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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　☎28－01191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
矢崎薬局
土田薬局
御子柴薬局
かえで薬局
湖北堂薬局
ひまわり薬局
梅垣薬局
アイビー薬局
菜の花薬局
山一小口薬局
矢崎薬局

23－7125
28－3232
27－7056
26－1929
22－2325
26－7226
23－4888
26－1670
26－1500
23－2206
23－7125
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急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日
山田外科医院
信濃医療福祉センター
小口医院（耳鼻咽喉科）
市瀬医院
酒井医院
諏訪共立病院
野村ウィメンズクリニック
イマムラ脳神経外科クリニック
あざみ胃腸科クリニック
今井内科・胃腸科クリニック
サツマ外科医院

あさひ中央台歯科診療所

あさひ中央台歯科診療所

小口歯科第２クリニック

22－2382
27－8414
22－3068
26－1717
22－2121
28－2012
24－1103
27－0019
28－0505
24－8688
22－5180

26－1414

26－1414

28－2883

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22年12月８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257）
　E-mail kikaku@town.shimosuwa.lg.jp
　http://www.town.shimosuwa.lg.jp/info

 № 所在地 賃貸等　　　　　　条件等
 ７ 清水町　売却　木造２階建、1,250万円
 ９ 赤砂　　売却　木造２階建、築29年
 10 北高木　売却　木造２階建、1,530万円（応談）
 12 西四王　賃貸　木造平家建、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
 17 上久保　賃貸　木造２階建、月6万円
 19 町屋敷　賃貸　木造平家建、月3万5千円、売400万円
 20 東山田　賃貸　木造平家建、月４万５千円
 21 富ヶ丘　賃貸　木造２階建、月３万5千円
 22 東山田　売却　木造２階建、1,190万円
 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、1,400万円（応談）

●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）24件　（内11件成約）　
●利用登録済者（買いたい等） 36人（内６人成約）
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戦後強制抑留者の皆様へ戦後強制抑留者の皆様へ
　シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付金の請求受
付が、平成22年10月25日（月）から始まりました。
■対象者　戦後強制抑留者で平成22年６月16日に日本国

籍を有するご存命の方です。
■請求受付期間　平成22年10月25日～平成24年３月31日

です。
■当基金から請求書類をお送りします。まだお手元に届
いていない方は、当基金にお電話ください。
　※問い合わせ先
　　　　独立行政法人　平和祈念事業特別基金
　　　　　　　　事業部特別給付金担当
　　　☎0570－059－204（ナビダイヤル）
　　　　（IP電話、PHSからは03-5860-2748）
　　　　受付時間　平日９：00～18：00
　　　　（土・日曜日、祝日はご利用いただけません）

　お口の健康と全身の健康との関わり合いについてご存
知ですか？
最近話題のテーマについての貴重な講演会です。みなさ
んお誘い合わせのうえ是非ご参加ください。
○演　題　「歯周病と全身の健康との関わり合い」
○日　時　平成23年１月23日（日）
　　　　　　　午後１時～午後２時30分
○講　師　松本歯科大学歯科保存学
　　　　　第１講座教授　吉成 伸夫 先生　
○場　所　下諏訪総合文化センター 小ホール
○主　催　岡谷下諏訪歯科医師会、下諏訪町、岡谷市
※ 問い合わせ先　町保健センター　電話27-8384

　知的障害者通所授産施設「第２この街学園」
では、アルミ缶・アルミサッシなどご家庭にあ
る不用のアルミ類を集めていますのでご協力く
ださい。缶をつぶすことも一つの仕事・作業と
して行っています。
○カラの状態であれば、汚れていてもＯＫ！
○量が多くてこまっている方や持ち込みの出来
ない方は、こちらで回収に伺います。
○「セブンイレブン湖岸通り店」にも、専用ボ
ックスを設置させてもらっています。
◎問い合わせ先　 
　下諏訪町南四王１部6129－７
　　　　社会福祉法人 第２この街学園
　☎27－8974　FAX.27－8975

　（社）日本損害保険協会では、交通事故
の相談にいつでも無料でご相談に応じてい
ます。
　交通事故にあわれてお悩みの方は、お気
軽にご相談ください。
○相談日　月曜日～金曜日（祝日を除く）
　　9：00～12：00　13：00～17：00
※来訪される場合は、事前に連絡ください。
○弁護士相談日　毎月第2･4木曜日
　　13：00～16：00
　※予約制要面談

※お問い合わせ
長野自動車保険請求相談センター
　　☎026－226－3582

　長野県行政書士会では、下記のとおり対面及び電話による
無料相談会を開催します。
■日時　平成23年１月19日（水）
　　　　午前10時から午後３時
■場所　長野県行政書士会館（長野市南県町1009-3）
■内容　相続手続・遺言、各種契約書等の手続きなど
※お問い合わせ  長野県行政書士会 ☎026－224－1300

諏訪市にある長野県福祉大学校では、来年度の保育学科の学
生募集を実施します。
■出願期間　平成23年１月11日（火）～１月21日（金）
■試 験 日　平成23年２月１日（火）
■募集人員　25名
※お問い合わせ   長野県福祉大学校  ☎57－4821

交通事故にあわれた方の
ご相談に専門の相談員が応じます
交通事故にあわれた方の
ご相談に専門の相談員が応じます

長野県行政書士会 無料相談会を開催します！

長野県福祉大学校学生募集

無料相談会を開催します！

長野県福祉大学校学生募集 ―保育学科―　

「歯科公開講座」開催のお知らせ「歯科公開講座」開催のお知らせ ～社会福祉法人 第２この街学園～

アルミ缶集めています！

みんなで守ろう文化財
文化財防火デー　１月26日

〈文化庁、消防庁〉
国民共通の財産である文化財
を火災などから保護し、後世
に伝えていくことは私たちの
重要な責務です
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　長野県内の事業所で働く全ての労働者
と、労働者を一人でも使用している全て
の使用者に適用される「長野県最低賃
金」が、平成22年10月23日から時間額
693円になりました。

　平成22年工業統計調査を12月31日現在で行います。
調査の実施に当たっては、本年12月末から来年１月
にかけて調査員がお伺いします。
　なお、調査票に記入していただいた内容について
は、統計法に基づき秘密が厳守されますので、正確
な記入をお願いします。
◆問い合わせ先　総務課 情報防災係　内線261

長野県最低賃金は、時間額 693円長野県最低賃金は、時間額 693円
～平成22年10月23日から適用～

製造事業所の皆様へ
平成２２年工業統計調査に
　　　　　ご協力ください
平成２２年工業統計調査に
　　　　　ご協力ください

施　設　名　称　等

役場・子育て支援センター・老人福祉センター
保健センター・協働サポートセンター
公民館・勤労青少年ホーム・図書館
諏訪湖博物館赤彦記念館
総合文化センター・体育館 
清掃センター 27－9240
し尿処理（汲み取り収集） 27－6208
湖北火葬場（湖風苑） 22－2014
社会福祉協議会、在宅介護支援センター 26－3377
諏訪共立病院内在宅介護支援センター 27－1195
グレイスフル内在宅介護支援センター 26－7000

※ただし、緊急の場合は対処します。
※ただし、緊急の場合は対処します。
※ただし、緊急の場合は対処します。

※ただし、緊急の場合は対処します。
※ただし、緊急の場合は対処します。
※ただし、緊急の場合は対処します。

年末年始業務案内　ご協力をお願いします年末年始業務案内　ご協力をお願いします ■をかけてある日は、業務をお休みします。

さつき歯科医院
なわ歯科医院
はつお歯科クリニック
たちばな歯科医院
栗田歯科医院

27－5858
26－0648
23－8345
22－1228
24－5756


