:05～  9:30
9:45～  9:55
10:05～10:15
10:40～10:45
11:05～11:15
11:30～11:35
11:50～11:55
12:10～12:15

8:15～  8:20
8:40～  8:50
9:00～  9:10
9:20～  9:30
9:45～10:00
10:10～10:20
10:30～10:35
10:45～10:50
11:00～11:05
11:20～11:30
11:40～11:50
12:00～12:05
12:20～12:25
12:35～12:40
12:50～12:55
13:00～13:05

おたずね／環境政策課 ☎２１－６５３５
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こんな相談がよせられています
「仕事に行かず、家でゲームばかりしていて、部屋にこもりがちになり、
  翌朝なかなか起きてこない。」
「仕事で失敗して家にひきこもるようになってしまった。」
「本人の気持ちがわからない。」

ひとりで悩まないで !!ひとりで悩まないで !!
子ども・若者支援センターに

ご相談ください
子ども・若者支援センターに

ご相談ください

　センターでは、子ども・若者の社会参
加や自立を図るため、文化・スポーツ、
学習、農業などの体験活動に取り組ん
でいます。これらの体験の場の提供や、
いっしょに活動していただけるボラン
ティア（個人・法人・団体）を募集してい
ます。みなさまからの、ご連絡をお待ち
しています。

おたずね／出雲市子ども・若者支援センター  出雲市今市町北本町１－７（出雲勤労青少年ホーム１階）

☎０１２０－８４－７８６７ 相談時間 月～金曜日 / 8：30～17：00ヤッホー     ナ   ヤ   ム   ナ

　ニート・ひきこもり・不登校となる要因はそれぞれ異なり、一つとして
同じ状況はありません。センターでは、本人や家族とゆっくり面談し、必
要に応じて各種体験活動を取り入れ、相談に対応するようにしていま
す。
　相談にあたっては、本人はもとより、家族に対しても当事者が安全安
心に過ごせる家庭環境の大切さや家族の接し方等本人の状況にあわせ
てアドバイスを行っていきます。

　このようにさまざまな相談や体験活動をとおして、悩みごとや心配ごとの解決をいっしょに
めざしていきます。

※土曜日は事前予約の面接相談のみ。
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　出雲市子ども・若者支援センターは、ニート、ひきこもり、不登校、問題行動といった子ど
もや若者、その家族が抱えるさまざまな悩みについて、相談や支援を行う相談窓口です。
　子どもに関する相談だけでなく三十歳代までの若者や、その家族からの相談に応じてい
ます。

　出雲市子ども・若者支援センターは、ニート、ひきこもり、不登校、問題行動といった子ど
もや若者、その家族が抱えるさまざまな悩みについて、相談や支援を行う相談窓口です。
　子どもに関する相談だけでなく三十歳代までの若者や、その家族からの相談に応じてい
ます。

ボランティア募集体 験 活 動


