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諏訪湖

町指定雪置き場

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12月９日現在〉

●17日（土）　わらべうたベビーマッサージ　
　　　　　　 １0時半～

●９日（金）　まゆだまづくり　１0時半～
小正月の行事のまゆだまを作ります。由来などおばあちゃんに
聞きます。

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 ―

 ６日（火）ファーストブック
13日（火）うたのぽけっと
26日（月）0歳児ママ講座

 ５日（月）おはなしいっぱい
 ９日（金）知恵袋講座
23日（金）1歳児ママ講座
30日（金）つくるよぺたぺた

■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。

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！

水道検針にご協力を！

　平成26年１月２日から平成27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27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27年１月30日（金）
■問い合わせ　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
でください。
・水路、側溝に雪を捨
てないでください。
・除雪の妨げとなる駐
車はしないでくださ
い。
・雪を捨てる場合は必
ず町指定の雪置き場
にお願いします。
■問い合わせ　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、医療技術、語学、整
備などの資格を持ち、18歳以上の方が応募できますが、
年齢上限はそれぞれの資格で若干異なりますので、詳
しくは下記までお問合せください。
■問い合わせ　自衛隊長野地方協力本部
　　　　　　　茅野（諏訪）地域事務所　　　
　　　　　　　電話82－6785

 諏訪税務署では、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。

　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。
　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。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付
近の除雪もお願いします。
■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226）

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

■問い合わせ　諏訪税務署 総務課
　　　　　　　電話57－5210

雇用予定期間
平成27年２月２日頃～３月31日頃までの
１ヵ月から２ヵ月程度
（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850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

4日
11日
12日
18日
25日

日
日
月
日
日

木

金

土

急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日
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）
平林医院（岡谷市）
つるみね共立診療所（岡谷市）
今井内科・胃腸科クリニック（岡谷市）
山田外科医院（岡谷市）

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）
湖北堂薬局（岡谷市）
高市薬局（岡谷市）
矢崎薬局（岡谷市）
ウエルシア薬局岡谷長地店（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）
太田歯科医院（岡谷市）
大滝歯科医院（岡谷市）
笠原歯科医院（岡谷市）
小口歯科第2クリニック（岡谷市）

26－8100
28－6100
78－1192
28－3811
24－3011
28－2012
24－1103
22－3952
22－6680
24－8688
22－2382

27－7056
28－3232

24－1801

22－0781
26－7226
23－2808
22－2325
22－0781
23－7125
26－2510

26－1414

26－1414

22－2837

23－8345
22－4648
22－5678
22－2837
28－2883

「ゆたん歩°」
高浜健康温泉センター

■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
78 湯田町 売却 木造２階建 500万円

※12月27日（土）の清掃センターの受付時間は、年末のため受
付を午後１時まで特別延長します。

○ごみ収集持込みについて 　町清掃センター：電話27-9240
○し尿汲み取りについて 　　株式会社津村商事：電話27-6208

年末年始のごみ収集と、し尿汲み取りの
　　　　　　　 休みについて（お知らせ）
年末年始のごみ収集と、し尿汲み取りの
　　　　　　　 休みについて（お知らせ）

消防団員募集
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

メーターボックス付近の除雪に
　　　　　　　　ご協力願います。（冬期間降雪時）

※予約が必要です。

■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。

♨ふろの日健康講座♨（1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♨（1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。
●カラダよろこぶ講座（定員8名）
　日時：１月19日（月）
　時間：10：15～11：15
●ゆたん歩 健゚康学級（定員10名）
　日時：１月21日（水）、28日（水）
　時間：10：00～11：30
●アクアツール・エクササイズ（定員10名）
　日時：１月22日（木）、29日（木）
　時間：10：00～11：00
●簡単・水中歩行教室（定員８名）
　日時：１月23日（金）、30日（金）
　時間：14：00～15：00

焼却ごみの
地区収集
通常どおり
収集します

通常どおり
収集します

通常どおり
営業します

受付時間
9：00～13：00

受付時間
9：00～16：00

休業日

休業日
休業日
休業日
休業日
休業日
休業日

休業日

休業日

休業日

清掃センター
への持ち込み

し尿の
汲み取り

12/27(土）

28（日）

30（火）
31（水）
１/１（木）
２（金）
　３（土）
４（日）

5（月）

29（月）

休業日
休業日
休業日
休業日
休業日
休業日

休業日 休業日

休業日
休業日
休業日
休業日
休業日
休業日

月曜日が焼却ごみの収
集対象となる地区（第
３区の一部、第７区の
一部、第８区）のみ地
区収集を実施します。

持ち込みはできません。


