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「ゆたん歩°」

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。
※歯科診療は「保険証・老人手帳を必ずお持ちください。午前中のみの診療となります。」

※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

●７日（土）　三角八丁もちつき
毎年好評のおばあちゃん達とのおもちつきです。
つきたてお餅を召し上がれ！

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ
― ファミリーデー  ―― ファミリーデー  ―

土地家屋調査士の行う無料相談会
諏訪会場開催のご案内

消防団員募集

所得申告のため資料が必要な方へ

三角八丁其の二十四開催！！

下諏訪町消防団入団資格が拡大されました。
　下諏訪町消防団では町内に居住する者及び、町内へ
の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。
■問い合わせ　下諏訪町 消防課 庶務係
　　　　　　　電話28－0119

　所得申告に必要な平成27年中に支払った国民健康保
険税または後期高齢者医療保険料額がわかる資料が必
要な方は、町庁舎１階③から⑤番の窓口国保年金係ま
でお越しください。
（個人情報保護のため、お電話でのお問い合せはでき
ません）
【ご持参いただくもの】
　＊国民健康保険証または後期高齢者医療保険証
　＊本人確認のできるもの（運転免許証など）
◎代理の方がお越しになる場合
　＊本人確認のできるもの（運転免許証など）
　＊委任状または本人との関係が確認できるもの。
　来庁が困難な方には、本人宛に限り郵送しますので
お申し出ください。また郵送をご希望される方は、日
数に余裕をもってご依頼ください。
　本人であっても、電話でのお問い合せはできません
ので、ご理解ご協力をお願いいたします。
■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137・140）

しもすわ秋の産業フェスタ

　産業フェスタでは地元で採れた新鮮で安心なりんご、
野菜、花を低価格で即売します。また、下諏訪産米お
にぎり、甘酒などの無料配布、妖怪ウォッチジバニャ
ンショーの催しものもあります。ご近所お誘いのうえ
お出かけください。
※駐車場に限りがありますのでなるべく車でのご来場
はご遠慮ください。
■問い合わせ　下諏訪町農業祭実行委員会
　　　　　　　電話27－1111（内線274・275）

　今秋のぶらりしもすわ三角八丁(其の二十四)の開催
日が、11月７日(土)に決定しました。今回も長持ちの
練り歩きや、ハロウィンイベント、下諏訪のおいしい
ものが集まる「うまいもん市」、参加型のスタンプラ
リーなど盛りだくさんの企画を予定しております。さ
わやかな秋空の下、まちに歩きに出かけませんか？
※三角八丁とは諏訪大社下社秋宮と春宮、国道沿いの
大灯籠を結んだ三角形を呼びます。
●開 催 日　平成27年11月７日（土）
●開催時間　午前10時～午後３時
　　　　　　（各イベントで異なります）
●開催場所　三角八丁エリアを中心とした各所

◆日　　時　平成27年11月28日（土）
　　　　　　受付　午後１時～午後４時
　　　　　　終了　午後５時
◆相談時間　１件30分まで
◆会　　場　諏訪市公民館２階　203号室
　　　　　　（諏訪市湖岸通り五丁目12番18号）
◆相談内容　①土地の境界に関するトラブル悩み
　　　　　　②土地・建物に関する登記等のこと
■相談・予約　
　受付窓口　長野県土地家屋調査士会事務局
　　　　　　電話（026）232－4566
　受付時間　午前10時～午後５時
　　　　　　（正午から午後１時を除く）

お 知 ら せお 知 ら せ

募 集 情 報募 集 情 報

歯科当番医（診療時間9：00～正午） 当番薬局
1日
3日
8日
15日
22日
23日
29日

日
火
日
日
日
月
日

急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日
28－2776
28－2012
28－9933
26－8100
27－6266
22－6680
78－1192

26－0648
28－4649
28－6586
21－1555
22－3341
24－0315
22－2138

26－2522
26－7226
26－2510
27－7056
27－8123
22－0781
23－4888

小野医院（岡谷市）
諏訪共立病院
今井整形外科（岡谷市）
林内科・循環器科クリニック（岡谷市）
溝口医院
つるみね共立診療所（岡谷市）
牛山医院（岡谷市）

なわ歯科医院（岡谷市）
浜歯科医院
林歯科医院
ララ歯科医院（岡谷市）
南信堂歯科医院（岡谷市）
スマイル歯科医院（岡谷市）
藤岡歯科医院（岡谷市）

長地中央薬局（岡谷市）
ひまわり薬局
ウエルシア薬局岡谷長地店（岡谷市）
御子柴薬局（岡谷市）
永田薬局
高市薬局（岡谷市）
梅垣薬局（岡谷市）

11月の行事予定

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27年９月30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
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
67 南高木 賃貸 木造２階建 月6万円/応相談
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
78 湯田町 売却 木造２階建 500万円
79 新　町 賃貸/売却 木造２階建 月5万円/480万円
83 菅野町 賃貸 木造２階建 月6万円
84 東高木 売却 木造平屋建・２階建　3,465万円
85 武居北 賃貸 木造２階建 月6万円
86 東高木 賃貸 木造２階建 月6万5千円
88 立　町 賃貸 木造２階建 月5万6千5百円
89 社東町 賃貸 木造２階建 月4万5千円
90 西赤砂 賃貸 木造平屋建 月4万9千5百円
91 社東町 賃貸 木造平屋建 月5万円
92 矢木西 賃貸 木造２階建 月5万7千円
93 西赤砂 賃貸 木造平屋建 月6万2千円
95 新町上 賃貸/売却 木造２階建 応相談
96 下屋敷 売却 鉄筋コンクリート・２階建　780万円
97 西高木 売却 鉄骨３階建　3,500万円
98 星が丘 賃貸 木造平屋建 月4万4千円
99 西四王 売却 木造３階建　2,200万円
100 東鷹野町 賃貸 木造２階建 月6万5千円

　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をお願いします。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。
○通報先・問い合わせ先
・下諏訪消防署予防係　　電話28－0119
・下諏訪 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　
※教室の参加方法等、詳しくは町のホームページまたはお電話ください。

♨ゆたん歩 の゚日　健康相談♨（11月20日）
９：30～12：00
♨ゆたん歩 の゚日　健康ミニ講座♨（11月20日）
10：00～11：00

※健康相談とミニ講座は当日ご自由に参加していただけます。

11月単発講座
●脚と健康（定員10名）
日にち：11月26日（木）　
時　間：午前10時00分～午前11時00分

　※参加には事前申込みが必要です。

◇11月のゆたん歩 の゚日は20日㈮です◇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!!

■問い合わせ　下諏訪町子育てふれあいセンター  ぽけっと  
　　　　　　　電話・FAX：27－5244

10日（火）ファーストブック
18日（水）2・3歳児ママ講座
30日（月）1歳児ママ講座

 ５日（木）セカンドブック
 ７日（土）ファミリーデー　三角八丁　もちつき
 ９日（月）2・3歳児ママ講座
16日（月）おはなしいっぱい
24日（火）0歳児ママ講座

BP講座
11月　６日（金）、12日（金）
　　　20日（金）、27日（金）
時間：10時～12時／定員：８名

※情報は町ホームページでもご覧いただけます。

保健師による体組成測定と個別相談

健康運動指導士による簡単エクササイズ

ＢP講座とは…親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがきた”初めて
の赤ちゃんを育てているお母さん対象に赤ちゃんへの
接し方を学ぶ講座です。生後２か月から６か月ぐらい
のお子さんとお母さんが対象です。

みなさまのお越しをお待ちしております♪みなさまのお越しをお待ちしております♪

■問い合わせ　下諏訪観光協会　電話26－2102

ゆたん歩゜アピールポイント!!
マッサージ機を２台から４台に増台し利用しやすくなり
ました。足湯は無料でご利用できます！!

ー 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 ー


