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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　☎28－011911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

11日

3日 土
日4日

18日

23日

日

金

25日 日

日

急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日
林内科・循環器科クリニック
諏訪マタニティークリニック
山田外科医院
サツマ外科医院
林眼科医院
諏訪共立病院
イマムラ脳神経外科クリニック

26－2522
28－3232
26－2510
23－7125
27－7056
26－7226
26－1670

●３日（土）　「三角八丁」
　子ども用品フリーマーケット、おもちゃ・お菓子釣りゲームなど
子どもさん中心の広場になります。

●23日（金）
　ご自由にご利用ください。

●12日（月）　「すいとん」　１０時半～
　「すいとん」って何だかご存知ですか？おばあちゃん達の味を
お楽しみに。

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ

11月の行事予定

― ファミリーデー  ―― ファミリーデー  ―

― 知恵袋ランチ ―― 知恵袋ランチ ―

長地中央薬局
土田薬局
ウエルシア薬局岡谷長地店
矢崎薬局
御子柴薬局
ひまわり薬局
アイビー薬局

はつお歯科クリニック
たちばな歯科医院
栗田歯科医院
小松歯科クリニック

ララ歯科医院

早出歯科医院

26－8100
28－6100
22－2382
22－5180
28－6596
28－2012
27－0019

23－8345
22－1228
24－5756
28－0008

21－1555

28－0024

　全国の自治体に収容される犬や猫の数
は毎年約42万頭にものぼり、そのほとん
どが殺処分されています。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では
不幸な犬や猫を一匹でもなくすため、「犬猫の繁殖制限
（バースコントロール）助成事業」を実施します。
＜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
24年10月１日から平成25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。
＜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＞
　往復ハガキに住所・氏名・犬猫の情報等を記入の上、
12月14日（金）までにお申し込みください。
■詳しくは下記へお問い合わせください。
　獣医師会諏訪支部　（岩波）53－1155
　動物愛護会諏訪支部（内田）23－5998

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
犬猫のバースコントロール
　助成事業のお知らせ年末調整説明会のお知らせ年末調整説明会のお知らせ

　いじめ撲滅に向け、市内各校の児童・生徒が取り組
む「いじめ根絶運動」の各校の活動発表及び「ちひろ
人権講演＆コンサート～金子みすゞの心にふれて～」
を開催いたします。※ 入場は無料です。
日　　時：12月９日（日）午後１時30分～午後４時
　　　　　　　　　　　　（午後１時開場）
場　　所：カノラホール　大ホール
主　　催：諏訪地域人権啓発活動ネットワーク協議会
■お問い合わせ先　岡谷市役所 社会福祉課
　　　　　　　　　電話23－4811（内線1251）

　給与所得者に係る「年末調整説明会」を、下記の日程
のとおり開催いたします。当日は「年末調整の仕方」
及び「給与取得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提
出の手引」などを用いて説明いたしますので、ご持参
いただきますようお願いいたします。

　税務署では、青色申告決定書の作成方法などについ
て、下諏訪地区住民を対象に次のとおり説明会を開催
します。なお説明会は税務署職員と税理士が行います。

　一般教養と防衛基礎学を３年間で学び卒業時には高
校卒業資格を得ることが出来ます。
受付期間：平成24年11月１日～平成25年１月７日
応募資格：平成25年４月１日現在、15歳以上17歳未満

の男性（平成８年４月２日から平成10年４
月１日までに生まれた者）

　　　※平成25年３月までに中学校卒業見込みの者を含む。
試 験 日：平成25年１月19日（土）
※詳しい内容は下記までお問い合わせください。
■お申込・お問い合わせ先　自衛隊諏訪地域事務所
　　　　　　　　　　電話82－6785

　桜町は、（公財）長野県市町村振興協会の平成24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、有事の際における住民の安全な避難誘導を図
るため、メガホン及びヘルメット等の購入を行い、明
新館防災倉庫に配備しました。
◆事業内容
　メガホン、ラジオライト、
　カラーブルゾン、反射ベ
　スト、ヘルメットの購入
◆事業費総額
　302,145円
（うち助成額30万円）

■お問い合わせ先
　下諏訪町役場
　　総務課　企画係
　　電話27－1111（内線258）

　毎年11月12日～25日までの２週間は「女性に対する
暴力をなくす運動」の実施期間です。
　夫、パートナーからの暴力や性犯罪、売買春、人身取
引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等の
女性に対する暴力は、人権を著しく侵害するもので決し
て許されるものではありません。
　この運動期間をきっかけに、女性に対する暴力につい
て考え、暴力のない社会づくりを進めていきましょう。

～ひとりで悩まずご相談ください～
　下諏訪町では、諏訪保健福祉事務所のご協力で相談
員による女性相談を行っています。※予約は不要です
　日　時：毎月第２火曜日　午前10時～午後３時
　場　所：まちづくり協働サポートセンター

女性に対する暴力をなくす運動女性に対する暴力をなくす運動

　下諏訪消防団では消防団区域内に居住する者から、
消防団区域内通勤者も入団可能となりました。
　消防団員は住民の生命や財産を守るため、火災や大
規模災害発生時に自宅や職場から駆けつけ、消火活
動・救助活動を行います。18歳以上の方なら男女問わ
ず入団でき、会社員、自営業者、公務員など様々な方
が集まり活動しています。入団希望の方は下記までお
問い合わせください。

募集消防団員消防団員消防団員

■お問い合わせ先：下諏訪町役場 消防課 庶務係
　　　　　　　　　電話28－0119

　毎週水曜日はＢＰプログラム（２～５ヶ月の赤ちゃんとお母さ
ん対象）を行っています。

 ２日（金）2・3歳児ママのつどい
 ５日（月）のびのびららら
12日（月）知恵袋講座
16日（金）おはなしいっぱい
20日（火）0歳児ママのつどい
26日（月）つくるよぺたぺた

 ３日（土）三角八丁
 ９日（金）1歳児ママのつどい
13日（火）ブックスタート
19日（月）0歳児ママのつどい
23日（金）ファミリーデー

■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  
　　　　　開館日時：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。

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24年10月12日現在〉

貸したい方・借りたい方の
登録受付中！

【お問い合わせ先】
　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
23 社ヶ丘 売却　木造２階建　価格応談
28　武居北 賃貸　木造２階建　月６万円
31　広瀬町 売却　木造２階建　1,300万円
32　南四王 賃貸　木造平屋建　月４万５千円
36 社東町 賃貸　木造平屋建　月５万円
39　町屋敷 賃貸/売却　木造２階建　価格応談

《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）43件　（内27件成約）　
●利用登録済者（買いたい等） 58人（内８人成約）

●登録物件情報

平成２４年分

平成２４年分 青色申告決算等説明会平成２４年分 青色申告決算等説明会

　下諏訪消防団
入団資格が拡大
されました。

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集陸上自衛隊高等工科学校生徒募集

宝くじの助成金で整備しました宝くじの助成金で整備しました

※要予約

しもすわ秋の産業フェスタしもすわ秋の産業フェスタ
第42回 下　諏　訪　町　農　業　祭
第 8 回 ＪＡ信州諏訪農業祭下諏訪会場
第42回 下　諏　訪　町　農　業　祭
第 8 回 ＪＡ信州諏訪農業祭下諏訪会場
と　き：11月10日（土）午前10時～
ところ：下諏訪総合文化センター イベント広場
と　き：11月10日（土）午前10時～
ところ：下諏訪総合文化センター イベント広場
　地元で採れた新鮮で安心
な各種野菜、リンゴ、花を
低価格で即売します。下諏
訪産米おにぎり、甘酒など
の無料配布、それいけアン
パンマンショーなどの催し
ものがあります。
　ぜひお出かけください。

■お問い合わせ先
　下諏訪町農業祭実行委員会
　電話27－1111（内線274）

■お問い合わせ先　諏訪税務署　電話52－1390
　○年末調整事務関係：法人課税第一部門
　○源泉徴収票等法定調書関係：個人課税第一部門

■お問い合わせ先　諏訪税務署　個人課税第一部門
　　　　　　　　　電話57－5211

● 説明会の日程・場所
開催月日

対象所得
営業・
不動産所得

農業所得

開催月日

11月16日（金）

11月26日
（月）
12月12日
（水）

時　　間 会　　場

下諏訪商工会館

すわこ農園センター
田中線センター

午後２時
～

午後４時

午後１時30分から
約２時間程度

下諏訪町役場
４階講堂

説明時間 開催場所

■お問い合わせ先　下諏訪町役場 総務課 企画係
　　　　　　　　　電話27-1111（内線258）


