
５月11日㊊
田の沢～茶屋場～四日市～江刈

消防分署となり広場 9:30 ～ 9:40

茶屋場自治会館 9:45 ～ 9:55

四日市コミュニティセンター 10:00 ～ 10:05

山伸水道事業所前 10:10 ～ 10:20

リサイクルセンター前 10:25 ～ 10:30

下上義光さん宅 10:35 ～ 10:45

大沢口橋 10:50 ～ 11:00

寺田公民館前 11:05 ～ 11:15

元江刈支所 11:20 ～ 11:35

泉田公民館 11:40 ～ 11:45

栗山集乳所 11:50 ～ 11:55

五日市生活改善センタ－ 13:00 ～ 13:05

山岸・公園前 13:10 ～ 13:15

日渡橋 13:20 ～ 13:30

車門公民館 13:35 ～ 13:40

西里バス停 13:45 ～ 13:50

遠矢場林業研修センタ－ 13:55 ～ 14:00

小屋瀬口バス停 14:05 ～ 14:10

旧馬淵小学校 14:15 ～ 14:20

馬淵農村婦人の家 14:25 ～ 14:35

狂犬病予防巡回注射を実施します
　狂犬病は犬だけでなく人に
も感染し、現在も全世界で数
万人の命を奪っている恐ろし
い病気です。もし、国内に狂
犬病が侵入しても、犬が予防
注射を受けていれば、感染は
広がることはありません。犬
も人も安心して暮らせるよう、
必ず犬に予防注射を受けさせ
ましょう。

５月14日㊍
江刈川～星野～浦子内～上外川～塚森
平庭自工前 9:30 ～ 9:40

江刈川橋 9:45 ～ 9:50

星野勝秋さん宅 10:00 ～ 10:05

上鍋倉バス停 10:10 ～ 10:15

下鍋倉バス停 10:20 ～ 10:30

鷹ノ巣公民館 10:35 ～ 10:40

馬場正美さん宅 10:45 ～ 10:55

星野生活改善センター 11:00 ～ 11:05

八幡勝幸さん宅 11:10 ～ 11:15

中村哲雄さん宅 12:50 ～ 12:55

森と風のがっこう 13:35 ～ 13:40

山中博道さん宅 13:45 ～ 13:50

外山利文さん宅 13:55 ～ 14:00

髙山清吉さん宅 14:05 ～ 14:10

千葉一博さん宅  14:25 ～ 14:30

鈴木賀津雄さん宅 14:45 ～ 14:50

鈴木鉄雄さん宅 14:55 ～ 15:00

外村広さん宅 15:05 ～ 15:10

５月12日㊋
田代～小屋瀬～元木～土谷川～吉ヶ沢
五葉窪バス停 9:30 ～ 9:35

黒森橋 9:40 ～ 9:45

九蔵坂バス停 9:50 ～ 9:55

旧農協小屋瀬支所  10:00 ～ 10:15

北陽重機前 10:20 ～ 10:25

志民沢バス停 10:30 ～ 10:40

元木バス停 10:45 ～ 10:55

吉田ツタさん宅 11:00 ～ 11:05

土谷川生活改善センタ－ 11:10 ～ 11:20

山本與八さん宅 11:25 ～ 11:30

瀧藤範さん宅 12:50 ～ 12:55

椛ノ木バス停 13:00 ～ 13:05

東舘光夫さん宅 13:10 ～ 13:15

西舘藤則さん宅 13:20 ～ 13:25

千葉正一郎さん宅 13:35 ～ 13:40

中家重夫さん宅 13:50 ～ 13:55

芳田馨さん宅 14:00 ～ 14:05

葛巻病院前堤防① 14:45 ～ 15:00

５月15日㊎
平船～小田～田野～冬部～田代～田子
抱石バス停 9:00 ～ 9:05

平船橋 9:10 ～ 9:15

古川戸橋 9:20 ～ 9:25

安孫沢入口 9:30 ～ 9:35

第６分団屯所 9:40 ～ 9:45

坂待屋橋 9:50 ～ 9:55

田野構造改善センタ－ 10:00 ～ 10:05

馬渕橋 10:10 ～ 10:15

前里橋 10:20 ～ 10:25

名前端バス停 10:30 ～ 10:35

旧冬部小中学校 10:40 ～ 10:45

冬部生活改善センター 10:50 ～ 10:55

田屋橋 11:00 ～ 11:05

小倉商店前 11:10 ～ 11:15

田代コミュニティセンタ－ 11:35 ～ 11:40

給食センタ－前バス停 11:45 ～ 11:50

田子ふれあいセンター 11:55 ～ 12:00

葛巻病院前堤防② 12:05 ～ 12:20

あなたの飼い犬に愛情と責任を

犬の登録と狂犬病予防注射に
ついて詳しくは、４月中に回
覧するチラシをご覧ください。
　　問農林環境エネルギー課 
　　　☎66-2111 内線143

当日の持ち物

▼通知はがき（４月下旬発送）

▼飼い犬手帳

▼接種料金 3,100円（新規登録
の場合はこのほかに3,000円）

注意事項

▼ 当日は、犬を抑えられる人が
　連れてきてください。

▼巡回会場で受けることができ
　ない場合は、　指定獣医師のと
　ころで受けてください。往診
　の場合は、往診料金が加算さ
　れます。
※狂犬病予防注射指定獣医師
　村木高史 獣医師（五日市）
　☎68-2025
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マイマイガ大量発生の抑制を ごみの野外焼却は禁止
　昨年、マイマイガが山沿いの木などに多く確認され、
今年は大量発生する恐れがあります。４月中に、住宅
の軒下や周辺の樹木などに卵塊がないか確認し、かき
取りましょう。
　マイマイガの発生を抑制するためには、「卵塊」ま
たは「幼虫」の時期での駆除が最も効果的とされてい
ます。卵塊が壁などに張り付いた状態でふ化する前の
この時期に、できるだけ駆除しましょう。
　作業の際は、目や鼻、口に入らないよう、ゴーグル・
マスクなどを着用し、用具を使用する場合は、卵塊が
付着している壁などを傷つけないようご注意ください。

問農林環境エネルギー課 ☎66-2111 内線143

　庭先や畑などでのごみの焼却は、一部の例外を除き
禁止されています。（例外＝松くい虫の被害伐採木の
焼却、キャンプファイヤー、木の葉・枝などの焼却など）
　なお、家庭ごみ、事業所ごみ、廃プラスチック・ラッ
プ類、ゴムくずなどのごみの野外焼却は、一切認めら
れません。
　例外として野外焼却が認められている場合でも、む
やみに焼却して良いというわけではありません。春先
は空気が乾燥しているため、山火事につながる恐れも
ありますし、煙や臭いが周囲の迷惑にならないようご
注意ください。

問農林環境エネルギー課 ☎66-2111 内線143

■日時　５月１日(金) 午後５時40分～午後８時
 　　　　　　　　　  （開場  午後５時）
■会場　社会体育館
■出演　伍代夏子、山内惠介
■司会　三好正人アナウンサー
■観覧申し込み　入場は無料ですが、事前の申し
　込みが必要です。観覧を希望する方は往復ハガ
　キの「往信用裏面」に郵便番号、住所、名前、
　電話番号、　「返信用表面」に郵便番号、住所、
　名前を明記してお申し込みください。
　《あて先》〒028-5495（住所不要）
　　　　　　  葛巻町役場 総務企画課
　　　　　　　「ふるさと自慢うた自慢」係
　《締め切り》４月13日(月) ＝必着＝

観覧者募集 ＝往復ハガキで申し込みを＝

葛巻町60周年記念
「ふるさと自慢うた自慢」
ＮＨＫラジオ公開収録

　町とＮＨＫ盛岡放送局は、葛巻町60周年を記
念してラジオ第一の番組「ふるさと自慢うた自慢」
の公開収録を行います。
　この番組は、ゲスト歌手をリーダーとする地域
の男性・女性グループが対抗でふるさとの自慢と
歌を競うステージショーです。ゲスト歌手のス
テージもたっぷりとお楽しみいただけます。
　観覧希望者は、次の要領でお申し込みください。

5月1日㊎ 社会体育館で開催

㊟応募多数の場合は抽選の上、当選の方には入場
　整理券（１枚で２人入場可）を、落選の方には
　落選通知を、４月20日(月)に発送する予定です。
㊟１歳以上の子どもから人数に含みます。
㊟インターネットオークションなどでの転売を目
　的としたお申し込みは固くお断りします。なお、
　売買を目的としたお申し込みであると判明した
　場合には、抽選対象外とします。
■放送予定（ラジオ第一・全国放送）
　５月30日(土)、 ６月６日(土) 
　両日とも午後４時５分～４時55分
■問い合わせ先
　ＮＨＫ盛岡放送局 ☎019-626-8811
　総務企画課 ☎66-2111 内線230
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