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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11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

●３日（月）　「三角八丁」　９時～15時
・「絵本・児童書の譲渡会」　９時～
　　～無料で本がもらえます～
・「おばあちゃんともちつき」　11時～

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  ―

よねやま内科クリニック（岡谷市）
諏訪共立病院
川岸医院（岡谷市）
釜口医院（岡谷市）
武井医院
祐愛病院（岡谷市）
イマムラ脳神経外科クリニック（岡谷市）

22－8863
28－2012
22－2562
22－2089
27－8029
23－0222
27－0019

22－3871
23－8427
27－3838
23－8100
22－2472
28－0333
27－3084

矢崎薬局（岡谷市）
ひまわり薬局
川岸薬局（岡谷市）
ファミリー薬局（岡谷市）
永田薬局
ウエルシア薬局岡谷長地店（岡谷市）
アイビー薬局（岡谷市）

前川歯科医院（岡谷市）
三井歯科医院（岡谷市）
溝口歯科診療所
アポロ歯科医院（岡谷市）
山岡歯科医院（岡谷市）
下島歯科医院（岡谷市）
三輪歯科医院

23－7125
26－7226
24－3103
24－1801
27－8123
26－2510
26－1670

 ３日（月）三角八丁　　　　　４日（火）ファーストブック
 ７日（金）1歳児ママ講座　　10日（月）うたのぽけっと
19日（水）0歳児ママ講座「ベビーマッサージ」
25日（火）おはなしいっぱい

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26年10月15日現在〉

三角八丁其の二十二開催！

しもすわ秋の産業フェスタ

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集

～講座メニューが追加されました～

平成２６年度

“まちづくりおでかけトーク”

消防団員募集

個人事業税（後期分）の納期限は１２月１日（月）です

●と　き：11月８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
　産業フェスタでは地元
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。
　ご近所お誘い合わせのうえお出かけください。
■問い合わせ　下諏訪町農業祭実行委員会
　　　　　　　電話27－1111（内線276･277）

 陸上自衛隊高等工科学校とは、国際社会で自信を持
って対応できる自衛官となるために、中学校卒業者を
対象に採用する制度です。
●受付期間　平成26年11月１日（土）～
　　　　　　　　　平成27年１月９日（金）まで
●応募資格　15～17歳男子 
　平成10年４月２日～平成12年４月１日までに
　生まれた男子で、中学卒業者、卒業見込みの者
●試験期日　平成27年１月24日（土）
●試験内容　筆記・口述試験及び身体検査
※詳しい内容は下記までお問合せください。
■問い合わせ　自衛隊長野地方協力本部
　茅野（諏訪）地域事務所　電話82－6785

　ぶらりしもすわ三角八丁（其の二十二）が今秋も
11月３日（月・祝）に開催されます。今回も長持ち
の練り歩きや太鼓の演奏、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20
号線沿いの大灯籠を結んだ三角形を呼びます。
●開 催 日　平成26年11月３日（月・祝）
●開催時間　午前10時～午後３時（イベントにより異なります）
●開催場所　三角八丁エリア

「認知症サポーター養成講座」
●内　容
 認知症を理解し、認知症の人やその家族を温かい
目で見守る「認知症サポーター」になる。
●時　間　60分　／　●担当課　健康福祉課
※おでかけトークでは、他にも様々な講座をご用意し
ておりますのでぜひご利用ください。
●申し込み方法
　受講申込書に必要事項をご記入の上、各講座担当
課までご提出ください。講座メニュー、受講申込書
は、総務課企画係にご用意しております。また、町
ホームページからもダウンロードできます。
■問い合わせ　下諏訪町 総務課 企画係
　　　　　　　電話27－1111（内線258）

　個人事業税は、個人で製造業・請負業・物品販売業・
不動産貸付業・医業などを行っている方に課税される
県の税金です。後期分の納付書がお手元に届きました
ら納期限までにお近くの金融機関または地方事務所税
務課窓口で納めてください。
■問い合わせ　長野県諏訪地方事務所税務課 課税係
　　　　　　　電話57－2909

募 集 情 報募 集 情 報

お 知 ら せお 知 ら せ

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

■問い合わせ
　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。

■問い合わせ　下諏訪観光協会　電話26－2102

第44回下　諏　訪　町　農　業　祭
第10回ＪＡ信州諏訪農業祭下諏訪会場

昨年の様子

■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
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/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
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
77 東山田 賃貸 木造２階建 応相談

　灯油の流出事故の多くが、一般家庭から、しかも
給油中に目を離してしまったといった不注意による
ものです。ほんの少しの量の灯油でも、河川や土壌
など環境に与える影響は大きいのです。
★給油中は絶対にその場を離れないでください。
★ホームタンクには防油堤を設置しましょう。
★日ごろからホームタンクのバルブや配管、防油堤
の排水コックなどをしっかり確認しましょう。
★灯油が流出してしまったら、すぐに消防署と役場
住民環境課へ通報してください。

■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。

給油中は絶対に離れちゃダメ！給油中は絶対に離れちゃダメ！

♨ふろの日健康講座♨（11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♨（11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。
●アクアツール・エクササイズ（定員10名）
　日時：11月５日、12日、19日、26日
　時間：14：00～15：00
●ゆたん歩 健゚康学級（定員12名）
　日時：11月６日、13日、20日、27日
　時間：10：00～11：30
●初心者・水中歩行教室（定員８名）
　日時：11月６日、13日、20日、27日
　時間：14：00～15：00
●ペア・ストレッチ教室（定員12名）
　日時：11月10日
　時間：10：00～11：00

「ゆたん歩°」
高浜健康温泉センター

－ 灯油の流出事故に注意してください －

～CSP講座のお知らせ～
　11月13日（木）～12月４日（木）
　毎週木曜日　午前10時～正午

給油が終わるまで離れない！
バルブや配管をチェック
防油堤を設置しましょう。
排水コックは必ず閉めて！

■通報・問い合わせ
・下諏訪消防署 予防係
　電話28－0119
・住民環境課 生活環境係
　電話27－1111（内線142）


