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所在地 会場 時間
４月12日㈭
下ノ橋町 新渡戸緑地 ９：00～９：20
仙北二 虚空蔵堂境内 ９：30～９：40
西仙北一 青物町公民館 ９：50～９：55
仙北二 仙北地区活動センター 10：10～10：20
南仙北二 小鷹公民館 10：30～10：40
向中野字幅 鶴子公民館 10：50～10：55
向中野字道明 道明公民館 11：05～11：15
向中野二 向中野公民館 11：25～11：45
本宮四 本宮第一町内会自治公民館 11：55～12：10
４月13日㈮
前潟四 土淵地区活動センター ９：20～９：35
繫字尾入野 尾入公民館 10：00～10：05
繫字北久保 北ノ浦公民館 10：20～10：25
猪去外久保 猪去振興センター 10：40～10：50
上太田細工 けやき荘 11：00～11：25
４月16日㈪
中太田深持 太田地区活動センター ９：10～９：40
中太田屋敷田 東北公営企業駐車場 ９：50～９：55
中太田新田 太田松原児童公園前 10：05～10：15

下太田田端 太田地区第二コミュニティ
消防センター 10：25～10：35

本宮字鬼柳 大宮町内会公民館 10：50～11：00
本宮字上越場 越場公民館 11：10～11：20
下飯岡２ 内村公民館 11：30～11：35
下鹿妻字下通 下鹿妻公民館 11：40～11：50
北飯岡二 河北公民館 11：55～12：00
４月17日㈫
上鹿妻天沼 上鹿妻公民館 ９：10～９：20
上飯岡22 前野公民館 ９：25～９：45
上飯岡15 上飯岡公民館 ９：50～10：05
羽場１ 上羽場公民館 10：15～10：25
上飯岡２ 油田公民館 10：35～10：45
羽場14 中羽場公民館 10：55～11：05
羽場12 下羽場公民館 11：15～11：20

下飯岡８ 飯岡農業構造改善センター
（飯岡出張所隣） 11：30～11：40

４月19日㈭
夕顔瀬町 橋市道場前 ９：00～９：10
境田町 境田町公民館 ９：20～９：30
中屋敷町 中屋敷町公民館 ９：40～９：50
北天昌寺町 西厨川老人福祉センター 10：05～10：20
大館町 大館町公民館 10：35～10：50
中堤町 中堤町公民館 11：00～11：10
大新町 大新町公民館 11：20～11：30
前九年二 前九年公民館 11：40～11：45

４月21日㈯
上堂一 マッハランド駐車場（時遊館前） ９：00～９：30
本宮五 盛岡タカヤアリーナ駐車場 10：00～10：25
湯沢東一 Ａコープ湯沢店 10：55～11：25
津志田14 都南地区保健センター 11：55～12：10
４月24日㈫
大ケ生11 上大ケ生公民館 ９：30～９：50
乙部20 下大ケ生公民館 10：00～10：10
乙部17 藤原商店前駐車場 10：20～10：25
乙部29 石倉公民館 10：30～10：40
乙部31 寺ノ下公民館 10：45～10：55
乙部６ 乙部地区公民館 11：05～11：25
門一 門公民館 11：40～11：50
４月27日㈮
津志田27 津志田16区東公民館 ９：10～９：15
三本柳５ 吉田芳彦さん宅（㈲ユウジ） 9：25～9：30
三本柳12 ＪＡいわて中央見前支所集荷場 ９：45～10：05
東見前４ 見前町公民館 10：15～10：25
西見前13 世代交流センター 10：35～10：45
西見前17 上通公民館 10：50～10：55
津志田中央二 見前地区公民館 11：10～11：20

津志田町一 ビッグハウス川久保店
（岩鋳側駐車場） 11：30～11：45

５月７日㈪
手代森９ 新山公民館 ９：10～９：20
手代森13 沢目公民館 9：30～9：35
手代森14 手代森ニュータウン公民館 ９：45～９：55
手代森20 下通公民館 10：05～10：10
手代森19 大沢公民館 10：25～10：35
黒川７ 峰崎公民館 10：45～10：55
黒川11 黒川公民館 11：00～11：10
黒川22 たもり乙部店 11：20～11：35
５月８日㈫
名須川町 仁王児童センター ９：10～９：25
材木町 材木町児童公園 ９：40～９：45
高松一 高松の池口広場（高松公園）10：00～10：25

北山二 北山公民館 10：35～10：40
三ツ割住民センター 10：50～10：55

三ツ割四 三ツ割公民館 11：05～11：15
山岸六 名乗公民館 11：25～11：30
５月10日㈭
砂子沢７ 原沢バス転回所 ９：20～９：25
砂子沢６ 元小笠原商店前 ９：35～９：40

根田茂５ 根田茂地区コミュニティ消
防センター ９：50～９：55

簗川２ 飛鳥停留所 10：10～10：15
川目２ 大平カルさん宅 10：35～10：45

川目４ 川目上地域学習センター 10：50～10：55
吉田浩二さん宅 11：00～11：05

川目３ 佐々木喜代治さん宅 11：10～11：15
川目５ 県北バス回転場 11：25～11：30
川目12 たたら山公民館 11：45～11：55

表１　動物病院の一覧

表２　集合注射会場と日程

　「しつけ」として愛犬にまず覚えさせるのは、
「お手」「お座り」「伏せ」という人が多いかもし
れません。しかし、人と犬が共に暮らす上で本当に
必要な「しつけ」とは何でしょうか？　犬とその飼
い主だけでなく、みんなが暮らしやすいまちづく
りにつながるマナーについて、考えてみませんか。
【問】市保健所生活衛生課☎603-8311

集合注射会場と日程は９ページに続きます

　犬本来の習性が「問題行動」に

　吠える、かむ、追いかけるなどの行動は
犬がもともと持っている習性ですが、人と
の生活の中では「問題行動」となることも。
飼い主が、してほしくない、困ると思う行
動は、やめるよう教えなければいけません。
家以外の場所で周囲の迷惑にならないよう
に行動させることも、必要なマナーです。

問題行動の例
□トイレ以外に排せつする
□人に跳び付く。かみ付く
□むやみに吠える
□散歩のとき、強くリードを引っ張る　

５月11日㈮
緑が丘三 緑が丘児童センター ９：00～９：15
黒石野二 緑が丘地区活動センター ９：25～９：35
西松園二 松園地区活動センター ９：45～９：55
小鳥沢一 こまどり児童公園 10：05～10：25
北松園四 北松園小学校東出逢の広場 10：35～10：50
桜台二 桜台自治会館 11：10～11：40
５月14日㈪
浅岸字赤重 矢沢口 ９：10～９：15
上米内字畑 矢羽々忠一郎さん宅 ９：20～９：25
上米内字中居 上米内地区振興センター ９：35～９：40
上米内字赤坂 平商会駐車場 ９：55～10：00
上米内字道の下 庄ヶ畑地区振興センター 10：10～10：20
山岸字外山岸 元根子商店前 10：25～10：30
山岸字大平 門脇光子さん宅 10：45～10：50
下米内一 山岸老人福祉センター 11：10～11：15

浅岸一 浅岸地区コミュニティ消防
センター 11：25～11：35

つつじが丘 東北銀行つつじが丘出張所
跡地 11：45～11：55

５月15日㈫
舘向町 舘向町公民館 ９：00～９：05
青山三 青山三丁目公民館 ９：25～９：35
月が丘二 月が丘児童センター ９：45～９：55
みたけ三 城北集会所 10：05～10：15
厨川二 北厨川住宅集会所 10：25～10：40
高松四 高松四丁目公民館 10：50～11：05
上堂三 上堂第二公民館 11：25～11：35
５月17日㈭
薮川字町村 町村活性化センター ９：45～９：50

千葉浩志さん宅 10：05～10：10
薮川字橋場 岡本商店 10：25～10：30

薮川字外山 旧薮川地区公民館 10：45～10：55
畜産研究所外山畜産研究室前 11：05～11：10

上米内字小浜 田鎖長一さん宅 11：25～11：35
５月21日㈪
川又字赤坂 川又地区コミュニティセンター ９：30～９：35
川又字中舘 釘の平地区コミュニティ消

防センター ９：45～９：55
日戸字鷹高 玉山地区健康増進施設 10：05～10：15
日戸字古屋敷 日戸地区コミュニティセンター 10：20～10：30
玉山字大二子 城内４区集会所　すずらん 10：50～10：55
玉山字城内 城内地区コミュニティセンター 11：10～11：20
門前寺字
門前寺

門前寺地区コミュニティセ
ンター 11：30～11：35

渋民字渋民 勤労者研修センター
（啄木記念館前） 11：40～11：45

渋民字上武道 竹田正浩さん宅 11：50～11：55
玉山馬場字
状小屋

馬場状小屋地区コミュニテ
ィセンター 12：00～12：05

５月22日㈫
渋民字山屋 沢目多目的集会センター ９：00～９：10
玉山馬場字前田 前澤芳勝さん宅 ９：15～９：25
玉山馬場字
芦名沢

前田地区コミュニティセン
ター ９：30～９：35

巻堀字巻堀 巻堀地区コミュニティセンター ９：45～９：50

寺林字平森 寺林地区転作研修センター ９：55～10：00
大平公民館 10：10～10：15

巻堀字上桑畑 桑畑集会所 10：20～10：25
玉山馬場字
葛巻 姫神地区振興センター 10：35～10：40

永井字百目木 永井野菜集荷場前 10：55～11：00
永井字永井沢 永井地区コミュニティセンター 11：05～11：10
好摩字野中 好摩地区公民館 11：15～11：20
好摩字夏間木 芋田向２地区コミュニティ

センター 11：25～11：30
好摩字上山 好摩東地区コミュニティセンター 11：35～11：40
５月24日㈭
渋民字小前田 渋民地区コミュニティセンター ９：00～９：05
下田字上下田 下田川崎地区コミュニティ

センター ９：10～９：20
下田字頭無 山田地区コミュニティセンター ９：25～９：35
下田字古河川原 生出野公民館 ９：40～９：45
松内字松内 松内コミュニティセンター ９：55～10：00

下田字生出 尻志田公民館 10：05～10：10
生出３地区コミュニティセンター 10：15～10：20

下田字仲平 農民研修センター 10：25～10：35

下田字柴沢 柴沢地区農事集会所 10：45～10：55
松島公民館 11：00～11：05

下田字陣場 舟田２地区コミュニティセンター 11：15～11：25
下田字牡丹野 舟田地区介護予防センター 11：30～11：35
５月28日㈪
新庄町 新庄観音会館 ９：00～９：10
大慈寺町 元かわてつ園前 ９：25～９：40
中野二 中野公民館 ９：50～10：00
東中野字片岡 沢田公民館 10：10～10：20
川目町 子供の広場 10：30～10：35
川目９ 宇津野公民館 10：45～10：55
東中野字見石 見石公民館（旧なかの保育園） 11：15～11：20
東安庭字小森 中野地区活動センター 11：25～11：35
５月29日㈫
住吉町 住吉神社境内 ９：00～９：15
茶畑二 大慈寺児童センター ９：25～９：35
津志田西二 野田公民館 ９：50～10：00
永井19 下永井公民館 10：10～10：20
永井10 上永井公民館 10：30～10：40
湯沢６ 上湯沢公民館 11：00～11：10
湯沢東一 湯沢中央公園グランド入口 11：15～11：20

狂犬病予防注射は表１の動物病院か表２の集合注射会場
で受けられます。費用は3100円。市が３月末に送ったは
がきを持参の上、注射を受けてください。【広報ＩＤ】
1001666

　子犬でなくてもしつけは可能

　「もう成犬だからしつけは無理」と、諦
めていませんか？　生後３～12週齢の時
期（社会化期）にさまざまな経験をするこ
とは特に重要といわれていますが、その時
期を過ぎても、しつけは十分できます。犬
種や問題行動に応じたいろいろなトレーニ
ング法がありますので、まずは飼い主自身
が正しいしつけ方を学びましょう。動物病
院や市が開催するしつけ教室※に参加した
り、ドッグトレーナーなどの専門家に直接
相談するのも良いでしょう。
※市主催の「わんわんセミナー」は毎年１回開
催。詳しくは、広報もりおかや市公式ホーム
ページなどでお知らせします

犬のしつけ
できていますか？

　しつけで皆が暮らしやすく

　飼い主と犬との信頼関係が深まれば、日
常的なお手入れや健康チェックもスムーズ
に。また、正しくしつけをされた犬は、吠
え声やかみ付きなどで近所の人を困らせる
こともありません。災害のときに一緒に避
難することも考えて、人と共に暮らすため
の基本的なルールをしっかりと愛犬に教え
ておくことが、飼い主の責任です。

実施期間
４～６月
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問い合わせ
市保健所生活衛生課

☎603-8311

　「しつけ」は、犬という動物が人間社会に受
け入れられ、犬も人もできる限りストレスを少
なく幸せに生活するために必要なものです。犬
を家族に迎えたら、一緒に生活するためのルー
ルを教えてあげましょう。教えるときは、犬に
過度なストレスを与えず、分かりやすいトレー
ニング方法を用いることが重要。犬はとても学

「しつけ」って何？　どうして必要？

Ｊ
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Ａ（日本動物病院協会）公認
しつけインストラクターの伊勢仁

よし

英
ひで

さんに聞きました！

病院名 所在地 電話
松園動物病院 西松園四丁目20-２ 661-0500
緑が丘動物病院 上田堤一丁目５-13 661-1122
ちば動物病院 みたけ四丁目８-55 641-2099
らいおん動物病院 みたけ六丁目３-３ 645-0688
川原動物医院 月が丘三丁目31-５ 641-2372
金子動物病院 西青山二丁目29-59 647-6322
ペット往診センター 山岸二丁目12-12 623-2656
せき動物病院 青山一丁目９-３ 681-6223
加賀野どうぶつ病院 加賀野三丁目17-３ 623-1838
ひがしペットクリニック 上田一丁目３-42 626-1417
ムカイダ動物病院 長田町10-30 653-1861
その動物病院 南大通三丁目７-５ 624-5368
あすか動物病院 本宮三丁目14-15 635-0600
盛岡グリーン動物病院 北飯岡三丁目４-38 601-6644
横井動物病院 中野一丁目29-12 654-8866
南大橋動物病院 東安庭二丁目２-７ 621-1255
盛岡どうぶつ病院 津志田町三丁目１-13 638-1299
吉田動物病院 津志田中央三丁目12-20 639-3330
ワンニャンPointクリニック 永井20-２ 618-6981
大志田動物医院 永井25-１ 638-5556
たんぽぽ動物病院 東見前8-20-５ 614-2323
かわむら動物医院 好摩字上山18-20 682-0955
やはばわんにゃんクリニック 矢巾町大字高田15-46-１ 613-8033
みゅう動物病院 矢巾町西徳田５-20 698-2221
小川動物病院 矢巾町南矢幅16-30-14 697-6652
さくま動物病院 滝沢市後278-10 688-9926
カワワアニマルクリニック 滝沢市湯舟沢329-226 687-1514
すご動物病院 滝沢市葉の木沢山497-15 681-8100
いわね動物病院 滝沢市室小路468 601-4255
むとう動物クリニック 滝沢市鵜飼狐洞６-１ 684-1233
安田動物医院 滝沢市大釜大清水260-３ 686-2223

【注意】
集合注射会場では、鑑

か ん

札
さ つ

または注射済票、はがきのい
ずれかがないと接種できないことがあるので、必ず持
参してください。また、動物病院でも、手続きに時間
がかかります。

▼

飼い犬を登録する
と鑑札が、注射をす
ると注射済票が交付
されます

しつけの
第一歩は

、

飼い主の
言うこと

を

聞くとい
いことが

あ

ると思わ
せること

！

        みんなを笑顔にするお散歩マナー

・犬が車にひかれたり、人をかんだりしないよう  
   必ずリードを着けて散歩する
・ウンチやおしっこで他の人を不快にさせないよ
　うに、散歩前にトイレを済ませる
・ウンチをしたら必ず拾って持ち帰ったり、おし
　っこにも水をかけるなど配慮する

☞

狂犬病の予防注射
は

飼い主の義務です

名前を呼び、振り向いたら「いい子だね！」などと声を掛けてからご褒美をあげましょう

♪♪

習能力が高いので、してほし
いことがうまくできたとき、
犬に分かる方法できちんと
褒めてあげると，必ず覚
えてくれます。根気と愛
情を持ってしつけに取り
組んでみてください。

市
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ん
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ん
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おやつ？　オモチャ？　抱っこ？いい子にしたご褒美は何かなぁ


