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狂犬病予防注射の巡回日程と会場のお知らせ

　下表の日程で市内各所を巡回し、飼い犬の登録と狂犬病
予防注射を実施します。1頭につき登録料金は3,000円、
注射料金（注射済票交付手数料含む）は3,200円です。

●飼い犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに

●県外の動物病院等で狂犬病予防注射を接種した場合

注射会場へお越しの際のお願い
①ふんやゴミは飼い主の責任です。必ず持ち
　帰りください。
②　表示以外の会場周辺は駐車禁止です。地域
　の皆さんのご迷惑にならないようにご協力ください。
③安全確保のため、注射の際の写真撮影等はご遠慮ください。
④小型犬でもリードは必ず用意し、飼い主が管理してください。

　狂犬病予防注射済票（アルミ製骨型プレート)は交付されま
せん。注射実施時に発行される注射済証明書を生活食品課ま
たは注射会場に持参のうえ、交付手続きを行ってください。

  9：00 -   9：10

石立八幡宮

宗安寺自治会公民館

関公民館

）目丁四町上（ 園公瀬車
鏡川河畔みどりの広場

介良ふれあいセンター

相模公園

中野5号児童遊園

久重小学校（正門） 

神田公園

正蓮寺酒店前

青柳公園

城見公園
横堀公園（菜園場町）

潮見台公園

潮江西ノ丸公園
萩公園竹島公園 北浜田児童遊園
（潮江東小学校西側）

福井東町児童公園

横浜2号公園
（エーマックス横浜店東側）

福井樋ノ口公園
横内公園
横内2号公園
（JA横内直売所南90ｍ）

針木西公園
針木東団地公園

県営種崎渡船場
三里十津北市営住宅公園

浦戸診療所跡地

みづきつばさ公園
（みづき三丁目）

円行寺遊園地

一ツ橋児童遊園

高須公園（葛島三丁目）

行川学園

10：15 -10：30

一宮2号公園（トーメン団地内） 

介良横堀団地中央ロータリー

加賀野井公園
（加賀野井二丁目）

ひょうたん公園
（江ノ口小学校東側）

大谷団地児童公園（朝倉己）

サニーマート神田店
第二駐車場

北御座公園（弥右衛門ふれ
あいセンター南側）

くろしおアリーナ東
（テニスコート西側駐車場）

ホームセンターハマート
あぞの店駐車場
一宮ふれあいセンター

サンプラザ業務用食品
スーパー朝倉店

ホームセンターハマート横浜店
三里ふれあいセンター

ナンコクスーパー
長浜店駐車場

大津長瀬公園

朝倉ふれあいセンター

わんぱーくこうち駐車場

西部健康福祉センター
こうち生活協同組合コープかもべ

丸池公園

布師田ふれあいセンター

土佐神社（東側第3駐車場）

種崎公園グラウンド駐車場

横浜文化センター
（消防屯所東80m）

県立池公園(東側駐車場)

JA高知市秦米事業課
秦泉寺公園グラウンド

サニーマート土佐道路店
南駐車場

サニーマート中万々店駐車場

イオン高知旭町店
（北側第一駐車場）

JA高知市五台山支所北精米所

東部健康福祉センター

菖蒲ふれあいの里

土佐山庁舎前
桑尾公会堂

西川公会堂

高川公会堂
都積公民館

長谷橋

すみれ寮跡
網川公民館

オーベルジュ土佐山
第3駐車場

大河内花壇前
小浜（小浜老人の家前）
鏡文化ステーションRIO奥の駐車場

穴川方面（長崎/影谷と
穴川分岐/穴川集会所前橋）

大利集会所 

畠田（旧駐在所前）
狩山分岐～吉原公民館駐車場
小塩団地入り口

畑川橋
上的渕（名古瀬橋バス停）
柿ノ又（坂口分岐）

熊野神社前

梅ノ木橋

春野公民館芳原分館
春野公民館内ノ谷分館

市春野グラウンド駐車場
（春野東小学校西側）
春野公民館秋山分館
春野公民館甲殿分館
クリーンセンター西畑

（西畑排水機場隣接）
春野公民館 森山分館

春野公民館 弘岡中分館
春野公民館 弘岡上分館

春野公民館 弘岡下分館

春野公民館
（旧春野庁舎敷地北側）

平和中央公園
（春野平和団地内）

市保健所（総合あんしんセンター駐車場）

南ケ丘西集会所（南ケ丘五丁目）

  9：30 -   9：50

10：55 -11：05
11：25 -11：40
11：55 -12：10

10：10 -10：30

  9：00 -   9：40

10：45 -10：55
11：15 -11：30
11：55 -12：05
12：25 -12：40

  9：00 -   9：20

10：15 -10：35
  9：40 -   9：55

10：50 -11：00

  9：00 -   9：30

10：20 -10：40
  9：50 - 10：05

10：55 -11：10
11：30 -11：45
12：00 -12：10

  8：50 -   9：20

10：10 -10：25

  9：40 -   9：50

10：40 -10：55
11：10 -11：30

11：45 -12：0010：20 -11：10

  9：00 -   9：50

12：30 -13：00

13：35 -14：15
14：35 -15：05
  8：50 -   9：10

10：00 -10：15
  9：25 -   9：40

10：30 -10：45
11：00 -11：15

  9：30 -   9：45

10：25 -10：40
10：00 - 10：10

10：55 -11：15
11：30 -11：40

12：25 -12：40

  8：50 -   9：05

11：20 -11：35
11：50 -12：00  9：00 -   9：35

10：20 -10：45
  9：50 -   9：55

11：00 -11：15

11：30 -11：45
12：00 -12：15

10：25 -11：00
  9：00 -   9：45

12：40 -13：15
13：40 -14：10
  9：00 -   9：15

10：10 -10：25
  9：35 -  ９：50

10：40 -10：55

  9：00 -   9：15

10：15 -10：35
  9：30 -   9：45

10：55 -11：20
  9：10 -   9：15

10：00 -10：05
  9：25 -   9：30

10：30 -10：35
11：05 -11：10
11：25 -11：40
12：40 -12：45
13：00 -13：10

13：30 -13：35
13：55 -14：00
14：20 -14：30
  8：50 -   8：55
  9：10 -   9：15
  9：25 -   9：30
  9：45 -   9：55
10：05 -10：20

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

10：15 -10：20
10：40 -10：45
11：15 -11：20

11：45 -11：50
13：15 -13：25
13：40 -13：50
14：05 -14：15

10：15 -10：40

11：20 -12：00
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  9：00 -   9：25
  9：40 - 10：00

●日程表をご確認のうえ、注射会場にお越しください。日程が合わない場合は、動物病院を受診ください。

高知けいりん 
開設70周年記念競輪！

　ことしは高知けいりん開設70周年！ 景品が当たるラッキーカードとお菓子の
先着プレゼント、地元選手OB予想会、ケイリンシミュレーション、巨大段ボール
迷路、ジャンボ射的など、激闘とイベント盛りだくさんの4日間をお見逃しなく！

その他イベントについて詳
しくは、高知けいりんホー
ムページをご覧ください▶︎

4/ 2㈭

4/ 4㈯ →5㈰

4/ 4㈯

4/ 5㈰

4/ 3㈮

4月2日㈭ ～30日㈭
18時半～20時 

場所 定員本庁舎1階 多目的室 20人

　申し込みは、3月18日㈬までに、はがき・FAX・電子
メールのいずれかで、郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・
電話番号・電子メールアドレス（ある方のみ）・件名「イ
ンドネシア語講座 初級コース」を明記してください。

※応募者多数の場合は抽選。受講通知は3月25日㈬ごろ発送。

受講料無料

B 公営事業課 ☎833-2657 

AB 総務課国際平和・ 文化担当 ☎︎823-9955、          
〒780-8571 高知市本町5-1-45、FAX 824-6930、

kc-050200@city.kochi.lg.jp

　高知を代表する郷土料理「皿鉢料理」をはじめ、活け造り
や中華・西洋料理を一堂に展示。職人たちが丹精込めて作り
上げた作品からは、繊細さとダイナミックさが感じられます。
ぜひお越しください。

大橋通り商店街　ほか場所

日時 3月8日㈰10時～16時

B 生活食品課 ☎822-0588 

B 南国土佐皿鉢まつり実施運営委員会 ☎823-4016

限定300食！

無料！
イベント情報

日時 毎週木曜日（全5回）  

　昨年8月に来高したインドネシアの国際交流員アディ・ケ
ルタ・ラハユ（アユ）さんがインドネシア語講座を開催します。
初心者向けのコースなので、初めて勉強する方、インドネシ
ア語に興味がある方も大歓迎です。ぜひご参加ください。「食の輪」

ことしのテーマは

第52回南国土佐皿鉢祭 インドネシア語講座に
参加しませんか

元競輪選手
後閑信一トークショー

競輪選手会高知支部
チャリティーオークション

大橋ヒカル（B'ず軍団）
ものまねライブ S

サ ン ド イ ッ チ

andwich P
パ ー ラ ー
arlour 
ライブ とらっくよさこい

よさこい演舞

りりこち・りん
　　　　　ライブ

伝説のマグロ船団
　　マグロ解体ショー&ふるまい

ツーライス 
　お笑いライブ

伝説の
グルメフェスタ
　人気の名物グルメから、地域
のお宝グ
ルメまで、
伝説級の
お店が多
数出店！


