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休日当番医等は、変更になることがありますのでご承知ください。 ※事前に電話で確認の上受診してください。

※休日・夜間緊急医療案内　
　下諏訪消防署　☎28－011910月の休日当番医院・歯科医院・薬局

歯科当番医（診療時間9：00～正午） 当番薬局

10日

2日 日
9日 日

月
16日 日
23日 日
30日 日

急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日
川岸医院
米山医院
林外科医院
市瀬医院
釜口医院
小谷内科医院

川岸薬局
矢崎薬局
御子柴薬局
かえで薬局
ファミリー薬局
アイビー薬局

22－2562
22－2880
28－1200
26－1717
22－2089
28－4509

さつき歯科医院
笠原歯科医院
早出歯科医院
しんえい歯科クリニック
林歯科医院
ララ歯科医院

27－5858
22－2837
28－0024
27－7500
28－6586
21－1555

24－3103
23－7125
27－7056
26－1929
24－1801
26－1607

　10月１日は「法の日」です。
　私たち長野県司法書士会諏訪支部は、皆様の貴重な財
産権をはじめ権利の保護に携わっておりますが、この法
の日を中心に県下の各市町村において「司法書士無料相
談」を実施して、ご相談をお受けします。お気軽にお出
掛けください。
　長野県内に避難されている東日本大震災で被災された
方にも是非ご利用いただきたいと思います。
　司法書士には守秘義務が課せられておりますので、皆
様の秘密は厳守いたします。
■日　　時　　平成23年10月３日（月）
　　　　　　　17：00～19：00
■場　　所　　下諏訪町役場２階　第２会議室
■相談内容
　・不動産の登記、会社（法人）の登記に関するもの
　・クレジット・サラ金等多重債務に関するもの
　・高齢者、障害者等の財産管理に関するもの
　・相続に関するもの
　・不動産の売買、贈与等の取引に関するもの
　・裁判所への提出書類の作成に関するもの
　・借地借家に関するもの
　・悪質商法被害に関するもの
　・貸金、売掛金等の回収に関するもの
　・中小企業法務に関するもの
　・その他
■予約は不要です。
■お問い合わせ先
　下諏訪町役場 住民環境課 生活環境係
　　　電話27－1111（内線143） 　将来の「御柱」をニホンジカの被害から守る「樹皮ネ

ットの取り付け体験」と「八島ヶ原湿原の散策（シカ柵
説明含む）」を開催します。
◇日　　時　　10月15日（土）
　　　　　　　午前８時30分～午後４時30分
　　　　　　　※小雨決行
◇体験・見学場所　　東俣国有林、八島ヶ原湿原
◇集合場所　　下諏訪町役場　※中型バスで移動します
◇集合時間　　午前８時30分
◇持ち物等　　作業のできる支度、雨具、飲み物、昼食
　※樹皮ネットの取り付け体験は軽作業です。
　※昼食場所近くの八島山荘には、食堂があります。
◇参 加 費　　150円（傷害保険代）
◇募集人員　　20人（先着）
◇申込方法　　電話でお申込みをお願いします
◇申込締切　　10月５日（水）
◇申込み先　　下諏訪町役場 産業振興課 農林係
　　　　　　　電話27－1111（内線276）
■お問い合わせ先　　南信森林管理署
　　　　　　　　　　電話0265－72－7777

　信州大学では、学生と一緒に受講する機会として大学の
授業を一般市民及び高校生の方々に開放しています。
　本学の学生・教職員とキャンパスライフをお楽しみくだ
さい。
○開講期間　　平成23年10月～平成24年２月
○開放科目　　募集案内をご覧ください
　　　　　　　（募集案内の入手方法は下記のとおりです。）
○開講場所　　信州大学　全学教育機構及び各学部
○募集定員　　特に設けませんが、受講者数の関係で受講

できない場合もあります。
○受 講 料　　開講科目　9,400円（１授業科目）
　　　　　　　（一部異なる授業もあります。）
○申込方法　　授業を試聴し、10月下旬までに各キャンパ

スの受講窓口に申し込んでください。
●募集案内の入手方法●
①郵送での請求：請求される方の郵便番号・住所・氏名
を記載し、200円切手を貼付した返信用封筒（角形２
号封筒：33×24cm）を同封し、「市民開放授業応募案
内　請求」と朱書の上、下記 総合窓口「学務課 教務
グループ」宛に請求してください。

　②窓口での受け取り
　③ホームページからダウンロード
　http://www.shinshu-u.ac.jp/general/extension-courses/guidance/
■お問い合わせ先　　総合窓口（学務課 教務グループ）
　住所：390－8621　松本市旭３－１－１
　電話：0263－37－2870

○受付期間／入校選考
　・普通課程
　　推薦入校　10月３日～10月14日／10月21日
　　一般入校　11月１日～11月15日／11月25日
　・短期課程
　　第 １ 回　12月12日～１月５日／１月16日
　　第 ２ 回　１月27日～２月15日／２月22日
■詳細については県庁人材育成課（026－235－7199）
　又は県庁ＨＰをご覧ください。

　近年、ペットが家族同様に飼育されるよ
うになってきた一方で、全国の自治体に収
容される犬や猫の数が毎年約42万頭にも
のぼり、そのほとんどが殺処分されていま
す。不幸な犬や猫を一頭でもなくすよう、
「犬猫の繁殖制限（バースコントロール）
助成事業」が長野県獣医師会諏訪支部・長野県動物愛護会
諏訪支部・諏訪飼犬管理対策協議会により実施されます。
〈助成対象〉
　①犬：保護施設等からの譲渡犬、所有者のいない保護犬
　②猫：捨て猫、迷い猫、譲渡猫、野良猫等
〈助成適用条件〉
　長野県獣医師会諏訪支部加入動物病院において、平成23
年10月１日から平成24年１月31日までに実施される、
避妊・去勢の手術料に対し助成適用。
〈助成金額と予定頭数〉
　避妊手術：5,000円　去勢手術：3,000円
　避妊手術、去勢手術合わせて50頭前後を予定。
〈申し込み方法〉
　往復ハガキに必要事項を記入の上、12月15日（木）ま
でにお申し込みください。
■お問い合わせ先
　　獣医師会諏訪支部　（岩波）　電話53－1155
　　動物愛護会諏訪支部（内田）　電話23－5998

御柱の森 東俣国有林の体験・見学会御柱の森 東俣国有林の体験・見学会

長野県立技術専門校平成24年度訓練生募集

信州大学 後期市民開放授業信州大学 後期市民開放授業信州大学 後期市民開放授業

長野県立技術専門校平成24年度訓練生募集

「県下一斉司法書士無料法律相談」相談所開設「県下一斉司法書士無料法律相談」相談所開設 犬猫のバースコントロール助成事業のお知らせ犬猫のバースコントロール助成事業のお知らせ

下諏訪町空き家情報バンク登録状況下諏訪町空き家情報バンク登録状況
〈平成23年９月７日現在〉

貸したい方・借りたい方の
登録受付中！

【問い合わせ先】
　下諏訪町役場 総務課 企画係
　　　　電話 27－1111（内線258）
　E-mail kikaku@town.shimosuwa.lg.jp
　http://www.town.shimosuwa.lg.jp/akiya/index.html

 № 所在地 賃貸等　　　　　　条件等
 ９ 赤　砂 売却　木造２階建　価格応談
 12　西四王 賃貸　木造平家建　月７万４千円
 14 東四王 賃貸　木造２階建　月６万円
 15 西　浜 賃貸　木造２階建　月６万５千円
21 富ヶ丘 賃貸　木造２階建　月３万５千円
23 社ヶ丘 売却　木造２階建　680万円
24 萩　倉 売却　木造２階建 2棟続き　1,000万円（応談）
26　東町中 売却　木造２階建　420万円
27　星が丘 売却　木造２階建　500万円
28　武居北 賃貸　木造２階建　月６万円

●登録物件情報

《空き家バンクの利用状況をお知らせします》
●登録済物件（売りたい等）29件　（内17件成約）　
●利用登録済者（買いたい等） 42人（内６人成約）

　諏訪市にある長野県福祉大学校では、来年度の保育学科・介護
福祉学科の学生募集を実施します。
○ 出願期間
　◆保育学科（推薦入試）10月17日（月）から10月27日（木）まで
　◇介護福祉学科　　　　10月11日（火）から10月21日（金）まで
○ 試 験 日
　◆保育学科（推薦入試）11月12日（土）
　◇介護福祉学科　　　　11月 ５日（土）
○ 募集人数
　◆保育学科（推薦入試）25人程度
　◇介護福祉学科　　　　20人程度
　　※詳しくは、下記までお問い合わせください。
■お問い合わせ先　　長野県福祉大学校
　　　　　　　　　　電　話：57－4821
　　　　　　　　　　E-mail：fukushidai@pref.nagano.lg.jp

　子育て支援センターは11月から「下諏訪町子育てふれあいセ
ンター」として高齢者・未就学児親子・子育て支援に関わる方が
一緒に過ごせるセンターとして出発をします。新しいセンターで
は「もちつき、繭玉作りなどの行事の伝承」「畑作り」「読み聞
かせ」等各種イベントを行います。
　職員と一緒にセンター事業に関わっていただける方・こんな特
技を活かしたいと思っている方は支援センターまでご連絡下さい。

★子育て講座【親子ふれあいあそび】★
日時：10月15日（土）10：30～11：30
場所：子育て支援センター（11月にも行います）
　体を動かしてふれあいあそびをします。育メンパパもおいで下さい。
参加ご希望の方は７日（金）までに支援センターに申し込んで下さい。
　※誰でも自由に遊びに来て下さい。無料で利用できます。
■お問い合わせ先　
　下諏訪町子育て支援センター（旧第八保育園）
　　開所日時：月～金　９：00～17：00
　　電話・ＦＡＸ：0266－27－5244

　下諏訪町では、今年度40・50・60・70歳になる方
で、お申し込みをいただいた方を対象に、８月より成人
歯科健診を実施しています。これは下諏訪町内・岡谷市
内にある歯科医院で個別に歯科健診を受けられるもので
す。お申し込みのあった方には、すでに受診票をお送り
してあります。申し込みをされた方で受診をお忘れにな
る方が目立ちます。お申し込みをされたみなさん、受診
はお済みでしょうか？お口の健康を守るために、忘れず
に受診しましょう♪
受診期間：H23年８月１日～10月31日まで
実施場所：岡谷市内・下諏訪町内の歯科医院
　　　　　　　＊詳細はお手元の通知でご確認の上、
　　　　　　　　受診してください。

　10月上旬から中旬にかけて、調査員が調査世帯へ伺い
ます。調査にご理解とご協力をおねがいします。
■お問い合わせ先　
　電話 0570－08－1020

平成２４年度長野県福祉大学校学生募集

子育て支援センターからのお知らせ子育て支援センターからのお知らせ

オータムジャンボ宝くじオータムジャンボ宝くじ

 4日 （火） 郷土の味体験日
 7日 （金） スクスク０歳児
15日  （土） 子育て講座
21日  （金） ブックスタート
25日 （火） 作るよぺたぺた

 6日 （木） のびのび体操
14日  （金） １歳児ママのつどい
20日  （木） ２・３歳児ママのつどい
24日  （月） お誕生会

10月の行事予定　※５日・１２日はNPプログラム　申し込み終了

？成人歯科健診の受診はお済みですか？？成人歯科健診の受診はお済みですか？
ーボランティアさんを募集しますーーボランティアさんを募集しますー

社会生活基本調査が実施されます。

託児有り!!
無料です！

■お問い合わせ先　
　下諏訪町保健センター
　　電話：27―8384（内線290・291）

　オータムジャンボ宝くじの賞金は、１等・前後賞合わせて
２億5,000万円。
　この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや環境対
策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。


