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棚倉町役場
地域創生課　☎33-2112

軽自動車税の減免申請について
　体の不自由な方等が所有する軽自動車の税金
は、申請により軽自動車税が減免される制度があ
ります。申請時の持参物等はお問い合わせくださ
い。
申請期限　５月31日㈮
対 象 者　身体障がい・戦傷病・精神障がい・知

的障がいの方、またはこの方々と生計
を同じくする同居の家族で通院、通
所、通学、通勤のため運転する方

　　　　　障がいの程度により、減免を受けられ
　　　　　ない場合があります。
■お問い合わせ・お申し込み
税務課　課税徴収係　☎33-2118

地域活性化推進事業補助制度のご案内
　次の事業に関する、調査、研究、事業の実施を
行う団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付
します。
○�商工業や農林業など地場産業の振興、特産物の
開発、観光の振興
○�芸術・文化活動、イベント、伝統行事の保存継
承や新しい事業づくり
○町、地域の活性化を進める事業
対象事業　��事業費が10万円以上で、国、県、町

等から補助金を受けていない事業
補 助 率　��補助対象経費の２分の１以内
予算額(枠)　��190,000円
申請期限　��５月17日㈮
■お問い合わせ・お申し込み
　一般財団法人　棚倉町活性化協会
　（地域創生課内）　☎33-2112

５月の心配ごと相談
民生委員 弁護士（要予約）

開催日 13日㈪ 16日㈭

時　間 午前９時～正午 午前10時30分～午後３時

場　所 保健福祉センター　相談室

■お問い合わせ
　棚倉町社会福祉協議会　☎33-2623

倉美館友の会会員募集
会員特典
○�倉美館運営協会主催事業のチケット先行予約が
できます。

○�催物の案内「倉美館情報」をお届けします。
応募資格　15歳以上の方（中学生は除く）
募集定員　��先着30名（定員になり次第締め切ります。）
募集期日　��５月11日㈯　午後１時30分～
受付場所　��棚倉町文化センター（倉美館）
手 続 き　��入会希望者本人に限ります。
　　　　　��本人確認証明書（運転免許証、パスポー

ト、健康保険証など）をご持参ください。
申込費用　��3,000円（入会金2,000円、年会費1,000円）
そ の 他　��会員は年間３回以上の事業参加（チ

ケット購入）が条件です。３回に満た
ない場合は、次年度以降の更新ができ
ません。

■お問い合わせ　倉美館運営協会事務局
　（棚倉町文化センター内）☎33-9610

棚倉城跡国史跡指定記念事業
春季たなぐら文化財展－都々古別の古文書たち－
期　　間　４月27日㈯～５月６日（月・祝）
時　　間　午前10時～午後３時
場　　所　県指定重要文化財「八槻家住宅」
観 覧 料　��大人300円／高校生200円／小・中学生100円
展示内容　��県指定重要文化財「水戸光圀の書状」

ほか文化財を多数展示
■お問い合わせ
　生涯学習課　生涯学習係　☎33-0111

民生委員・児童委員の日
「広げよう 地域に根ざした 思いやり」
　民生児童委員は、地域住民の皆さんの相談役と
して活動しています。毎年５月12日の｢民生委
員・児童委員の日｣から１週間を活動強化週間と
定め、地区の民生児童委員がさらに強化した訪問
活動を実施します。困りごとや心配ごとなど、お
気軽にご相談ください。
■お問い合わせ
　棚倉町社会福祉協議会　☎33-2623
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　狂犬病予防法により、生後３か月（91日）以上の犬は、
生涯１度の登録と年１回の狂犬病予防注射が義務付けられて
います。室内犬・室外犬を問わず、全ての犬が対象です。
　今年度の狂犬病予防定期集合注射は、下記の日程で実施し
ます。当日は犬の健康管理のため獣医師による問診が行われ
ますので、通知書に同封された問診票を必ず持参してくださ
い。新規登録の場合は会場に準備してあります。
　なお、動物病院等で実施した場合は、最寄りの会場または
住民課消防環境係の窓口に「狂犬病予防注射証明書」を持参
し、注射済票の交付を受けてください。手数料は550円で
す。また、犬が死亡または失踪した場合や、飼い主や住所の
変更があった場合等は届出が必要です。犬の鑑札を持参して
住民課消防環境係の窓口で手続きをしてください。

≪狂犬病予防定期集合注射日程表≫

料金
●今回登録する場合
　１頭につき� 6,200円
　（内訳）　�登録料� 3,000円
� 　　予防注射料� 2,650円
� 　　注射済票交付手数料� 550円

●すでに登録している場合
　１頭につき� 3,200円
　（内訳）　�登録料� 0円
� 　　予防注射料� 2,650円
� 　　注射済票交付手数料� 550円
※つり銭のないように準備してください。
■お問い合わせ
　住民課　消防環境係　☎33-2116

※�時間は、実施の都合上前後する場合があります。
余裕を持っておいでください。

■お問い合わせ　住民課　消防環境係　☎33-2116

狂犬病予防定期集合注射のお知らせ

月日 時　　間 場　　　所

５
月
８
日
㈬

AM８：40 ～８：50 富岡多目的集会施設
８：55 ～９：00 山際集会所
９：05 ～９：10 強梨生活改善センター
９：20 ～９：25 漆草�緑川昭一郎氏宅前
９：35 ～９：40 高内�鈴木初代氏宅前
９：45 ～９：55 スズキ木材材木置場入口
10：00 ～ 10：05 戸中多目的集会施設
10：15 ～ 10：25 大梅多目的集会施設
10：30 ～ 10：35 曲屋�近藤欣也氏宅前
10：45 ～ 10：50 福岡集会所
11：00 ～ 11：10 日向前ニュータウン公園前
11：15 ～ 11：25 14区コミュニティセンター
11：30 ～ 11：45 図書館駐車場

PM１：00 ～１：10 城跡南側駐車場
１：15 ～１：30 役場北側駐車場
１：35 ～１：45 馬場集会所前
１：55 ～２：00 小爪・祝部内多目的集会施設
２：05 ～２：10 瀬ヶ野屯所前
２：15 ～２：20 棚倉ステークス入口

５
月
９
日
㈭

AM８：45 ～９：00 社川コミュニティセンター
９：10 ～９：25 堤集会所
９：35 ～９：40 一色集会所
９：45 ～９：50 太夫内ゴミ収集所前
９：55 ～ 10：10 玉野屯所裏
10：20 ～ 10：30 福井集会所前
10：40 ～ 10：50 上台集会所向
11：00 ～ 11：15 花園集会所
11：20 ～ 11：40 総合体育館南側

PM１：00 ～１：15 関口�石安米肥倉庫前
１：20 ～１：30 仁公儀�旧田中ファーム前
１：45 ～１：50 天王内集会所
１：55 ～２：00 金沢内集会所
２：05 ～２：10 小菅生�須藤茂明氏宅前

月日 時　　間 場　　　所

５
月
10
日
㈮

AM８：40 ～８：45 上流集会所
８：50 ～９：00 下流集会所
９：05 ～９：20 寺山集会所前（旧公民館近津分館）
９：30 ～９：35 高渡多目的生活共同施設前
９：45 ～ 10：00 八槻２，３区多目的集会施設
10：10 ～ 10：20 八槻４区多目的集会施設
10：30 ～ 10：35 八槻５区多目的集会施設
10：45 ～ 10：55 双ノ平集会所前
11：05 ～ 11：25 岡田生活改善センター
11：30 ～ 11：40 山田多目的集会施設

PM１：00 ～１：10 下山本多目的集会施設
１：15 ～１：20 中山本（下）集会所
１：30 ～１：35 山口バス停前
１：40 ～１：45 旧大内釣堀入口
１：55 ～２：00 居伝金旗立て場前
２：05 ～２：15 平塩�伊下高士氏宅前
２：25 ～２：35 下手沢多目的集会所

５
月
12
日
㈰

AM８：35 ～８：50 役�場�北�側�駐�車�場　　（再）
８：55 ～９：10 14区コミュニティセンター（再）
９：20 ～９：50 社川コミュニティセンター（再）
10：00 ～ 10：20 総合体育館南側（再）
10：25 ～ 10：35 城跡南側駐車場（再）
10：40 ～ 11：00 東白川青年会議所・旧子ども図書館ラビット駐車場
11：05 ～ 11：15 祖父岡集会所前
11：25 ～ 11：35 八槻2，3区多目的集会施設（再）


