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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

●６日（土）　親子でクリスマスケーキを作ろう　10時半～
・予約が必要です。

●13日（土）　開放日

●２日（火）　子どもがワクワクするお弁当を作ろう　10時半～
・予約が必要です。

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  ―

― 食育応援隊講座  ―― 食育応援隊講座  ―

サツマ外科医院（岡谷市）
市瀬医院
小谷内科医院（岡谷市）
山崎医院（岡谷市）
溝口医院

酒井医院（岡谷市）
小野医院（岡谷市）
諏訪共立病院
林内科・循環器科クリニック（岡谷市）
諏訪マタニティクリニック
牛山医院（岡谷市）
高浜医院
浜整形形成外科医院（岡谷市）
諏訪共立病院
野村ウィメンズクリニック（岡谷市）

山田歯科医院（岡谷市）
なわ歯科医院（岡谷市）
藤森歯科医院（岡谷市）
浦野歯科医院（岡谷市）
太田歯科医院（岡谷市）
大滝歯科医院（岡谷市）
ジュンデンタルクリニック（岡谷市）
アルプス矯正・
小児歯科クリニック（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

笠原歯科医院（岡谷市）

はつお歯科クリニック（岡谷市）
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矢崎薬局（岡谷市）
かえで薬局
アイビー薬局（岡谷市）
山一小口薬局（岡谷市）
永田薬局

湖北堂薬局（岡谷市）
長地中央薬局（岡谷市）
ひまわり薬局
御子柴薬局（岡谷市）
土田薬局

ファミリー薬局（岡谷市）

高市薬局（岡谷市）
ひまわり薬局
アイン岡谷薬局（岡谷市） 23－2808

23－7125
26－1929
26－1670
23－2206
27－8123

22－2325
26－2522
26－7226
27－7056
28－3232

24－1801

22－0781
26－7226

 １日（月）うたのぽけっと  ２日（火）お弁当講座
 ５日（金）ファーストブック  ６日（土）ファミリーデー
 ９日（火）スクラップブッキング講座
12日（金）2・3歳児ママ講座 13日（土）ファミリーデー
15日（月）0歳児ママ講座 19日（金）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11月12日現在〉

上下水道料金のコンビニ収納が始まります

新年祝賀名刺交換会開催

諏訪地域の防災・災害情報をスマホで！
コミュニティーFM 周波数76.9MHz

～明治大学－信州大学連携協定 第１回講演会～
信州の黒曜石研究のいま

消防団員募集

　エルシーブイFM769の放送を、スマートフォンで
聞くことができるアプリが公開されました。緊急時に
おいて、ラジオは貴重な情報入手ツールになります。
災害の備えとして、利用してみてはいかがですか。
【特徴１】災害時には、ラジオがなくても臨時災害放

送局※の災害情報を入
手できます。

【特徴２】インターネットに接続
できる環境であれば、
ラジオの電波圏外でも、
FM769の放送を聞くこ
とができます。

【特徴３】６市町村の防災メール
を、選択して受信する
ことができます。

【特徴４】無料で利用できます。
　　　　　（通信料を除く）
※臨時災害放送局…大規模な災害
が発生した場合に、役立つ情報
を放送する臨時的なラジオ放送のことです。
※ＱＲコードの読み取りには、読み取り用のアプリが
必要です。また、ダウンロードには別途通信料が発
生します。
■問い合わせ　エルシーブイ株式会社
　【フリーダイヤル】0120－123－833
　【電　　話】53－3833
　【受付時間】平　　日：９時～17時
　　　　　　　土日祝日：９時～18時
　【LCVFMホームページ】http://lcvfm769.jp/
　【LCVホームページ】http://www.lcv.jp/

　上下水道料金が平成26年12月１日から、全国のコ
ンビニでの納付が可能となります。コンビニ収納は、
土・日・祝日や夜間など、いつでも納付でき、手数料
もかかりません。ぜひご利用ください。
◆コンビニで使用できない納付書
下記の納付書はコンビニで使用できませんのでご注
意ください。
　○金額を訂正した場合
　○コンビニ取扱期限を過ぎた場合
　○バーコードの印字がない場合
　○バーコードの読み取りができない場合
　○合計金額が30万円を超える場合
※11月30日以前にお送りした納付書は、コンビニ
では使用できません。

■問い合わせ　下諏訪町 建設水道課 水道温泉経理係
　　　　　　　電話27－1111（内線224・226）

◆　日　　　時　平成27年１月５日（月）
　　　　　　　　午前10時から
◆　会　　　場　ホテル山王閣
◆　会　　　費　1,000円
◆　申込締切日　12月12日（金）
◆　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、参加者名簿には掲載いたしかねますので、必ず
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
■問い合わせ　下諏訪町 総務課 企画係（秘書）
　　　　　　　電話27－1111（内線210）

◆日　時　平成26年12月７日（日）
　　　　　午後１時～午後５時
◆場　所　諏訪市文化センター　第２集会室
　　　　　〒392－0027 長野県諏訪市湖岸通5－12－18
　　　　　電話58－4807
◆参加費　無料
☆主　催　明治大学・信州大学・明治大学黒曜石研究

センター・信州大学地域戦略センター
☆共　催　諏訪市教育委員会・下諏訪町教育委員会
※詳しい内容、お申込みは下記へ連絡してください。
■問い合わせ
　　　　信州大学研究推進部　電話0263－37－2087
　　　　明治大学研究推進部　電話03－3296－4361

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。

下記QRコードか
らダウンロード
iPhone用

Android用

■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
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

■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。

●アクアツール・エクササイズ（定員10名）
　日時：12月12日、19日、26日
　時間：14：00～15：00
●冬至・特別講座（定員10名）
日時：12月22日
時間：10：00～11：00

♨ふろの日健康講座♨（12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♨（12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。
●ゆたん歩 健゚康学級（定員12名）
　日時：12月11日、18日、25日
　時間：10：00～11：30

「ゆたん歩°」

※毎週水曜日はBPプログラム（赤ちゃんプログラム）があります。

♨お知らせ♨
12月22日にゆず湯を行います。この機会に
ゆたん歩ﾟへお越しください。
からだポカポカ！みんなで健康増進！

H27.1月


