
2016.1　1617　2016.1

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27年11月30日現在〉

●16日（土）　自由にご利用ください
1月の行事予定

ファミリーデーファミリーデー

18日（月）おはなしいっぱい
25日（月）0歳児ママ講座

 ５日（火）ファーストブック
 ８日（金）知恵袋講座
12日（火）うたのぽけっと
22日（金）1歳児ママ講座
29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
　　　　　　　電話・FAX：27－5244
　　　　　　　※詳しくは町のホームページをご覧ください。

平成２８年１月から役場の内線番号が一部変更になります

家屋を取り壊したときは届出を！小学生～高校生のための春休み海外研修参加者募集

　次の方は、接種後の症状と予防接種との関連性が認
定されると、医療費・医療手当が支給される場合があ
ります。
　平成25年３月31日までに、
「子宮頸がんワクチン」「ヒブワクチン」、「小児用
肺炎球菌ワクチン」のいずれかのワクチンを接種した
方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を
受診した方
　支給対象となるのは、請求日からさかのぼって５年
以内に受けた医療に限られます。
　お心当たりのある方は、具体的な請求方法等につい
て、至急、下記にお問い合わせください。
■問い合わせ　
　独立行政法人医療品医療器総合機構の救済制度相談窓口
　電話0120－149－931（フリーダイヤル）または、
　　　03－3506－9411（有料）

　庁舎大規模改修工事に伴い、課の配置が変更となっ
たため、平成28年１月より、税務課及び健康福祉課の
内線番号が変更になります。
○新しい内線番号（※下諏訪町役場の代表電話番号
0266－27－1111は変更ありません）
・税　務　課　　課　　長　　230
　　　　　　　　町民税係　　231.232.233
　　　　　　　　資産税係　　234.235
　　　　　　　　収 納 係　　236.237.238
・健康福祉課　　課　　長　　120
　　　　　　　　福 祉 係　　121.122.123
　　　　　　　　高齢者係　　124.125.126.127
■問い合わせ　下諏訪町　総務課　庶務人事係
　　　　　　　電話27－1111　(内線251)

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、詳しくはお問い
合わせください。
■問い合わせ　
　自衛隊長野地方協力本部諏訪（茅野）地域事務所
　電話82－6785

　公益財団法人・国際青少年研修協会では、７コース
の参加者を募集しています。体験を通じて、お互いの
理解や交流を深め、国際性を養うことを目的に実施し
ます。
【内　容】ホームステイ・ボランティア・文化交流・学校

体験・英語研修・地域見学・野外活動など
【研修国】英国・豪州・カナダ・フィジー
　　　　　ニュージーランド・フィリピン
【日　程】平成28年３月26日（土）～
　　　　　平成28年４月５日（火）９～11日間
　　　　　※コースにより異なります。
【対　象】小学３年生～高校３年生の方まで
【説明会】全国10都市　１月中旬
　　　　　※入場料無料・予約不要
【参加費】39.8～49.8万円
※平成28年１月25日（月）までにお申込みの方は、
早割りで１万円割引きになります。

【申込締切】平成28年２月１日（月）
　※詳細は下記までお問い合わせください。
■問い合わせ・資料請求
　（公財）国際青少年研修協会
　〒141－0031　東京都品川区西五反田7－15－4
　　　　　　　　第３花田ビル４階
　電話03－6417－9721　FAX03－6417－9724
　Eメール　info@kskk.or.jp
　URL http://www.kskk.or.jp

　平成27年１月２日から平成28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28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28年１月29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）
　　　　　　　※平成28年１月より（内線234･235）

募 集 情 報募 集 情 報 お 知 ら せお 知 ら せ

平成２５年３月３１日までに市町村の助成による
子宮頸ガン（HPV）ワクチン等の接種をした方へ

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

平林医院（岡谷市）
山田外科医院（岡谷市）
諏訪共立病院
祐愛病院（岡谷市）
あざみ胃腸科クリニック
サツマ外科医院（岡谷市）
諏訪共立病院
釜口医院（岡谷市）
諏訪マタニティークリニック
川岸医院（岡谷市）
山崎医院（岡谷市）
野村ウィメンズクリニック（岡谷市）
よねやま内科クリニック（岡谷市）
今井内科胃腸科クリニック（岡谷市）

ウエルシア薬局岡谷長地店（岡谷市）
山一小口薬局（岡谷市）
ひまわり薬局
梅垣薬局（岡谷市）
菜の花薬局
アイン岡谷薬局（岡谷市）
ひまわり薬局
ファミリー薬局（岡谷市）
永田薬局
川岸薬局（岡谷市）
山一小口薬局（岡谷市）
やまびこ薬局（岡谷市）
矢崎薬局（岡谷市）
矢崎薬局（岡谷市）

栗田歯科医院（岡谷市）
小松歯科クリニック
小松歯科医院

早出歯科医院（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

22－3952
22－2382
28－2012
23－0222
28－0505
22－5180
28－2012
22－2089
28－6100
22－2562
22－3287
24－1103
22－8863
24－8688

24－5756
28－0008
27－8226

26－2510
23－2206
26－7226
23－4888
26－1500
23－2808
26－7226
24－1801
27－8123
24－3103
23－2206
21－2144
23－7125
23－7125

28－0024

26－1414

26－1414

「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

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　下諏訪消防署　電話28－0119

 № 所在地　  賃貸等　　　　　　条件等
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
78 湯田町 売却 木造２階建 500万円
79 新　町 賃貸/売却 木造２階建 月5万円/480万円
83 菅野町 賃貸 木造２階建 月6万円
84 東高木 売却 木造平屋建・２階建　3,465万円
86 東高木 賃貸 木造２階建 月6万5千円
88 立　町 賃貸 木造２階建 月5万6千5百円
89 社東町 賃貸 木造２階建 月4万5千円
90 西赤砂 賃貸 木造平屋建 月4万9千5百円
91 社東町 賃貸 木造平屋建 月5万円
92 矢木西 賃貸 木造２階建 月5万7千円
93 西赤砂 賃貸 木造平屋建 月6万2千円
95 新町上 賃貸/売却 木造２階建 応相談
97 西高木 売却 鉄骨３階建 3,500万円
98 星が丘 賃貸 木造平屋建 月4万4千円
99 西四王 売却 木造３階建 2,200万円
 101 矢木町 売却 木造２階建 580万円
103 東鷹野町 賃貸 木造２階建 月6万5千円

■問い合わせ　ゆたん歩゜　電話26－2626　
※教室の参加方法等、詳しくは町のホームページまたはお電話ください。

♨ゆたん歩 の゚日　健康相談♨（1月22日）
９：30～12：00
♨ゆたん歩 の゚日　健康ミニ講座♨（1月22日）
10：00～11：00

※健康相談とミニ講座は当日ご自由に参加していただけます。

1月単発講座
　●カラダよろこぶ講座（定員８名）
　　日にち：１月15日（金）
　　時　間：10：00～11：00

◇1月のゆたん歩 の゚日は22日㈮です◇
保健師による体組成測定と個別相談

健康運動指導士による簡単エクササイズ

※事前に申込みが必要です。

１月12日（火）通常休館日
１月13日（水）～14日（木）メンテナンス休館日

メンテナンス休館日のお知らせ

◆知恵袋講座　まゆだま作り
小正月の伝承行事『まゆだま』をぽけったーさんと作りましょう。
由来についても教えていただきます。お楽しみにね♪
　１月８日（金）　時間：10：30～　持ち物：小さいボウル　　
　町内在住の方優先、要予約です。

◆つくるよぺたぺた　
オニさんのお面を作ろう
のりでぺたぺた目や口を貼りましょう。節分に使ってね♪
　１月29日（金）　時間：10：30～

　灯油の流出事故の多くが、一般家庭から、しかも給油
中に目を離してしまったといった不注意によるものです。
ほんの少しの量の灯油でも、河川や土壌など環境に与え
る影響は大きいです。
★給油中は絶対にその場を離れないでください。
★ホームタンクには防油堤を設置しましょう。
★日ごろからホームタンクのバルブや配管、防油堤の排
水コックなどをしっかり確認しましょう。

★灯油が流出してしまったら、すぐに消防署と役場住民
環境課へ通報してください。

給油中は絶対に離れちゃダメ！給油中は絶対に離れちゃダメ！
－ 灯油の流出事故に注意してください －

給油が終わるまで離れない！
バルブや配管をチェック
防油堤を設置しましょう。
排水コックは必ず閉めて！

■通報・問い合わせ
・下諏訪消防署
　電話28－0119
・住民環境課 生活環境係
　電話27－1111（内線142）

Ｈ27.12月

H28.1月

※クローズアップしもすわ12月号において、12月30日当番薬局「やまびこ薬局（岡谷市）」となっておりますが、正しくは「ウエルシア薬局岡谷長地店（岡谷市）」です。

※歯科診療は「保険証・老人手帳を必ずお持ちください。午前中のみの診療となります。」

溝口歯科診療所
山岡歯科医院（岡谷市）
アポロ歯科医院（岡谷市）
笠原歯科医院（岡谷市）
三井歯科医院（岡谷市）

27－3838
22－2472
23－8100
22－2837
23－8427


