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あわせて行う主な手続きあわせて行う主な手続き

※４月１日からは福祉課（☎934-1187）

内　　容 担当窓口 電話番号

934-1143

934-1144

934-1141

934-1191

934-1195

934-1196

934-1181

934-1216保健予防課（※）

保険年金課

民生子ども課

福祉課

国民健康保険

国民年金

子どもに関する各種手当

介護保険

敬老手帳・敬老パス

身体障害者手帳・愛護手帳

精神障害者保健福祉手帳

後期高齢者医療
医療費助成

月曜日など休日の翌日は区役所・保健センターの窓口は大変混雑します。

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

月曜日など休日の翌日は区役所・保健センターの窓口は大変混雑します。

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

※小・中学校へ通うお子さんは、学校でも手続きが必要です。
※印鑑登録は、市外へ引っ越しすると廃止されます。（市内では継続）

住所変更の手続きについて住所変更の手続きについて

内　　容 引っ越し前の手続き
（引っ越しの日まで）

引っ越し後の手続き
（引っ越した日から14日以内）

●引っ越しする方全員のマイナン

　バーカードまたは通知カード

●外国籍の方は引っ越しする方

　全員の在留カードまたは特別

　永住者証明書

●代理人の場合は委任状

市民課窓口混雑予想カレンダー市民課窓口混雑予想カレンダー
これからの時期は、市民課窓口が混雑します。

下の表を参考に、時間にゆとりを持って窓口にお越しください。

日 月 火 水 木 金 土

3/8

3/15

3/22  

3/29  

4/5  

4/12  

4/19

4/26

3/9

3/16

3/23

3/30

4/6

4/13

4/20

4/27

3/10

3/17

3/24

3/31

4/7

4/14

4/21

4/28

3/11

3/18

3/25

4/1

4/8

4/15

4/22

4/29

3/12

3/19

3/26

4/2

4/9

4/16

4/23

4/30

3/13

3/20

3/27

4/3

4/10

4/17

4/24

 5/1

3/14

3/21

3/28

4/4

4/11

4/18

4/25

5/2

大変混雑

混　　雑

やや混雑

平　　日：午前８：４５～午後５：15

日曜窓口:午前８：４５～正午

日曜窓口:午前８：４５～午後２：００

東区に転入

東区から転出

東区内での引っ越し

市外から

市内他区から

市外へ

市内他区へ

４月１日以降、以下の事業については、申請受付窓口が東保健センター保健予防課から東区役所福祉課に変更になります。

なお、精神保健相談など、その他の事業については、引き続き東保健センター保健予防課が窓口です。

東区役所２階
福祉課（☎934－1187）４月１日から４月１日から

東保健センター２階
保健予防課（☎934－1216）3月3１日まで3月3１日まで

対象
事業

対象
事業

受付
窓口

受付
窓口

区　分 事 業 名

精神障害
自立支援医療（精神通院）、精神障害者保健福祉手帳、

タクシー料金助成制度、NHK放送受信料の減免、

自動車税等減免に係る証明書交付

福祉特別乗車券、

障害福祉サービス、

市営住宅の福祉向入居募集、

日常生活用具給付制度難　　病

障害児等福祉

特定医療費助成制度（指定難病）、愛知県特定疾患医療給付事業、

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業、スモンのはり・きゅう

およびマッサージ施術事業、補装具費支給制度

自立支援医療（育成医療）、障害児通所支援サービス、小児慢性特定疾病医療

東区役所市民課　☎９３４－１１３３問 合

手続きに必要なもの

各種健康保険証、介護保険証、

年金手帳、敬老手帳など

運転免許証、パスポート、マイ

ナンバーカードなど

●本人確認ができるもの

１つの提示で可

2つの提示で可

お引っ越しの手続きはお早めにお引っ越しの手続きはお早めに

精神障害・難病等の福祉制度利用に関する申請受付窓口が変更になります

前住所地の役場に転出届

不　　要

不　　要

不　　要

東区役所市民課に転出届

東区役所市民課に転入届

東区役所市民課に区間異動届

新住所地の役場に転入届

新住所地の区役所市民課（または

支所区民生活課）に区間異動届

東区役所市民課に転居届

通知カード

　手続きに必要なものなどについては、事前に担当
窓口へお問い合わせください。

（一部、日曜窓口では取り扱いできない業務があります）

時間：午前8時45分～午後2時

３月１・２２日

３月29日



３東 区 ⓭２

　

　

　

　

　

　

　大地震に備えて！

　東区では、区制80周年記念事業の一つと

して区の木・区の花の募集を行い、区の木は

モクレン、区の花はボタンに決まりました。

　毎年３月から４月にかけて、区内の道路

や公園などあちこちで、ハクモクレンが白

い大きな花を咲かせています。

問合　東区役所地域力推進室　☎934－1123

ごみの自己搬入について

【搬入方法】　

 ①車にごみを積んで、受付時間内に環境

 　事業所で搬入手続き

 ②手続き当日にご自身で処理施設へ搬入

 ③処理施設で計量後、10㎏あたり200円の

 　処理手数料を現金で支払い

【東環境事業所の受付時間】

 可燃ごみ　        午前８：00～午後３：00

 不燃・粗大ごみ  午前８：00～午後２：10

 ※正午～午後１：00を除く

 ※祝日可、土・日曜日を除く

【搬入先の処理施設】

 可燃ごみ　　　　猪子石工場（千種区）

 不燃・粗大ごみ　大江破砕工場（港区）

 ※ 破砕困難なもの、長大なものなどを含む

場合、愛岐処分場（岐阜県多治見市）への

搬入となります。

　引っ越しに伴うごみなど、ご自身で排出

したごみを処理施設に持ち込む方法（自己

搬入）があります。

※ 「可燃ごみ」と「不燃・粗大ごみ」を同時に

運ぶことはできません。 

　土木事務所で管理する街路灯・公園灯に

は、管理番号と連絡先を記載

したシールが貼ってあります。

　電灯がついていないときや、

シールの文字が消えかけてい

るときなどは、土木事務所ま

でご連絡ください。

ごみ案内所の開設について

　市外転入者の方などにごみの出し方を

説明します。

期間　３／23（月）～４／10（金） ※土曜日を除く

時間　月～金曜日　午前９：00～午後５：00

　　　日曜日　　　午前９：00～午後２：00

場所　東区役所１階（玄関付近）　　　

「桜通泉二丁目」交差点から「芳野二」交差点北までの約1.4キロ、約140本の

桜の並木道です。

早咲きの桜として有名で、例年３月初めごろから花をつけはじめます。

木ケ崎公園

市政資料館
（名城公園）

オオカンザクラの並木道

ひ が し 桜 め ぐ り

　警察官や警察職員は、「県民の安

全と安心を守る」ために、強い正義

感を持って仕事をしています。

　部署により役割は異なりますが、警察の

業務は、どの分野でも県民を守ることにつ

ながり、やりがいのあるものです。

　令和２年度第１回の警察官・警察職員採

用試験は、３月上旬ごろから申込書を配布

する予定です。

　あなたのご応募をお待ちしています。

　区内の桜の名所をご案内します。

　引っ越しなどに伴い、新たに水道の使

用を開始されるときや、使用中の水道を

中止されるときは、忘れずに下記までお

申し込みください。

徳川園

水道の使用開始・中止の

申し込みはお早めに

○上下水道局お客さま受付センター

　（名水ダイヤル）※年中無休

　☎884－5959　℻872－1296

　平日／午前８：00～午後７：00

　土･日･祝休日／午前８：00～午後５：15

○上下水道局公式ウェブサイト

　※24時間受付　

東区白壁一丁目３　

地下鉄名城線「市役所」駅

２番出入口より東へ徒歩８分

公園内には約160本のソメイヨシノがあります。

例年３月下旬から４月上旬が見ごろです。

黒門を入ると、トウカイザクラの並木があります。

例年３月下旬から４月上旬が見ごろです。

このトウカイザクラは、日本の桜と中国の桜がまじり

合ってできたものと言われています。

オオカンザクラなど早咲きの桜や、

ソメイヨシノなどさまざまな種類の

桜が約100本あります。

例年３月から４月まで、いろいろな

桜を楽しむことができます。

東区矢田三丁目　

名鉄瀬戸線「矢田」駅より徒歩５分

東区徳川町1001

基幹バス「徳川園新出来」停より徒歩３分

  街路灯・公園灯が

ついていないときは

東区の木をご存じですか？

アクセスコード▶

警察官・警察職員募集

選ぶなら「正しいこと」をする生き方がいい

「パトネットあいち」をご利用ください！

　身近な犯罪や事故の情報は、

メールマガジン「パトネット

あいち」で配信しています。

　ぜひ、ご利用ください。 登録用Ｅメール
アドレスコード

　南海トラフ地震の発生が危惧されていま

す。もしもの時に備えて事前の対策を以下

の項目を参考に見直しましょう。

　

　いま一度、大地震が起こった時の避難の

方法を家族で話し合いましょう。

　町内などで行われる防災

訓練にもぜひ参加してみて

ください。

・ 家具の転倒防止や窓ガラスの飛散防止は

できていますか？

・避難場所は家族で決めていますか？

・ 備蓄品（７日分）や持出品（３日分）は用意

できていますか？

・ 携帯電話やスマートフォンがつながらな

い場合の連絡方法は事前に決めてありま

すか？

　３／14（土）に文化のみち二葉館、オオカンザクラの並木道周辺で予定さ

れていた「早咲き！桜みちまつり」は中止となりました。

問合　一般社団法人名古屋東法人会青年部会　☎939－2520

「早咲き! 桜みちまつり」中止のお知らせ

（並木道の南側）　地下鉄桜通線「高岳」駅２番出入口より東へ徒歩３分

（並木道の北側）　基幹バス「白壁」停よりすぐ

3/18、4/1（水）



2 3 東 区⓮

申　込
３／17（火）午前11：00～４／５（日）正午までに

窓口または本紙❻面を参照し電子申請で。

※登録番号をお持ちの方は、電話申し込み可。

※ 申込多数の場合は、４／７（火）に抽選。抽選

結果は、４／10（金）午後１：00以降にホーム

ページまたは施設に直接問い合わせ。

※定員に満たない場合は随時募集。

キッズ体操Ⅰ ＜料金：5,250円＞

日程　５／13～７／15の水曜日（全10回）
時間　午後３：30～４：30
対象　年少～年長（満３～６歳）の未就学児50人

わんぱくジュニア体操Ⅰ ＜料金：5,250円＞

日程　５／13～７／15の水曜日（全10回）
時間　午後４：30～５：30　対象　小学生　50人

ベビーマッサージ＆産後ボディメイク
 ＜料金：3,150円＞

日程　５／７～６／４の木曜日（全５回）
時間　午前９：45～10：45
対象　２カ月～１歳未満の乳児と保護者　30組

親子リズム体操Ⅰ ＜料金：3,150円＞

日程　５／７～６／４の木曜日（全５回）
時間　午前11：00～正午
対象　２歳以上の未就園児と保護者　30組

美骨ピラティス～背骨・骨盤ゆがみ改善～※託児付き
 ＜料金：3,150円  （託児は別途1,580円）＞

日程　５／７～７／９の木曜日（全10回）
時間　午後０：45～１：45　 対象　一般　60人

はじめての弓道教室 ＜料金：5,250円＞

日程　５／９～７／11の土曜日（全10回）
時間　午後１：00～３：00　
対象　中学生以上　30人

キンダー水遊びⅠ ＜料金：6,300円＞

日程　５／13～７／15の水曜日（全10回）
時間　午前11：00～正午
対象　２歳以上の未就園児　10人

キッズ水遊びⅠA ＜料金：6,300円＞

日程　５／12～７／14の火曜日（全10回）
時間　午後３：30～４：30
対象　年少～年長（満３～６歳）の未就学児20人

ジュニア水泳ⅠA ＜料金：6,300円＞

日程　５／12～７／14の火曜日（全10回）
時間　午後４：30～５：30
対象　小学１～３年生　20人

ジュニア水泳ⅠB ＜料金：6,300円＞

日程　５／12～７／14の火曜日（全10回）
時間　午後５：30～６：30
対象　小学４～６年生　20人

キッズ水遊びⅠB ＜料金：6,300円＞

日程　５／７～７／９の木曜日（全10回）
時間　午後３：30～４：30
対象　年少～年長（満３～６歳）の未就学児20人

ジュニア水泳ⅠC ＜料金：6,300円＞

日程　５／７～７／９の木曜日（全10回）
時間　午後４：30～５：30
対象　小学１～３年生　20人

キッズ水遊びⅠC ＜料金：6,300円＞

日程　５／８～７／10の金曜日（全10回）
時間　午後３：30～４：30
対象　年少～年長（満３～６歳）の未就学児20人

ジュニア水泳ⅠD ＜料金：6,300円＞

日程　５／８～７／10の金曜日（全10回）
時間　午後４：30～５：30　 
対象　小学１～３年生　20人

親子deハッピー水遊びⅠ ＜料金：6,300円＞

日程　５／13～７／15の水曜日（全10回）
時間　午前10：00～11：00
対象　６カ月以上の乳幼児と保護者　15組

成人水泳Ⅰ ＜料金：5,770円＞

日程　５／７～７／９の木曜日（全10回）
時間　午後２：00～３：00　 対象　一般　15人

腰痛に効く簡単トレーニング＜料金：5,770円＞

日程　５／13～６／10の水曜日（全５回）
時間　午後１：00～２：00　 対象　一般　15人

レベルアップスイミングⅠ ＜料金：5,770円＞

日程　５／８～７／10の金曜日（全10回）
時間　午前11：00～正午　　対象　一般　15人

創美ヨガ　※託児付き 
 ＜料金：3,150円  （託児は別途1,580円）＞

日程　５／７～７／９の木曜日（全10回）
時間　午後２：00～３：00　 対象　一般　60人

長寿のための気功体操　※高齢者向け
 ＜料金：3,150円＞

日程　５／12～７／14の火曜日（全10回）
時間　午後１：00～２：30　 対象　一般　80人

フットサル ＜料金：5,250円＞

日程　５／９～１／16の土曜日（全10回）
時間　午前９：30～11：30
対象　小・中学生　50人

●第１期スポーツ教室

※ 託児は２歳以上の未就園児が対象。受講料と

は別に1,580円が必要です。

●おでかけじどうかんIN山吹

　講師によるリズムあそびなどがあります。

日　時　４／９（木）午前10：00～11：30 

対　象　乳幼児とその保護者

場　所　山吹コミュニティセンター

　　　　（白壁一丁目52－２）

●ももリンピック

　名古屋高校の生徒さんたちとボッチャな

ど、いろいろなスポーツをします。

日　時　３／14（土）午後２：00～４：00

対　象　年長児（保護者同伴）～高校生

アクティブ特別行事（申込不要・無料）

●おでかけじどうかんIN旭丘学区

　大型遊具で遊べます。

日　時　３／11（水）午前10：00～11：30

対　象　乳幼児とその保護者　

場　所　旭丘コミュニティセンター

　　　　（徳川町1303－２）

　　●ももちゃんひろば

　大型遊具で遊べるほか、

　乳児コーナーもあります。

日　時　３／18、４／８（水）午前10：00～11：30

対　象　乳幼児とその保護者

●地域開放事業（年齢を問わず参加可能）

・「古武術でいろいろラクになる！

　～護身術、スポーツ、介護に応用」

日　時　３／23（月）午後２：00～３：00

講　師　稲垣弘和さん（「和の古武術」主宰）

●オープン講座 （申込不要・無料）

●福祉会館健康相談（申込不要・無料）

日　時　４／３（金）午後２：00～３：00

●60歳未満の方限定　講座見学会

　趣味の講座「楽々エクササイズ～軽運動～」

対　象　 近い将来、会館の利用を考えている

60歳未満の方や家族（高齢者）に会館

の利用を勧めたい60歳未満の方など

日　時　３／13（金） 午後１：00～２：20

受　付　当日２階窓口へ直接

●第19回 福知山市 佐藤太清賞公募美術展

　（名古屋展・無料）

日　時　３／10（火）～15（日）　

　　　　午前10：00～午後６：00

　　　　※最終日は午後５：00まで

場　所　第１・３・４展示室

内　容　絵画・日本画の巡回公募美術展。

　　　　審査を経て選ばれた表彰作品を展示。 

※特に記載がない場合は申込不要・無料

●木いちごサロン（エリア支援保育所共催）

　保育士さんと話ができます。

日　時　３／12（木） 午前10：00～11：00

対　象　 未就園児とその保護者、妊婦さんと

その家族

●パソコン相談会（無料）

日　時　３／25（水） 午後１：30～３：30

申　込　当日午後１：00から先着順

●おもちゃ病院とんかち（部品代は自己負担）

日　時　３／15（日）午前10：00～午後２：30

対　象　中学生以上

申　込　当日開始30分前から先着順

レッスン 日　程 時　間 定員 料金（１回）

エアロ

ビクス

３／11・18・25、

４／１・８（水）

午後７：00

～８：00
50人 330円

３／12・19・26、

４／２・９（木）

午前９：30

～10：30
50人 330円

ヨ　ガ
３／11・18・25、

４／１・８（水）

午後８：10

～９：00
45人 330円

水　中

エアロ

３／11・18、

４／８（水）

午前11：00

～正午
40人 620円

ソフト

エアロ

３／12・19・26、

４／２・９（木）

午前10：45

～11：45
50人 330円

●一回参加型スポーツ教室

●工作教室「くるくるレインボーを作ろう！」

日　時　３／27（金）午後２：00～３：30

対　象　５歳～小学生

　　　　※未就学児は保護者同伴

講　師　杉山郁子さん

料　金　150円

持ち物　はさみ

定　員　20人（先着順）

申　込　３／14（土） 午前10：00～窓口で直接

　　　　　　　　　午前10：30～電話も可

●春のおはなし会

日　時　３／28（土）午後２：00～３：00

内　容　耳で聞く世界のおはなし

対　象　５歳以上

●赤ちゃんからのおはなし会　

日　時　３／12（木）・27（金）、４／９（木）

　　　　午前11：00～11：30

対　象　乳幼児とその保護者

●おはなし会

日　時　３／11、４／８（水）午後４：00～４：30

　　　　３／21、４／４（土）午後２：30～３：00

対　象　幼児、小学生

※内容は変更になる場合があります。

時　間　午後１：30～３：30

対　象　認知症の方を介護している家族

定　員　10人（先着順）

申　込　３／11（水）

　　　　午前９：00から電話で

日　程 内　容

４／22（水） ようこそ家族教室へ

５／27（水） 認知症について正しく理解しよう

６／24（水） いろいろな制度について知ろう

７／22（水） 介護の体験を聴こう

８／26（水） 認知症の方への関わり方を学ぼう

●認知症家族教室（全５回・無料）

●いきいきカフェひがし（申込不要・無料）

　認知症について情報交換できます。

日　時　３／11、４／８（水）午後１：30～３：30

※特に記載がない場合は申込不要・無料

●おはなしと工作の会

日　時　３／14（土） 午後２：00～３：00

内　容　・ブックトーク

　　　　・工作「ぴょこぴょこカプセルを作ろう」

対　象　小学生

★臨時休館日のお知らせ★

３／31（火）は指定管理者の引き継ぎに伴う館

内整備のため、臨時休館します。利用者の皆

さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理

解とご協力をお願いします。

・「患部に原因はない！腰痛・ひざ痛と

　筋膜について～お話と筋膜ストレッチ」

日　時　３／24（火）午後２：00～３：00

講　師　矢野郷さん

（しあわせメディカルボディケア　理学療法士）

ろっこつ体操“かきら”

日時　　４／７（火）午前10：00～11：00
講師　　木村珠美さん

明治食育セミナー「チョコレートの世界へ

ようこそ！」　（当日先着40人）

日時　　３／19（木）午前10：30～11：30
講師　　株式会社明治
※午前10：00から受付で整理券を配布。
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※料金の表記がないものは無料

事　業　名 日　程 受　付 対　象　・　内　容

子どものアレルギーと

ぜん息相談

（予約制） ☎934－1217

３／11（水）
午後１：45

　～２：45

０～15歳未満の方とその保護者（先着５組）

小児アレルギー専門医・管理栄養士・保健師によ

る個別相談

子育て相談

　　　　 ☎934－1219
３／12（木）

午前９：30

　～10：30

乳幼児とその保護者

体重測定、保健師・管理栄養士・歯科衛生士によ

る育児相談

むし歯予防教室

（予約制） ☎934－1217
３／12（木）

午後１：10

　～１：30
１歳児

歯の検診、歯の相談

持ち物　母子健康手帳・タオル・

　　　　子ども用歯ブラシ

　　　　※フッ化物塗布希望者は

　　　　　720円

　　　　　（料金免除制度あり）

午後１：45

　～２：15

２歳児～

未就学児

母乳相談

（予約制） ☎934－1219
３／18（水）

午後１：00

　～２：45
母乳についてお困りの方

赤ちゃんのお食事相談

（３回食コース）

（予約制） ☎934－1216

３／25（水）
午前10：15

　～10：30

平成31年４月～令和元年５月生まれ

（先着12組）

離乳食でお困りの方。試食あり。

１歳の子育て教室

（予約制） ☎934－1219
４／７（火）

午前10：00

　～10：15

１歳～１歳６カ月の幼児とその保護者

（先着15組）

子どもの発達と子育てのポイントなどについて

◎指定医療機関で受けることが
　できる予防接種（要予約）

問合　保健予防課感染症対策等担当

　　　☎934－1218

※３歳児には尿検査を実施します。
※１歳６カ月児健康診査終了後から午後３：30まで、図書館の「おはなし会」を実施しています。

区　分 日　程 対象者（生年月日） 持　ち　物

３（４）カ月児

３／19（木） R１.11.７～ R１.11.22生 母子健康手帳

※１歳６カ月児または３歳児で、

フッ化物塗布を希望される方　

は、以下のものをお持ちくださ

い。

　・タオル

　・子ども用歯ブラシ

　・フッ化物塗布費720円

　　（料金免除制度あり）

４／９（木） R１.11.23～ R１.12.10生

【受付】第１子　　 午前８：50～９：10

　　　　第２子以降 午前９：05～９：25

１歳６カ月児

３／13（金） H30.８.10～ H30.８.31生

４／10（金） H30.９.１～ H30.９.18生

【受付】午後１：05～２：00

３歳児
３／23（月） H29.１.28～ H29.２.28生

【受付】午後１：05～２：00

問合　保健予防課保健感染症係　☎934－1217

持ち物　母子健康手帳・シール式接種券

※ Hibおよび小児肺炎球菌は、接種開始月齢

により接種回数が異なります。

※詳しくは保健センター

　または指定医療機関に

　お問い合わせください。

●Ｂ型肝炎　●Hib（インフルエンザ菌b型）

●小児肺炎球菌　●水痘（みずぼうそう）

●ジフテリア・百日せき・破傷風・

　不活化ポリオ（４種混合ワクチン）

●麻しん・風しん混合　●ＢＣＧ　

●日本脳炎

こころの健康相談日（予約制）☎934－1217

日程　毎週水曜日（３／18を除く）

受付　午後３：00～５：00

内容　専門医による心の健康に関する相談。

　　　ご家族からの相談も可。（秘密厳守）

うつ病家族相談日（予約制）　☎934－1217

日程　３／18（水） 

受付　午後３：00～５：00

対象　 うつ病に関する悩みを抱える方のご

家族

内容　 ご本人への関わり方などの相談に専

門医が応じます。（秘密厳守）

エイズ相談・検査、梅毒検査　☎934－1218

日程　毎週火曜日

受付　午後２：00～３：00

対象　感染不安のある方（匿名可）

◎お元気会

  （いきいき教室・出張型・無料）

※料金の表記がないものは無料

日　程　３／12（木）

場　所　市営筒井荘集会所

受　付　午後１：30～

問合　保健予防課保健看護担当　

　　　☎934－1219

　心も体も健康で、生き生きと過ごしてい

ただけるよう簡単な体操やレクリエーショ

ンなどを行います。

　お気軽にご参加ください。

４月から

　小学校に入学されるお子さんの

　麻しん・風しん予防接種は

　　　　　　お済みですか？

　定期麻しん・風しん予防接種（第２期）の

接種期限は令和２年３月31日（火）です。

　期限内に接種する場合は無料ですが、期限

を過ぎて接種する場合は全額自費（約１万円）

となります。未接種の場合は、早めに接種を

お済ませください。

対象者　

平成25年４月２日～平成26年４月１日生まれ

接種場所　指定医療機関　

★集合注射会場では次の手続きはできません。お手数ですが、東保健センターの窓口で手続きをしてください。

　　● 鑑札・注射済票の再交付　　● 会場で注射を受けない犬の鑑札・注射済票の交付

料　金　①登録済みの犬　3,500円（注射料金2,950円＋注射済票交付手数料550円）

　　　　②未登録の犬　6,500円（上記金額＋登録手数料3,000円）

　　　　※令和２年度より、注射料金が2,950円となります。

　　　　　お釣りのないよう、ご協力をお願いします。

日　程 会　場 時　間

４／３
（金）

明倫公園 午後１：30～２：15

建中寺公園 午後３：00～３：45

４／６
（月）

七小公園 午後１：30～２：15

布池公園 午後３：00～３：45

４／７
（火）

大幸八幡社 午後１：30～２：15

矢田北公園 午後３：00～３：45

４／８
（水）

東白壁公園 午後１：30～２：15

徳川園正門前 午後３：00～３：45

　生後91日以上の飼い犬には、登録と毎年１回の狂犬病予防注射が必要です。飼い犬には、集合注射会場または動物病院で

狂犬病予防注射を受けさせてください。集合注射は下記の日程で行いますので、お近くの会場にお越しください。

問合　健康安全課食品衛生・動物愛護等担当 ☎934－1212狂犬病予防集合注射のお知らせ

子育てサロン
「ひがしっ子」
終了のお知らせ

　子育てサロン「ひがしっ子」は

令和２年３月末をもって終了します。

　

　長い間、たくさんの

方にご参加いただき、

本当にありがとう

ございました。

問合　子育て総合相談窓口

　　　☎979－3588

その他　・雨天でも実施します。

　　　　・飼い犬が登録済みの方は、　市から送られた通知はがきをお持ちください。

　　　　・事故防止のため、飼い犬を制御できる方がお連れください。

　　　　・動物病院で狂犬病予防注射を受けた場合は、注射済証をお持ちのうえ、

　　　　　東保健センターで手続きをしてください。なお、注射料金については、

　　　　　各動物病院にお問い合わせください。

　　  　※市の委託を受けた動物病院の場合は、東保健センターでの手続きは不要です。


