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10月の休館日
■鷹巣図書館 ☎62‐1707
　２日、９日、14日、16日、20日、
　22日、23日、30日
【開館時間】 ９時～19時
　※土日、振替休日は17時まで
■森吉図書館 ☎72‐3192
　２日、９日、14日、16日、20日、
　22日、23日、30日
【開館時間】 ９時～17時

＝秋田北クラシックゴルフクラブ

▼10/19（土）大館北秋剣道連盟剣
道級位審査会＝合川体育館

▼10/20（日）鷹巣地区社会人野球
選手権大会＝中央公園野球場

▼10/26（土）～27（日）合川招待中
学校女子バスケットボール大会＝
合川体育館

▼10/27（日）スポレク・ユニカー
ル大会＝鷹巣体育館

▼10/６（日）スポレク・テニス大会
＝空港ふれあい緑地テニスコート

▼10/６（日）スポレク・ターゲット
バードゴルフ大会＝米内沢農村広場

▼ 10/６（日）ミニテニス交流大会
＝鷹巣体育館

▼ 10/６（日）市長杯ソフトテニス
大会＝中央公園テニスコート

▼10/11（金）～13（日）県北高校新
人バドミントン大会＝鷹巣体育館

▼10/13（日）鷹巣地区社会人野球
選手権大会＝中央公園野球場

▼ 10/13（日）スポレク・ソフト
ボール大会＝松ヶ丘グラウンド

▼ 10/13（日）スポレク・グラウンド
ゴルフ大会＝空港ふれあい緑地広場

▼ 10/13（日）地区社会人バスケッ
トボール交流試合＝合川体育館

▼10/14（月）合川スポーツクラブ
スポーツ交流大会＝合川体育館

▼10/14（月）スポレク・ランニン
グフェスティバル（駅伝・マラソ
ン）＝北欧の杜特設会場

▼10/14（月）スポレク・ゴルフ大会

■市民ふれあいプラザ☎62‐1130

▼10/21（月）高鷹大学学園祭
■文化会館　☎62‐3311

▼10/５（土）映画「ぼけますから、
よろしくお願いします」上映会＝
上映①10：30～②13：30～　　1000
円　　1300円

▼10/12（土）～13（日）県北地区高
校演劇コンクール＝開演９:40～
入場無料

▼10/14（月）ＤＲＵＭ ＴＡＯ「Ｒ
ＨＹＴＨＭ ＯＦ ＴＲＩＢＥ～時
空旅行記２～」＝開演18:00～　　
6000円　　6500円

▼10/26（土）～27（日）北秋田市文
化祭＝開演９:30～入場無料
■合川公民館　☎78‐2114

▼10/11（金）～11/７（木）
【ロビー展】楽しい編み物教室
■スポーツ　☎62‐3800

▼10/５（土）スポレク・８人制バ
レー交流大会＝鷹巣体育館

▼10/６（日）スポレク・パークゴル
フ大会＝北欧の杜パークゴルフ場

当日

前売
当日

前売

問

【成年】 20歳～64歳
▽10月９日（水）　17時～20時　
　森吉総合スポーツセンター
▽10月16日（水）　17時～20時　合川体育館
▽10月25日（金）　17時～20時　鷹巣体育館
【高齢者】 65歳～79歳
▽10月12日（土）　９時～11時　七日市公民館

【成年】 20歳～64歳
▽10月９日（水）　17時～20時　
　森吉総合スポーツセンター
▽10月16日（水）　17時～20時　合川体育館
▽10月25日（金）　17時～20時　鷹巣体育館
【高齢者】 65歳～79歳
▽10月12日（土）　９時～11時　七日市公民館

申込不要申込不要

　 鷹巣体育館 ☎62‐3800

北秋田市体力テスト北秋田市体力テスト”押尾川親方”による”押尾川親方”による

参加無料参加無料

わんぱく相撲教室

　 鷹巣体育館 ☎62‐3800

《日時》　10月27日（日） 14:00～16:00
《会場》　旧合川東小学校体育館
《対象》　中学生以下の子ども
《当日のスケジュール》
14:00　講師あいさつ
14:15　実技指導

《日時》　10月27日（日） 14:00～16:00
《会場》　旧合川東小学校体育館
《対象》　中学生以下の子ども
《当日のスケジュール》
14:00　講師あいさつ
14:15　実技指導 押尾川親方

（元関脇 豪風）
押尾川親方

（元関脇 豪風）申問

【講 師】【講 師】

犬の登録と狂犬病予防注射巡回日程（秋）犬の登録と狂犬病予防注射巡回日程（秋）犬の登録と狂犬病予防注射巡回日程（秋）
北秋田市に愛犬の登録をされている方はどなたでも接種可能です。
今年度の接種がお済みでない愛犬家の方は、この機会にぜひ接種しましょう。

小林博氏宅前
湯口内集会所前
新町三叉路
ふるさと文化センター
松橋康浩氏宅前
荒瀬郵便局前
大阿仁環境改善センター駐車場
高堰一谷氏宅前
石田重悦氏宅前
鈴木民治氏宅前

９:00～９:05
９:15～９:20
９:25～９:30
９:35～９:40
９:45～９:50
９：55～10:00
10:10～10:15
10:25～10:30
10:40～10:45
10:50～10:55

接種場所 接種時間地区実施日
小　様
湯口内
新　町
大　町
畑　町
荒　瀬
幸屋渡
戸鳥内
栩木沢
中　村

10
月
12
日（
土
）

阿仁地区　　阿仁総合窓口センター ☎82‐2111阿仁地区　　阿仁総合窓口センター ☎82‐2111問 合川地区　　合川総合窓口センター ☎78‐2100合川地区　　合川総合窓口センター ☎78‐2100

上杉あいターミナル前
下杉集会施設前
川井交流センター前
松ヶ丘グランド
旧合川公民館金沢分館
木戸石児童館前
羽根山活性化施設前
三里担い手センター前
摩当活性化施設前
鎌沢児童館前
李岱研修施設前
市役所合川庁舎前

８:50～８:55
９:00～９:05
９:10～９:15
９:20～９:30
９:40～９:45
９:55～10:00
10:05～10:10
10:15～10:20
10:25～10:30
10:35～10:40
10:50～11:00
11:05～11:25

接種場所 接種時間地区実施日
上　杉
下　杉
川　井
松ケ丘
金　沢
木戸石
羽根山
三　里
摩　当
鎌　沢
李　岱
合　川

10
月
13
日（
日
）

問

・会場には、犬が暴れても対応できる方が連れてきてください。
・伸縮リードは必ずロックしてください。
・犬の首輪は抜けないようにお願いします。

注意

回収期間・場所が
増えました！

　 生活課環境係 ☎62‐1110問

回収できるもの
（洗濯済のものに限ります）
スーツ、コート／和服、浴
衣、甚平／下着（新品に限
る）／靴下／カーテン、シー
ツ／タオル、ハンカチ／
毛布、ぬいぐるみ　など

 回収できないもの
濡れているもの／汚れたもの
／破れたもの／記名されたも
の／学生服、運動着／毛皮、毛
糸／敷布団、掛け布団／長靴、
ブーツ／反物や布生地／じゅ
うたん、カーペット　など

「古着・古布」の無料回収を行います「古着・古布」の無料回収を行います
◇回収日　
10月19日（土）：阿仁総合窓口センター
10月20日（日）：市役所本庁舎裏（車庫前）
　　　　　　　森吉総合窓口センター
10月26日（土）：市役所本庁舎裏（車庫前）
10月27日（日）：市役所本庁舎裏（車庫前）
　　　　　　　合川総合窓口センター
◇回収時間　８時～12時

■「古着・古布」の出し方は？
　透明な袋に入れて、口を
　結んで出してください。

《昨年からの変更点》
「セーター、靴、バッグ、ベルト」なども
 回収可能となりました。（一部不可）

未登録犬 １頭につき6,250円（登録料・注射料・注射済交付料）
登録済犬 １頭につき3,250円（注射料・注射済交付料）費

用

旧北星ボウル駐車場
旧鷹巣高校駐車場
沢口林業センター
七日市基幹集落センター
サテライトステーションさかえ
綴子基幹集落センター前
ＪＡ鷹巣町旧西部支所跡
今泉交流センター前

８:30～９:00
９:10～９:20
９:30～９:40
９:50～10:00
10:15～10:25
10:35～10:45
10:55～11:05
11:15～11:25

接種場所 接種時間地区実施日
鷹　巣
南鷹巣
沢　口
七日市
栄

綴　子
坊　沢
七　座

10
月
19
日（
土
）

鷹巣地区　　生活課環境係 ☎62‐1110鷹巣地区　　生活課環境係 ☎62‐1110問

旧本城農協跡前
アグリハウス前
浦田交流センター前
桂瀬児童館前
四季美館駐車場
五味堀地域コミュニティセンター前
根森田地域コミュニティセンター前
クウィンス森吉駐車場
市役所森吉庁舎裏駐車場

９:00～９:05
９:15～９:25
９:35～９:40
９:45～９:50
10:00～10:05
10:10～10:15
10:25～10:30
10:40～10:45
11:05～11:25

接種場所 接種時間地区実施日
本　城
米内沢
浦　田
桂　瀬
阿仁前田
五味堀
根森田
小　又
米内沢

10
月
20
日（
日
）

森吉地区　　森吉総合窓口センター ☎72‐3115森吉地区　　森吉総合窓口センター ☎72‐3115問


