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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
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急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日
釜口医院
諏訪マタニティークリニック
向山内科医院
信濃医療福祉センター
林クリニック
諏訪共立病院
溝口医院
牛山医院
小野医院
平山医院
林内科・循環器科クリニック

笠原歯科医院
下島歯科医院
山岡歯科医院
山田歯科医院
スマイル歯科医院

アイン岡谷薬局
土田薬局
矢崎薬局
ひまわり薬局
永田薬局
ファミリー薬局
長地中央薬局
盛栄堂小池薬局
御子柴薬局

22－2089
28－6100
23－6272
27－8414
23－1135
28－2012
27－6266
78－1192
28－2776
27－8053
26－8100

あさひ中央台歯科診療所

藤岡歯科医院

あさひ中央台歯科診療所

22－2837
28－0333
22－2472
22－2131
24－0315

23－2808
28－3232
23－7125
26－7226
27－8123
24－1801
26－2522
28－6473
27－7056

　降雪期を迎えますが、30cm以上の積雪時は、国道20
号は国が、国道142号と県道は県が除雪にあたります。
町道については、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、住宅の出入り口の除雪にはご協力ください。
■お問い合わせ先
　下諏訪町役場 建設水道課 建設管理係
　電話27－1111（内線241）

　諏訪の児童・生徒が「人権の花」の育成活動や「人権作
文」を書く活動を通して、体験し、学んできたことを発表
し合うことによって、より深く人権の尊さを見つめ、人権
感覚を磨く交流の機会です。
　これらの活動に積極的に取り組んできた学校及び参加し
た児童・生徒を表彰し、奨励することで今後の人権教育の
一層の充実を図ってまいります。より多くの方のご参加を
お待ちしております。
日　時：平成24年１月７日（土）
　　　　午前９時45分～（受付開始：午前９時15分～）
会　場：諏訪市文化センター　大ホール
　　　　諏訪市湖畔通５－12－18
　　　　☎58－4807
主　催：諏訪人権擁護委員協議会
　　　　長野県地方法務局諏訪支局
後　援：諏訪地方市町村教育委員会協議会
　　　　諏訪教育会・諏訪校長会・エルシーブイ株式会社

●初めて利用するとき
住所、氏名など利用者登録をして利用カード（上写真）をもらいましょう。
●貸 出 し　本・雑誌等は一人10冊まで。ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオは合わ

せて一人３点まで無償（ただ）で借りられます。
●貸出期間　15日間
●返　　却　開館中はカウンターに、休館日や時間外は正面玄関右の「返

却ポスト」にお返しください。
●開　　館　土・日・祝日　開館しています。

平日（火～金）：午前９時30分～午後７時
土・日・祝：午前９時30分～午後６時

●休 館 日　月曜日・祝日の翌日・毎月最終金曜日（原則）・年末年始
（12／28～１／４）など

●そ の 他　おはなし会（木・土曜日11：00～）、インターネットが使
えます。視覚に障害のある方などに録音図書の貸出しが
あります。館内でDVDを見たり、新聞などを読んだりと、
ゆったり過ごせます。ぜひ、お気軽にご利用ください。

■ お問い合わせ先　町立図書館　電話27－5555

　10月18日（火）長野県 サンパルテ山王にて平成22年度長
野県治山林道協会が主催する林道維持管理コンクールにおい
て、『林道萩倉線』が日頃の維持管理が良好であるとのこと
で表彰を受けました。
　これからも維持管理をしっかり行い、安全・安心の林道維
持を心掛けていきます。

●短期課程（平成24年４月～平成24年９月）
・募集コース
　①NC機械システム科　　　　②CAD/CAMシステム科
　③コンピュータシステム科
・授業料等　無料（教科書代実費）
・資　　格　中学校卒業者、又は同等以上と認められる者
●普通課程（平成24年４月～平成25年３月）
・募集コース
　④生産システム科　加工・設計コース
　⑤生産システム科　設計・制御コース
　⑥生産システム科　制御・加工コース
・授業料等　授　業　料　118,800円（年額）
　　　　　　入　校　料　　5,650円（収入証紙）
　　　　　　入校審査料　　2,200円（収入証紙）
・資　　格　高等学校卒業者、又は同等以上と認められる者
○共通事項
　募集人員　各コース ５～10名程度
　募集期間　～１月５日（木）
　入校選考　１月16日（月）　８時30分受付

身近な生活道路の除雪にご協力を！

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23年12月７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258）
　E-mail kikaku@town.shimosuwa.lg.jp
　http://www.town.shimosuwa.lg.jp/akiya/index.html

 № 所在地 賃貸等　　　　　　条件等
 ９ 赤　砂 売却　木造２階建　価格応談
 12　西四王 賃貸　木造平屋建　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
21 富ヶ丘 賃貸　木造２階建　月３万５千円
23 社ヶ丘 売却　木造２階建　680万円
28　武居北 賃貸　木造２階建　月６万円
30　星が丘 賃貸　木造平屋建　月４万円
31　広瀬町 売却　木造２階建　1,500万円
32　南四王 賃貸　木造平屋建　月４万５千円
34　社ヶ丘 賃貸　木造２階建　月６万円

●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）34件　（内18件成約）　
●利用登録済者（買いたい等） 45人（内６人成約）

　ぽけったー（ふれあいセンターボランティア）さんと一緒にまゆだま作り
を楽しみましょう。お蚕まゆの形や野菜の形を作って柳の枝に飾ります。出
来上がったまゆだまはお家に持って帰って焼いて食べて下さいね。※当日は
エプロンを持ってきて下さい。

　ぽけったーさんによる絵画講座です。高齢者・子育て親子さんで一緒に絵
を描きませんか。講座を希望する人はふれあいセンター ぽけっとまでお電話
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

11日（水）おばあちゃんの知恵袋講座　まゆだま作り
12日（木）のびのび　ららら　
17日（火）おはなしいっぱい
20日（金）ブックスタートのつどい　
30日（月）作るよぺたぺた 　　　　　　　

13日（金）０歳児ママのつどい
19日（木）絵画講座
23日（月）1･2･3歳児ママのつどい
31日（火）誕生会

１月の行事予定

★日時：１月１１日（水）　１０時３０分～　まゆだま作り
★場所：子育てふれあいセンター 〈ぽけっと〉

―おばあちゃんの知恵袋講座　まゆだま作り・絵画講座――おばあちゃんの知恵袋講座　まゆだま作り・絵画講座―
林道維持管理で林道萩倉線が
長野県治山林道協会長賞を受賞！！
林道維持管理で林道萩倉線が
長野県治山林道協会長賞を受賞！！
林道維持管理で林道萩倉線が
長野県治山林道協会長賞を受賞！！

平成２３年度「諏訪・子ども人権の集い」の開催について平成２３年度「諏訪・子ども人権の集い」の開催について

■お問い合わせ先　子育てふれあいセンター　ぽけっと
　　　　　　　　　（御田町3132－1）
　　　　　　　　　開 館 日 時：月～金　9：00～17：00
　　　　　　　　　電話・FAX：27－5244

佐久技術専門校４月訓練生募集佐久技術専門校４月訓練生募集

26－1414

22－2138

26－1414

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・
清掃センター（27－9240）

諏訪湖博物館赤彦記念館・図書館
公民館・勤労青少年ホーム

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
し尿処理（汲み取り収集） 27－6208

総合文化センター 

※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。
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（月）（火）（水） （火）（水）（木）（金）（土）（日）（月）

1月
施　設　名　称　等

老人福祉センター

協働サポートセンター

体育館

●除雪時にはこんなことに
　　　　　　ご注意ください。
・道路には雪を出さない。
・水路、側溝に雪を捨てない。
・除雪作業の妨げとなる路上
駐車はしない。
・除雪した雪を捨てる場合は、
必ず町が指定した雪置き場
に。（右図参照）

雪置き場

岡谷市

諏訪湖

〈指定の雪置き場（砥川河口岡谷側）〉

町図書館 ご利用のご案内町図書館 ご利用のご案内
町民どなたでもご利用できます！初めての方大歓迎！

水道検針にご協力を！水道検針にご協力を！
メーターボックス上に雪を積まないよ
うにご協力願います（冬期間降雪時）
　日頃より水道検針につきましては、ご
協力をいただきありがとうございます。
　さて冬期間の検針については、積雪や
凍結等により、指針の読み取りに苦慮し
ているところでありますが、ご自宅周り
等の雪かきをされる際にはメーターボッ
クス上に雪を積まないようご協力をお願
いします。
　またメーターボックス付近の
除雪もお願いします。

■お問い合わせ先
　下諏訪町役場 
　　建設水道課　水道温泉経理係
　　電話27－1111（内線226・227）

★日時：１月１9日（木）　１０時３０分～　絵画講座
★場所：子育てふれあいセンター 〈ぽけっと〉

■お問い合わせ先　　長野県佐久技術専門校
　　　　　　　　　　電話0267－62－0549

ファミリー薬局 24－1801

※12月29日～１月３日　年末年始でお休みします。


