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諏訪湖

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

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ

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。

役場・子育てふれあいセンター・保健センター・老人
福祉センター・し尿処理【汲み取り収集】（27－6208）

諏訪共立病院内在宅介護支援センター （27－1195）
社会福祉協議会、在宅介護支援センター （26－3377）
湖北火葬場【湖風苑】 （22－2014）
清掃センター （27－9240）

総合文化センター・公民館・勤労青少年ホーム・
体育館・諏訪湖博物館赤彦記念館 

※ただし、緊急の場合は電話対応します。※ただし、緊急の場合は電話対応します。
※ただし、緊急の場合は電話対応します。※ただし、緊急の場合は電話対応します。
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1月
施　設　名　称　等

協働サポートセンター

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12月11日現在〉

貸したい方・借りたい方の
登録受付中！

●登録物件情報
●25日（土）　「わらべうたベビーマッサージ」　
　　　　　　　１0時半～

●10日（金）　「まゆだまづくり」　１0時半～
小正月の行事をぽけったーさんと一緒に行います。

1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 ―

 ８日（水）CSPフォローアップ
14日（火）ファーストブック
20日（月）のびのびららら
27日（月）おはなしいっぱい

 ６日（月）0歳児ママのつどい
10日（金）知恵袋講座
17日（金）1歳児ママのつどい
25日（土）ファミリーデー
31日（金）2・3歳児ママのつどい

■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  
　　　　　　　　　開館日時：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。

図書館

学生寮長善館平成２６年度入館生募集

家屋を取り壊したときは届出を！

身近な生活道路の除雪にご協力を！

県道 岡谷茅野線「釜口橋」全面通行止め

　平成25年１月２日から平成26年１月１日までの間に、
家屋の取り壊しをした場合は必ず届出をお願いします。
ただし、法務局で滅失の登記を済ま
された場合は必要ありません。届出
がされないと26年度も引き続き固
定資産税・都市計画税が課税されて
しまいますのでご注意ください。
　○届出期限　平成26年１月31日（金）
■お問い合わせ先　下諏訪町 税務課 資産税係
　　　　　　　　　電話27－1111（内線124・125）

　降雪期を迎えるにあたり、国道20号は国が、国道142
号と県道は県が除雪します。町道は、積雪15cm以上の
場合に幹線道路を中心に除雪を行いますが町民の皆さ
んにはそれ以外の生活道路、住宅の出入口の除雪にご
協力ください。
●除雪時にご注意ください。
・道路に雪を出さない。
・水路、側溝に雪を捨てない。
・除雪の妨げとなる駐車はしない。
・雪を捨てる場合は必ず町指定の
　雪置き場に。
■お問い合わせ先　下諏訪町 建設水道課 建設管理係
　　　　　　　　　電話27－1111（内線241）

予備自衛官補を募集します
　予備自衛官補とは、一般の社会人や学生など自衛隊
経験のない方が、訓練を受けて予備自衛官として採用
される制度です。
　「一般」と「技能」の２種類のコースがあり、「一
般」は18歳～33歳の方ならどなたでも応募できます。
また「技能」は語学や医療技術、整備などの資格を持
った18歳～55歳未満の方が応募できます。
※興味のある方は、下記事務所までご連絡をいただけ
れば、26年の日程等決まり次第、関係書類をお送りい
たします。
■お問い合わせ先　自衛隊諏訪地域事務所
　　　　　　　　　電話82－6785

　釜口橋の塗装工事を行うため、平成25年12月16日か
ら平成26年３月末日まで、全面通行止めとなります。
お車の方は「天竜橋」へ迂回をお願いします。ご不便、
ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をよろしくお願
いします。なお、ご不明な点がございましたら、下記
までお問い合わせください。
■お問い合わせ先　諏訪建設事務所 維持管理
　　　　　　　　　電話53－6000

●応募資格（募集人員10名）
　長野県内に在住または県内の高校に在学あるいは卒
業し、平成26年４月に東京都内・近郊に所在する４・
６年制大学へ進学予定の男子学生で、寮の自治活動・
行事に積極的に参加できること。
●申込手続
１．入館申込書兼身上書（下記HPからダウンロード可）
２．証明写真２枚（３ヶ月以内に撮影したもの）
３．出身高校が発行する調査書
○上記書類に選考手続費用1,000円（郵便為替か切手の
いずれか）を添えて、面接を希望する選考日の５日
前までに下記へ郵送または窓口提出してください。
●面接選考日時および会場
【諏訪会場】平成26年１月26日（日）
　　　　　　午後１時30分～　諏訪市駅前市民会館
【東京会場】平成26年２月23日（日）・３月９日（日）
　　　　　　3月21日（金）いずれも午後１時～
　　　　　　会場は東京『長善館』です。
■応募書類請求・提出・お問い合わせ先
【諏訪会場希望者】〒393-0013 下諏訪町3862-1
　　諏訪郷友会 諏訪事務局（小口） TEL/FAX 27-0625
【東京会場希望者】〒182-0003 調布市若葉町1-43-1
　　諏訪郷友会 東京事務局 TEL/FAX 03-3300-7988
◎募集詳細・提出書類ダウンロードは長善館HPまで。
　http://www.suwakyouyuukai.org/chouzenkan/

 諏訪税務署では、平成25年分の確定申告期間におけ
る非常勤職員を募集します。応募される方は、履歴書
を諏訪税務署までお送りください。書類選考後、面接
を実施します。採否は面接の上決定し、後日連絡いた
します。

募 集 情 報募 集 情 報お 知 ら せお 知 ら せ

非常勤職員の募集について
諏訪税務署からのお知らせ

■お問い合わせ先　諏訪税務署 総務課
　　　　　　　　　電話57－5210

雇用予定期間 平成26年２月３日頃～３月31日頃
（土・日・祝日を除く）

パソコン入力による確定申告書作
成補助、案内業務等（10人程度）
パソコンを使用した入力作業、書
類整理等（20人程度）

パソコンの基礎操作
（面接時に簡単な実技試験を実施します。）

諏訪税務署（諏訪市清水2-5-22）

９時～17時までのうち５時間から７時間

必要な経験等

勤　務　地

A業務

A業務 時給900円 時給840円

Ｂ業務

Ｂ業務賃　金　等

勤 務 内 容
（募集人員）

勤 務 時 間

歯科当番医（診療時間9：00～正午） 当番薬局

1日

2日

3日

5日
12日
13日
19日
26日

日
日
月
日
日

水

木

金

急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日
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
山田外科医院（岡谷市）
酒井医院（岡谷市）
野村ウィメンズクリニック（岡谷市）
つるみね共立診療所（岡谷市）
サツマ外科医院（岡谷市）

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）

ウエルシア薬局岡谷長地店（岡谷市）
湖北堂薬局（岡谷市）
やまびこ薬局（岡谷市）
高市薬局（岡谷市）
アイン岡谷薬局（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）

浦野歯科医院（岡谷市）
小松歯科医院
小松歯科クリニック
さつき歯科医院
なわ歯科医院（岡谷市）

24－8688
28－2012
27－0019
27－6266
22－3287
27－8414
22－2382
22－2121
24－1103
22－6680
22－5180

23－7125
26－7226
26－1670
27－8123

23－2206

26－2510
22－2325
21－2144
22－0781
23－2808

26－1414

26－1414

22－6422

22－2854
27－8226
28－0008
27－5858
26－0648

■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
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
58 東高木 売却　木造２階建　600万円
《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） 58件（内37件成約）　
●利用登録済者（買いたい等） 80人（内10人成約）


