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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　☎28－011912月の休日当番医院・歯科医院・薬局12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

●14日（土） 「クリスマスのフラワーアレンジメント」　10時半～
　クリスマスにぴったりのお花を作りましょう。※要予約
●21日（土） 「クリスマスコンサート」　11時～
　大勢おでかけください！

●９日（月） 「いとこ煮」　１1時半～
何と何がいとこなんでしょうか？おばあちゃんが郷土食を作りま
す。※お弁当とおわんを持参してください。

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ

12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 ―

釜口医院（岡谷市）
市瀬医院
小口医院（耳鼻咽喉科）（岡谷市）
川岸医院（岡谷市）
諏訪共立病院
祐愛病院（岡谷市）
平林医院（岡谷市）

山岡歯科医院（岡谷市）
笠原歯科医院（岡谷市）
はつお歯科クリニック（岡谷市）
たちばな歯科医院（岡谷市）
栗田歯科医院（岡谷市）
三輪歯科医院
下島歯科医院（岡谷市）

諏訪マタニティークリニック
今井内科・胃腸科クリニック（岡谷市）
諏訪共立病院
イマムラ脳神経外科クリニック（岡谷市）
溝口医院
山崎医院（岡谷市）
信濃医療福祉センター

ファミリー薬局（岡谷市）
かえで薬局
山一小口薬局（岡谷市）
川岸薬局（岡谷市）
ひまわり薬局
ウエルシア薬局岡谷長地店（岡谷市）
湖北堂薬局（岡谷市）

矢崎薬局（岡谷市）

土田薬局
矢崎薬局（岡谷市）
ひまわり薬局
アイビー薬局（岡谷市）
永田薬局

山一小口薬局（岡谷市）
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26－1717
22－3068
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28－2012
23－0222
22－3952

（眼科）22－2880
（内科）22－8863

28－6100
24－8688
28－2012
27－0019
27－6266
22－3287
27－8414

24－1801
26－1929
23－2206
24－3103
26－7226
26－2510
22－2325

23－7125

28－3232
23－7125
26－7226
26－1670
27－8123

23－2206

22－2472
22－2837
23－8345
22－1228
24－5756
27－3084
28－0333

 ２日（月）のびのびららら
 ５日（木）セカンドブック
10日（火）スクラップブッキング講座
14日（土）ファミリーデー
21日（土）ファミリーデー
 ※12月28日（土）～１月５日（日）まで休館になります。

 ３日（火）ファーストブック
 ９日（月）知恵袋講座
13日（金）1歳児ママのつどい
16日（月）0歳児ママのつどい
24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25年11月８日現在〉

ぬくぬくサークル子育て支援

新年祝賀名刺交換会開催
個人事業税（後期分）の納期限は１２月２日です

平成２５年度助成金給付先の募集
公益信託高島環境ボランティア基金

今年度、町の大腸検診を受けられなかった方へ
未使用容器返却のお願い消防団員募集

　個人事業税は、個人で製造業や請負業、物品販売業
あるいはアパート・土地等の貸付などを行っている方
に課税される県の税金です。後期分の納税通知書が届
きましたら12月２日（月）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。
■お問い合わせ先　諏訪地方事務所 税務課 課税係
　　　　　　　　　電話57－2909

　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。
★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。
■通報先・お問い合わせ先
・ 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）

　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、県民の環境問題に係る意識の向上
と、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。

●日　　　時　平成26年１月６日（月）
　　　　　　　午前10時から
●会　　　場　山王閣
●会　　　費　1,000円
●申込締切日　12月12日（木）
●申 込 場 所　主催各団体
　申込締切後のお申込みにつきましては、印刷等の関
係で、参会者名簿には掲載いたしかねますので、期日
までにお申込みください。
○主　催　下諏訪町／下諏訪商工会議所／
　　　　　信州諏訪農業協同組合下諏訪支所
■お問い合わせ先　下諏訪町 総務課 企画係（秘書）
　　　　　　　　　電話27－1111（内線210）

●開催日　平成25年12月16日（月）
　　　　　＜クリスマス会＞
●時　間　午前10時～11時まで
●場　所　下諏訪総合文化センター 軽体育室
●対象者　未就園児（０歳～３歳児）と未就園児に関

わっている人
●参加費　無料
●持ち物　室内用運動靴、飲み物（必要な方）
●その他　主催者にて傷害保険に加入し、会場での事

故は応急措置のみとします。
○主　催　下諏訪町更生保護女性会
■お問い合わせ先　下諏訪町 住民環境課 生活環境係
　　　　　　　　　電話27－1111（内線143）

　今年度、申し込みをした町の大腸検診を受けられな
かった方は、容器を未開封のまま返却してください。
　未使用の容器は再利用できるため、検診事業者にす
べて返却します。返却できない場合は、町が容器代を
支払うことになります。ご協力をお願いします。
●返却期限　12月27日（金）まで
●返 却 先　保健センター
　　　　　　町庁舎１階総合窓口
　　　　　　（窓口に回収箱を設置してあります）
■お問い合わせ先　下諏訪町保健センター
　　　　　　　　　電話27－8384

募 集 情 報募 集 情 報

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！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！

お 知 ら せお 知 ら せ

貸したい方・借りたい方の
登録受付中！

●登録物件情報

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

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

 № 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
46　富ヶ丘 売却　木造２階建　1,260万円
47　町屋敷 売却　木造平屋建　455万円
52 高　浜 賃貸　木造２階建　月４万９千円
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
《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） 57件（内36件成約）　
●利用登録済者（買いたい等） 80人（内10人成約）

■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。

委 託 者 高島産業㈱　代表取締役 小口武男

応募資格

助成金総額
助成対象期間
募集期間

提出書類

審　　査

給付予定

そ の 他

募集窓口

助成金額

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
１件あたり５万円～30万円程度で必要
と認められる額

所定の｢助成金給付申請書｣、その他必
要に応じた書類
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

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。
長野市岡田178-8　八十二銀行法人部
電話026－224－6113

平成26年４月以降

総額50万円（予定）
平成26年４月～平成27年３月
～平成25年12月30日（月）まで

心の通う友だちづくり、
　　広い場所でのびのび遊びましょう！

31日

1日

2日

3日

米山医院（岡谷市）
山岡歯科医院（岡谷市）

あさひ中央台歯科診療所

あさひ中央台歯科診療所

牛山医院歯科（岡谷市）

－ 灯油の流出事故に
　　　　　　注意してください －

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

22－2472

26－1414

26－1414

22－6422


