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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
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急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日

●４日（土）　開館
●25日（土）　「アロマのハンドクリームを作ろう」　１０時半～
　※予約が必要です

●27日（月）　「巻き寿司を巻いてみよう」　１0時半～
　※予約が必要です

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ

10月の行事予定

― ファミリーデー  ―― ファミリーデー  ―

― 知恵袋講座 ―― 知恵袋講座 ―

小野医院（岡谷市）

平山医院

諏訪共立病院

溝口医院

向山内科医院（岡谷市）

スマイル歯科医院（岡谷市）

藤岡歯科医院（岡谷市）

牛山医院歯科（岡谷市）

しんえい歯科クリニック

ホワイト歯科医院（岡谷市）

28－2776

27－8053

28－2012

27－6266

23－6272

24－0315

22－2138

22－6422

27－7500

28－2635

長地中央薬局（岡谷市）

盛栄堂小池薬局

ひまわり薬局

イズミ薬局

梅垣薬局（岡谷市）

26－2522

28－6473

26－7226

28－6566

23－4888

 ４日（土）ファミリーデー
 ８日（水）ファーストブック
17日（金）スクラップブッキング
22日（水）郷土の味体験日
27日（月）知恵袋講座

 ６日（月）うたのぽけっと
10日（金）つくるよぺたぺた
20日（月）0歳児ママ講座
25日（土）ファミリーデー
31日（金）おはなしいっぱい

宝くじの助成金で整備しました

国民健康保険加入者の方へ
新しい保険証をお送りしました

「やつがね交流会～こころの輪を広げ、ふれあいを楽しもう～」

JICAボランティア秋募集「体験談＆説明会」
平成２6年度

平成２6年度

長野県農業大学校実践経営者コース学生募集
『すわよう祭』一般公開のお知らせ

　毎年、諏訪６市町村にお住まいの精神障がいのある
当事者、家族、ボランティア、支援者、地域住民等が
集う交流会を開催しています。
　今年の開催は下記の通りです。
◆日　時　平成26年10月８日（水）
　　　　　午後１時～午後４時（受付：午後０時30分～）
◆場　所　諏訪市総合福祉センター（湯小路いきいき元気館）
　　　　　３階交流ひろば
◆内　容　各団体の発表、レクリエーション、茶話会等
◆参集者　諏訪地域の一般住民、精神障がい当事者、

家族、医療・福祉関係者、ボランティア等
◆参加費　お茶菓子代　1人100円
◆申込み　やつがね交流会実行委員会事務局
　　　　　（諏訪保健福祉事務所 健康づくり支援課）
　　　　　【電話57－2927】
※当日の飛び入り参加も大歓迎です！
☆主　催　やつがね交流会実行委員会、諏訪地域精神

保健福祉協議会
☆後　援　長野日報社、市民新聞グループ（７紙）、LCV

　JICA駒ヶ根は、青年海外協力隊員およびシニア海
外ボランティアを募集します。下記日程で秋募集説明
会を開催いたしますのでご参加ください。
◆日　時　10月18日（土）　午後２時～午後５時
◆場　所　諏訪市公民館　３階（講堂）
◆内　容　JICA概要説明・体験談・個別相談
※参加費無料／事前申込不要／途中入退場可
■問い合わせ　JICA駒ヶ根（吉田）
　　　　　　　電話0265－82－6151

　平成26年４月より総合農学科に「実践経営者コー
ス」を新設しました。

※第２次試験及び学費等については下記までお問い合
わせください。
■問い合わせ　長野県農業大学校農学部事務局
　　　　　　　電話026－278－5211

　10月１日からお使いいただく保険証を、世帯主宛
にお送りしました。
　有効期限が切れた保険証は破棄してください。
　社会保険などの保険証を取得された方は、国民健康
保険を抜ける手続きが必要です。手続きについては下
記までお問い合わせください。
■問い合わせ　下諏訪町 住民環境課 国保年金係
　　　　　　　電話27－1111（内線140）

　下諏訪町は、（公財）長野県市町村振興協会の平成26
年度地域活動助成事業（地域防災組織育成助成事業）
を活用し、災害時の地域防災力強化のため災害救助本
部用工具セットの購入を行い、各区自主防災会に配備
しました。
◆事業内容　
　災害救助本部用工具セットの購入
　（バール、ハンマー、つるはし、スコップ、手斧等）
◆事業費総額　1,490,400円（うち助成額140万円）

　諏訪養護学校では『すわよう祭』を開催します！
テーマ
　「すわよう祭ってどんな形？
　　　　　　　　未来に輝く最高のすわよう祭」
◆日　時　10月４日（土）
　　　　　午前９時30分～午前11時30分
◆場　所　長野県諏訪養護学校（富士見町）
◆内　容　児童生徒の作品展示、手作り作品バザー、

模擬店ほか
※お車でお越しの際は係員の指示に従い校舎周辺また
は学校周辺をご利用ください。
■問い合わせ　諏訪養護学校
　　　　　　　電話62－5600

■問い合わせ　下諏訪町 総務課 情報防災係
　　　　　　　電話27－1111（内線261）

※この助成事業は、市町村振興宝くじ（サマージャンボ）
の収益金により、宝くじの社会貢献広報事業として公益財
団法人長野県市町村振興協会が実施しているもので、市町
村の明るく住みよいまちづくりの推進に役立っています。募 集 情 報募 集 情 報

お 知 ら せお 知 ら せ

■お問い合わせ先
　下諏訪町子育てふれあいセンター  ぽけっと
　　開 館 時 間： 月～金　9：00～17：00
　　電話・FAX：27－5244
　　※詳しくは町のホームページをご覧ください。

◆募集人員及び修業年限等

◆出願期間・入試日時・場所
出願期間

募集人員

10人 ２年 高卒以上

修学年数 受験資格 入学試験

10月17日～
　　　11月５日

日時：11月18日　午前９時15分～
場所：長野県農業大学校

・筆記試験：小論文
・人物考査

第１次試験

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26年９月16日現在〉

■問い合わせ　下諏訪町 総務課 企画係
　　　　　　　電話 27－1111（内線258）
　E-mail kyoudou@town.shimosuwa.lg.jp

 № 所在地　賃貸等　　　　　　条件等
28 武居北 賃貸 木造２階建 月6万円
45 東高木 売却 木造平屋建･2階建　3,465万円
53 矢木西 賃貸 木造２階建 応相談
54 西赤砂 賃貸 木造平屋建 月6万2千円
55 立　町 賃貸 木造２階建 月5万6千5百円
57 立　町 売却 木造３階建 応相談
60 東山田 売却 木造２階建 応相談
61 高　浜 賃貸 木造平屋建 月3万5千円
62 下屋敷 売却 木造平屋建 600万円
65 立　町 売却 木造２階建 応相談
66 立　町 売却 木造2階建/鉄筋コンクリート3階建　1,700万円
67 南高木 賃貸 木造２階建 月6万円
69 新町上 売却 木造２階建 応相談
70 星が丘 賃貸/売却 木造平屋建 月3万5千円/応相談
71 東山田 賃貸 木造２階建 月4万8千円
72 西赤砂 賃貸 木造平屋建 月6万5千円
75 湯田仲町 売却 木造２階建 2,795万円

　農業を営むためにやむを得ないもの、落葉焚きなど軽微
なものは、法により“一部の例外”として野外焼却が認め
られています。町内における稲作地帯や果樹園地帯では、
来年への“肥やし”という側面もありますので、ご理解い
ただきたいと思います。しかし、時間帯や風向きによって
煙や臭いは近隣住宅へ多くの迷惑をかけることになります。
“一部の例外”として認められているものでも、役場へ苦
情が寄せられた場合は、「快適な生活環境の維持」のため、
即刻やめていただいています。
★野外焼却せず、堆肥化してください。町ではコンポスト
の購入補助や、堆肥化促進剤の無料配布をしています。
★堆肥化が難しい場合は、第４週資源物収集日に地区収集
場所へ出す（５～11月のみ）、清掃センターへ直接持ち
込む（無料）といった処理方法をお願いします。
※詳しくは「家庭ごみの分け方・出し方」をご覧ください。
■通報・問い合わせ
　下諏訪消防署 予防係　　電話28－0119
　下諏訪町 住民環境課 生活環境係
　　　　　　　　　　　　 電話27－1111（内線142）

■問い合わせ　ゆたん歩゜　電話26－2626
　※詳しくは町のホームページをご覧ください。

野外焼却（野焼き）は原則禁止です！野外焼却（野焼き）は原則禁止です！

♨ふろの日健康講座♨（10月26日）当日の申込み可能です。
10：00～11：30（先着10名）
♨ふろの日健康相談♨（10月26日）当日の申込み可能です。
10：30～12：00　13：30～15：30
♨ゆたん歩 教゚室♨全コース事前に申込みが必要です。
●ゆたん歩 プィットネス（定員10名）
　日　時：10月８日、15日、22日、29日　
　時　間：９：30～11：00
●簡単アクアエクササイズ（定員10名）
　日　時：10月９日、16日、23日、30日　
　時　間：14：00～15：00
●秋のウォーキング教室（定員10名）
　日　時：10月10日、24日
　時　間：10：00～12：00

「ゆたん歩°」－ 快適な生活環境を維持するため、
　　　焼却によらない処理をしてください －


