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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

13日

3日 木
6日 日

日
20日 日
23日 水
27日 日

急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日
諏訪共立病院
浜整形・形成外科医院
山崎医院
祐愛病院
諏訪共立病院
今井内科・胃腸科クリニック

ひまわり薬局
高市薬局
御子柴薬局
ウエルシア薬局岡谷長地店
ひまわり薬局
矢崎薬局

28－2012
24－3011
22－3287
23－0222
28－2012
24－8688

南信堂歯科医院
スマイル歯科医院
藤岡歯科医院
藤森歯科医院
浜歯科医院
ホワイト歯科医院

22－3341
24－0315
22－2138
22－1829
28－4649
28－2635

26－7226
22－0781
27－7056
26－2510
26－7226
23－7125

　本公益信託は、諏訪地域を中心に諏訪湖およびその周辺
河川の自然環境の保全に関する事業または活動に対して助
成を行い、長野県民の環境問題に係る意識の向上とともに、
豊かな自然環境の保全を図り、住みよい環境づくりに寄与
することを目的としています。上記の事業または活動を行
う個人・団体等に対して助成金を給付いたしますので希望
される方は要項に基づき募集窓口宛にご連絡ください。
[公益信託の概要]
・名　　称　　公益信託高島環境ボランティア基金
・委 託 者　　高島産業株式会社　代表取締役　小口武男
・主務官庁　　長野県
[募集の概要]
・応募資格　　諏訪地域を中心とする諏訪湖およびその周

辺河川の自然環境の保全に関する事業または
活動を行う方

・助成金額　　１件あたり５万円～30万円程度で必要と認
められる額

・対象期間　　平成24年４月～平成25年３月までの活動
・提出書類　　所定の「助成金給付申請書」他選考に必要

な書類
・提出期間　　平成23年11月30日（水）まで
・審　　査　　「公益信託高島環境ボランティア基金」運

営委員会の審査により給付の可否ならびに金
額を決定する

・給付予定　　平成24年４月以降
・そ の 他　　過去に助成金を受給された個人、団体でも

再応募できます。
※ 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（募集窓口）
　　長野市岡田178－８　㈱八十二銀行法人部（信託担当）
　　　　　　　電話026－224－6113

講　演
　　「食物アレルギー　安全に、早く食べられるための方法」
講　師　重田こども・アレルギークリニック院長
　　　　日本アレルギー学会代議員　重田　誠 先生
日　時　平成23年11月26日（土）
　　　　午後３時開催（２時30分開場）
対　象　食物アレルギーの子どもにかかわる医療・教育関係者、
　　　　栄養士、保護者など
参加費　無料
会　場　茅野市役所　８階大ホール
主　催　諏訪小児食物アレルギー研究会
後　援　岡谷市医師会、諏訪市医師会、諏訪郡医師会、諏訪６市

町村および諏訪６市町村教育委員会

　裁判員制度は、平成21年５月21日から施行され、平
成22年には8,673人の方が裁判員として裁判に参加され
ています。
　国民の皆さまの積極的な参加により、裁判員制度は円
滑に実施されています。裁判員制度は、国民の皆さまの
ご協力なしには成り立たない制度ですので、引き続きご
理解とご協力をお願いします。
★裁判員候補者名簿記載通知について★
　平成24年の裁判員候補者名簿に登録された方には、
本年11月中旬に名簿に登録されたことの通知（名簿記
載通知）をお送りします。この通知は、裁判員に選ばれ
る可能性があることを事前にお伝えし、あらかじめ準備
をしていただくためのものです。なお、この段階では、
まだ具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわけではあ
りませんのですぐに裁判所にお越しいただく必要はあり
ません。実際に裁判所にお越しいただくことになった場
合には別途お知らせします。　第２区自主防災会は、（財）長野県市町村振興協会の平

成23年度コミュニティ助成事業（地域防災組織育成助
成事業）を活用し、災害発生時の情報伝達を迅速に行い、
より地域住民に密着した救援活動を行うため、第２区事
務所及び各町内会長に携帯型無線機及びテント等を購入
しました。
◆事業内容
携帯型無線機、固定型無線機、基地局アンテナ、テント、
メガホン、発電機、担架等の購入
◆事業費総額　約208万円（うち助成額200万円）

　（財）長野県市町村振興協会は、自主的な住民のコミュ
ニティ活動の促進を図ることにより、地域の連帯感の醸
成や自治意識の向上など、市町村の振興、発展に寄与す
ることを目的として、市町村が行うコミュニティ事業に
対して助成を行っています。

■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）

　業務改善助成金は、事業場で最も低い時間給を４年以
内に800円以上に引上げる計画を策定し、１年当たり40
円以上の引上げを実施し、就業規則の作成・改正、賃金
制度の整備、労働能力の増進に資する設備・器具の導入、
研修等の業務改善を行った場合に、その経費の２分の１
を助成（上限100万円）します。
■お問い合わせ先　　長野労働局労働基準部賃金室
　　　　電話026－223－0555
　　　諏訪・上伊那最低賃金相談支援コーナー
　　　　電話0266－78－4030

「高島環境ボランティア基金」のご案内「高島環境ボランティア基金」のご案内 第２回諏訪小児食物アレルギー研究会第２回諏訪小児食物アレルギー研究会

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10月13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　木造平屋建　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）
28　武居北 賃貸　木造２階建　月６万円
30　星が丘 賃貸　木造平屋建　月４万円
31　広瀬町 売却　木造２階建　1,500万円

●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）31件　（内17件成約）　
●利用登録済者（買いたい等） 43人（内６人成約）

★子育て講座について【親子ふれあいあそび】★
　11月19日（土）　10：30～11：30
場所：下諏訪町子育てふれあいセンター（旧第三保育園）
運動保育士・立木勇太先生による親子ふれあいあそびを行います。
参加希望の方はセンターまでご連絡ください。
★三角八丁お楽しみ会（子育てふれあいセンター見学会）★
　11月５日（土）　10：00～15：00
　子育てふれあいセンターの見学会を兼ねてお楽しみ会も行います。
11：00～・13：00～読みきかせを行います。

○ファミリーサポート育児ヘルパー○
　参観日、通院などお子さんをお預かりします。
○年齢別ママのつどい○
同じ年齢のお子さんを持ったお母さん向けの講座です。子育ての
悩みやヒントを出し合います。０歳児ママは月２回行います。
○各種講座○
おはなしいっぱい、作るよぺたぺたなど親子・高齢者で楽しめる
講座です。
○ファミリーデー○　昔ながらの行事の伝承を行います。
○知恵袋講座○　　　高齢者から楽しい活動を教えてもらいます。
○ブックスタート○
６ヶ月のお子さんに絵本と育児書のプレゼントを行っています。

※その他、おもちゃや育児書の貸し出しも行っています。
※センター事業のお手伝いをしてくださるボランティアさんの募集
を行っています。一緒に活動を行ってもらえる方はセンターまで
ご連絡ください。

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ

４日（金）１歳児ママのつどい
８日（火）おはなしいっぱい
11日（金）０歳児ママのつどい
19日（土）子育て講座（親子ふれあいあそび）
24日（木）スクスク０歳児
28日（月）誕生会

５日（土）三角八丁お楽しみ会
10日（木）のびのび体操
18日（金）ブックスタート

25日（月）２、３歳児ママのつどい
29日（火）作るよぺたぺた

11月の行事予定

ー１１月から旧第三保育園（御田町３１３２－１）で開所しますーー１１月から旧第三保育園（御田町３１３２－１）で開所しますー

～下諏訪町子育てふれあいセンターでは
　　　　　　　　　　　　こんな活動を行っています～

～下諏訪町子育てふれあいセンターでは
　　　　　　　　　　　　こんな活動を行っています～

松本技術専門校平成24年度入校生募集松本技術専門校平成24年度入校生募集松本技術専門校平成24年度入校生募集

■お問い合わせ先　諏訪小児食物アレルギー研究会事務局
　　　　　　　　　電話：73－0731　FAX：73－0875

裁判員制度
～まもなく名簿記載通知を発送します！～～まもなく名簿記載通知を発送します！～

■お問い合わせ先
　長野地方裁判所事務局
　　　　総務課　庶務係
　電話026－403－2008

詳しくは裁判員ウェブサイト
または下記までご連絡ください。

＜名簿記載通知の封筒イメージ＞

平成23年度 親子ふれあい講演会平成23年度 親子ふれあい講演会
父 いかりや長介の人生哲学父 いかりや長介の人生哲学
◆日　時　11月18日(金)　午後６時開場
　　　　　午後６時30分開演
◆場　所　下諏訪総合文化センター
　　　　　小ホール
◆講　師　いかりや 浩一 氏
　　　　　㈱ドリフターズ取締役社長
◆内　容
　　親子の関わり方について、長介さんが高視聴
　率番組に携わり、多忙な生活を送りながらも、厳格な父親
　として子に接していたことを紹介します。
◆主　催　下諏訪町青少年健全育成協議会
■お問い合わせ先　下諏訪町役場 教育こども課 子育て支援係
　　　　　　　　　電話27-1111（内線714）

入場無料

助成先を募集します

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

■お問い合わせ先　子育てふれあいセンター（御田町3132－1）
　　　　　　　　　電話・ＦＡＸ：27－5244

中小企業への助成金支給のご案内中小企業への助成金支給のご案内

科名
定員

選考方法

電気システム科
20人

受付期間 選考日 合格発表日

自動車整備科
25人

建築科
20人

建築設備科
20人

●募集科名及び定員

●訓練期間
　平成24年４月から平成26年３月の２年間
●募集日程

●応募資格
　次のいずれかに該当し、技術・技能の習得に意欲がある者
・高等学校を卒業した者
　（平成24年３月までに卒業見込みの者を含む）
・上記と同等以上の学力を有すると認められる者で、
　平成６年４月１日以前に生まれた者
■お問い合わせ先　長野県松本技術専門校
　　　　　　　　　電話0263－58－3158

11月１日（火）～
11月15日（火） 11月25日（金）12月２日（金）一般入試

■お問い合わせ先　長野労働局労働基準部賃金室
　　　　　　　　　電話026－223－0555

長野県最低賃金が平成23年10月１日から694円
に改定されました。


