
資料１

【福岡地域】

実施機関名 電話番号

犬のしつけ方教室

（講義編）

10月24日 土 13:30～15:30

糸島総合庁舎２F　大会議室

（糸島市）

「目からうろこ」の犬の正しい飼い

方についてお教えします。申し込

みが必要です。

糸島保健福祉事務

所

092-322-3268

糸島くるくるマーケットにおけ

る動物適正飼養ｷｬﾝｰﾍﾟｰﾝ

10月31日 土 10:00～15:00

志摩中央公園

（糸島市）

循環型社会を目指した地域主体

の取組である地域猫活動につい

て、広く市民の皆様に知っていた

だきます。

糸島保健福祉事務

所

092-322-3268

11月4日 水

行事の名称 時間 実施内容

問い合わせ先

場所

犬を飼う前に知っておくべきことや

準備するものについて講習しま

す。

犬と人が共に幸せに暮らすために

学んでみませんか？

開催日 曜日

13:30～16:00

福岡県動物愛護センター

（古賀市）

（公財）福岡県動物

愛護センター

092-944-1281

これから犬を飼う人のため

の講習会

平成２７年度第２回飼い主のマナーアップ推進キャンペーン　実施事業一覧

11月18日 水

11月6日 金 15:00～16:00

サンリブくりえいと宗像

（宗像市）

人と動物が共生できる住みよい社

会を実現するため、飼い主のモラ

ルとマナーの向上を呼びかけま

す。

宗像・遠賀保健福祉

環境事務所

0940-36-6098

11月11日 水 14:30～15:30

イオンスーパーセンター志摩

店

（糸島市）

街づくりの推進を図る活動として

の地域猫活動の紹介をおこないま

す。

糸島保健福祉事務

所

092-322-3268

11月13日 金 15:00～16:00

イオンなかま店

（中間市）

人と動物が共生できる住みよい社

会を実現するため、飼い主のモラ

ルとマナーの向上を呼びかけま

す。

宗像・遠賀保健福祉

環境事務所

0940-36-6098

学んでみませんか？

申し込みが必要です。

動物適正飼養街頭キャン

ペーン



【福岡地域つづき】

実施機関名 電話番号

11月12日 木

11月19日 木

11月26日 木

猫の飼い方講座 11月18日 水 10:00～12:00

福岡県動物愛護センター

（古賀市）

猫が安心して、ストレスなく安全に

暮らすための、完全室内飼育のポ

イントについて講習します。

飼い主も猫も幸せで、ご近所さん

にも迷惑をかけないないための飼

い方講座です。

申し込みが必要です。

（公財）福岡県動物

愛護センター

092-944-1281

11月は「ドッグマンス」です。犬を

飼っている人も、飼っていない人

実施内容

問い合わせ先

行事の名称 開催日 曜日 時間 場所

（公財）福岡県動物

愛護センター

092-944-1281子犬のしつけ方教室 13:00～15:30

福岡県動物愛護センター

（古賀市）

子犬との暮らしに大切なことや飼

い主も犬も楽しくしつける方法を講

習します。

４～６ヵ月齢の子犬を対象に３回

コースの実技を伴った講習会で

す。

ドッグマンス記念「犬のしつ

け方教室」

11月21日 土 13:30～16:00

宗像総合庁舎講堂

（宗像市）

飼っている人も、飼っていない人

も、私たちの身の回りにいる犬た

ちのことを考える1ヶ月です。毎年

11月（ワンワン月）に、全国各地で

多彩な催しが開催されていて、宗

像・遠賀保健福祉環境事務所で

も、犬と飼主との信頼関係を築く

ために、「犬の育て方セミナー」を

開催します。

宗像・遠賀保健福祉

環境事務所

0940-36-6098

犬のしつけ方教室 11月22日 日 13:00～15:30

福岡県動物愛護センター

（古賀市）

犬の同伴はできません。ただし、

センター譲渡の子犬はフォロー

アップとして同伴できます。

申込みが必要です。

（公財）福岡県動物

愛護センター

092-944-1281



【福岡地域つづき】

実施機関名 電話番号

粕屋保健福祉事務

所

092-939-1744

（公財）福岡県動物

愛護センター

092-944-1281

犬のしつけ方教室（実技編） 11月25日 水 13:30～15:30

曽根相撲場跡

（糸島市）

犬のしつけ方の基本についてお

教えします。申し込みが必要で

す。

糸島保健福祉事務

所

092-322-3268

飼い主のマナーアップ推進

街頭キャンペーン

11月24日 火 13:30～15:00

場所 実施内容

問い合わせ先

イオンモール福岡ルクル

（粕屋町）

家庭動物の適正飼養を呼びか

け、街頭宣伝ののぼりを設置し、

啓発物品（ティッシュ・チラシ）を配

布しながら、適正飼養を呼びかけ

ます。

行事の名称 開催日 曜日 時間



【筑豊地域】

実施機関名 電話番号

10月22日 木 14:00～14:45

真崎小学校

（川崎町）

10月27日 火 14:00～15:00

勾金小学校

（香春町）

10月29日 木 10:45～11:45

今任小学校

（大任町）

ペットと生きる～小さないの

ちと共に～

10月23日

～

10月25日

金～日 10:00～20:00

イオンモール直方　2階　イオ

ンホール

（直方市）

ペットスケッチコンクール作品の展

示、動物愛護関連のDVD作品テレ

ビ上映及び啓発パネル展示等を

通じ、動物の命の大切さを考え、

人と動物が快適に仲良く共生でき

る地域づくりのために、不妊去勢

手術の必要性及び飼い主が動物

を飼うためのマナー向上等につい

て呼びかけます。

嘉穂・鞍手保健福祉

環境事務所

0948-21-4973

場所 実施内容

問い合わせ先

行事の名称 開催日 曜日 時間

動物愛護出前講座

子供たちに動物を飼うにあたって

の責任を理解し、命の大切さを考

えてもらいます。また、犬の習性

等についても学びます。

犬や猫は飼う前によく考えて、飼

い始めたら最後まで一緒に過ごし

ましょう。

田川保健福祉事務

所

0947-42-9309

ふる里かわら秋祭り(動物適

正飼養街頭ｷｬﾝｰﾍﾟｰﾝ及び

犬のしつけ方教室のﾃﾞﾓﾝｽﾄ

ﾚｰｼｮﾝ）

11月1日 木 10:00～12:00

香春町役場

（香春町）

不妊・去勢、及び猫の室内外の重

要性をＰＲするためのチラシ等配

布、犬猫に関する相談コーナー設

置、犬のしつけ方のﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ

を実施します。

犬、猫に関してお困りの方、一緒

に解決策を考えましょう。

田川保健福祉事務

所

0947-42-9309



【筑豊地域つづき】

実施機関名 電話番号

猫の飼い方教室 11月20日 金 13:30～16:00

京築保健福祉環境事務所

会議室

（行橋市）

猫を取り巻く現状や、完全室内飼

い、不妊去勢手術等、適正飼養の

ために必要な知識を身につけても

らいます。また、猫のお手入れ等

をモデル猫で実演します。

猫も飼い主も幸せに暮らし、ご近

所にも迷惑をかけない飼い方のポ

イントをお教えします。どなたでも

参加できますが、事前に申し込み

が必要です。

京築保健福祉環境

事務所

0930-23-2245

実施内容

問い合わせ先

行事の名称 開催日 曜日 時間 場所



【筑後地域】

実施機関名 電話番号

11月2日 月 10:50～11:35 八女市立黒木西小学校

11月13日 金 9:35～11:25 筑後市立水洗小学校

11月18日 水 10:40～12:15 八女市立長峰小学校

11月25日 水 10:45～11:30 筑後市立古島小学校

11月4日 水

11月11日 水

11月18日 水

動物愛護教室

行事の名称 開催日 曜日 時間 場所

飼い犬のしつけで悩んでいる方や

興味のある方、飼い犬と一緒にプ

ロの訓練士から直接「しつけの初

歩」を学ぶチャンスです。飼い主だ

けでの参加も可能です。

申込みが必要です。

※動物愛護団体「わんダフル朝

倉」との共催事業

北筑後保健福祉環

境事務所

南筑後保健福祉環

境事務所

実施内容

問い合わせ先

0946-22-2741

犬のしつけ方教室（３回コー

ス）

13:30～15:30

緑とスポーツのふれあい広場

（筑前町）

0944-72-2163

子供たちが動物を飼うにあたって

の命の大切さを考えます。また犬

の習性等について学びます。

11月18日 水

大刀洗ドリームまつりにおけ

る動物適正飼養キャンペー

ン

11月7日 土 9:00～15:00

大刀洗町役場敷地内駐車場

（大刀洗町）

ペットのしつけ、問題行動につい

ても県動物愛護推進員がご相談

にのりますので、是非この機会に

ご相談ください（10:00～15:00）。

北筑後保健福祉環

境事務所

0946-22-2741

犬のしつけ方教室 11月8日 日 10:00～12:00

柳川総合庁舎　大会議室

（柳川市）

基本的な犬のしつけ方と問題行動

の対処法の講習会とモデル犬の

実演を行います。

事前申し込みが必要です。

南筑後保健福祉環

境事務所

0944-72-2163

倉」との共催事業


