犬の登録と狂犬病予防注射を実施
犬を飼っている人には、犬の登録と狂犬病の予
防注射（毎年１回）が義務付けられています。また、
犬の出生・死亡、所在地の変更や、所有者の住所・
氏名などを変更するときは届け出が必要です。
犬の登録・狂犬病予防注射を下表のとおり実施
します（その他の地区の日程は、５月１日号の「市
政だより天草」お知らせ版に掲載します）。
実施日

場

所

実施時間

本 渡

佐伊津地区コミュニティセンター
４/11
㊎

栖 本

４/16
㊌

御
所
浦

４/17
㊍

４/22
㊋

場

所

実施時間

JAあまくさ二浦事業所前

13:40〜13:50

内の原公民館前

14:10〜14:20

本渡児童センター

10:10〜10:40

諏訪地区会館

10:50〜11:10

下平生活改善センター前

９:00〜 ９:10

市役所本庁裏駐車場

11:20〜11:50

深海漁協前

９:20〜 ９:30

漁村センター（宮田）

９:00〜 ９:40

深海地区コミュニティセンター

９:40〜 ９:50

浦体育館横

10:00〜10:40

浅海生活改善センター前

10:00〜10:20

倉岳支所

11:00〜12:00

山の浦生活改善センター前

10:35〜10:45

大の浦消防倉庫前

11:00〜11:10

中の浦停留所前

11:20〜11:30

黒石広場

13:05〜13:10
13:20〜13:30

河内体育館

９:00〜 ９:20

栖本体育館

９:50〜10:20

４/23
㊌

10:40〜11:30

栖本支所
崎浦公民館

９:10〜 ９:20

魚貫町多目的集会所前

横浦島コミュニティセンター

９:30〜 ９:40

魚貫町交流促進センター前 13:40〜13:50

御所浦南地区コミュニティセンター 10:00〜10:20
牧島簡易郵便局横

10:40〜11:00

御所浦支所

11:10〜11:50

御所浦診療所横

13:00〜13:30

茂串公民館前

９:00〜 ９:20

須口健康センター前

９:30〜 ９:50

池田公民館前
深

牛
深

４/22
㊋

実施日

９:00〜 ９:50

牛

倉 岳

４/15
㊋

対象となる犬には、予防注射を受けさせてくだ
さい。なお、当日注射に来られない人は、獣医科
医院または、ほかの地区で接種してください。
▶対 象＝生後91日以上の犬。
▶料 金＝未登録犬の登録料は3,000円。予防注
射は、４月１日㊋から消費税率の引き上げに伴
い、3,000円から3,100円になります。

４/24
㊍

14:05〜14:15

天附老人クラブ前

９:00〜 ９:05

春這団地前

９:10〜 ９:15

小森地区海岸前

９:30〜 ９:35

米淵地区海岸前

９:40〜 ９:45

砂月公民館前

９:50〜 ９:55

鬼塚公民館前

10:00〜10:15

東目集会所前

10:05〜10:10

加世浦公民館前

10:25〜10:45

元下須集会場前

10:25〜10:35

牛深支所駐車場

10:55〜11:35

久玉地区コミュニティセンター

10:55〜11:30

早浦生活改善センター前

13:20〜13:30

問 本庁・市民環境課／各支所担当課
□

平成26年度

健康料理教室参加者募集!

おいしく、体にやさしい食事の普及と生活習
慣病の予防を目ざして、
料理教室を開催します。
男性もお気軽にお申し込みください。
皆さんのご応募お待ちしています。

※日程は変更になる場合があります。
◆ところ＝天草中央保健福祉センター（亀場
町）
、本渡北地区コミュニティセンター（今
釜町）
。
※希望の会場を選択してください。

◆対 象＝健康料理教室に参加したことがない
人、または今までに参加したことがある人で
３年未満の人。
◆内 容＝偶数月は健康的な食事の実習、奇数
月は健康講話を交えた実習。

◆定 員＝各20人（いずれも先着順）
。
◆受講料＝毎月100円（調理実習材料代の一
部）
。
◆申込方法＝開催前週の木曜日までに、電話
で天草中央保健福祉センターへお申し込み

◆日 程＝４月から平成27年２月までの、毎
月第３月曜日の午前10時から正午まで。
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ください。
問 天草中央保健福祉センター☎㉔3737
□

回
第30

天草国際トライアスロン記念大会
参加者募集！

７月27日㊐ 開催

第30回天草国際トライアスロン記念大会の参加者を４月１日㊋から募集します。今回も、本渡海水
浴場をスタート・本渡運動公園陸上競技場をフィニッシュとするコースで開催。アクアスロン部門、
リレー部門には満15歳以上（高校生以上）の人も参加できます。また、リレー部門に限り、マウンテ
ンバイクやフラットバーハンドルのロードバイクが使用できます。皆さんの挑戦をお待ちしています。

スタンダードディスタンス
（エリート・エイジ・リレー）部門
▶定

員＝エリート・エイジ部門：700人、リレ

ー部門：60組（３人１組）。
▶競技距離＝51.5㎞（スイム：1.5㎞、バイク：
40㎞、ラン：10㎞）
。
スイム：本渡海水浴場750ｍを２周回するコース
バイク：苓北町坂瀬川までの20㎞折り返しコース
ラ ン：市街地周回コース
▶参加資格＝次のすべてを満たす人。

①都道府県競技団体に登録している人（リレー
部門は除く）
②平成26年12月31日現在で満18

歳以上の人（リレー部門は、
満15歳以上の人〔高
校生以上〕）。
▶参 加 料＝18,000円（リ レ ー 部 門 は １ チ ー ム
21,000円）。保険料などを含みます。

▶制限時間＝エイジ・リレー部門…４時間。

スプリントディスタンス（エリートＵ19）部門
▶定 員＝エリートＵ19部門30人。
▶競技距離＝25.75㎞（スイム：0.75㎞、バイク：
20㎞、ラン：５㎞）
スイム：本渡海水浴場750ｍを1周回するコース
バイク：五和町鬼池までの10㎞折り返しコース
ラ ン：市街地周回コース
▶参加資格＝次のすべてを満たす人。
①都道府県競技団体に登録している人②平成
26年12月31日現在で満16歳から19歳までの
人。

アクアスロン部門
▶定

員＝100人。

▶競技距離＝10.75㎞（スイム：0.75㎞、ラン：
10㎞）
スイム：本渡海水浴場750ｍを１周回するコース
ラ ン：市街地周回コース
▶参加資格＝平成26年12月31日現在で満15歳
以上の人（高校生以上）。
▶参加料＝11,000円（保険料などを含みます）。

《申込方法》
インターネット申込
（公社）
日本トライアスロン連合のホーム
ページからお申し込みください。
【エリート】http://www.jtu.or.jp/
register/entry̲elite.html
【エイジ】http://www.jtu.or.jp/
register/entry̲age.html
申込期限＝５月21日㊌
※手数料は別途負担。申し込み後は、
参加
料は返金しません。定員になりしだい受
け付けを終了します。
※インターネット申込が困難な人は、４月
25日㊎までに事務局へ連絡ください。
［電話］
㉜6783（月〜金曜日〔祝日を除く〕
午前８時30分から午後５時15分まで）
［ＦＡＸ］
㉔2744
［電子メール］
sports@city.amakusa.lg.jp

▶参加料＝15,000円（保険料などを含みます）。
※参加料は、いずれもインターネット申し込みの金額です。
※エリート部門は日本トライアスロン連合強化指定選手、都道府県競技団体または日本学生トライ
アスロン連合の推薦選手、海外招待選手のみです。
問 天草国際トライアスロン大会事務局
（本庁・スポーツ振興課内）
☎㉜6783
□
2014 . 4 . 1
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