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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　☎28－01192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

12日

5日 日
土11日

19日

26日 日

日
日

急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日
諏訪共立病院
諏訪マタニティークリニック
藤森医院
小口医院（耳鼻咽喉科）
林眼科医院
あざみ胃腸科クリニック

牛山医院歯科
浦野歯科医院
たちばな歯科医院
小口歯科第２クリニック

さつき歯科医院

ひまわり薬局
土田薬局
高市薬局
湖北薬局
長地中央薬局
菜の花薬局

28－2012
28－6100
22－2281
22－3068
28－6596
28－0505

22－6422
22－2854
22－1228
28－2883

26－7226
28－3232
22－0781
22－2325
26－2522
26－1500

・募集期間：２月１日（水）～３月23日（金）まで（定員になり次第締め切ります。）
・申込方法：所定の用紙に記入し、入校金及び４月分の月謝または受講料を添えてお申し込みください。先着順
に受け付けます。

※詳しい内容は下記までお問い合わせください。
■お問い合わせ先　諏訪高等職業訓練校　電話52－4306

　平成24年２月１日から県のホームページ及びメールアドレスが“lg.jp”ドメイン名に完全移行します。
≪HPアドレス≫移行前：http://www.pref.nagano.jp → 移行後：http://www.pref.nagano.lg.jp
≪メールアドレス≫移行前：*****@pref.nagano.jp → 移行後：*****@pref.nagano.lg.jp
になります。旧アドレスを登録されている方は、新アドレスに登録し直していただくようお願いします。
■お問い合わせ先　　県庁情報統計課　電話026－235－7072

　Sマークは、厚生労働大臣が認可した「標準営業約款制度」に
基づき登録され、消費者の皆さまに「安全・安心・清潔」を約束
した信頼できるお店であることを証明するもので、理容・美容・
クリーニング・めん類飲食店・一般飲食店で実施されています。
・Safety（安全）
損害賠償責任保険に加入し万一の事故にもきちんと対応します。
・Stadard（安心）
サービス内容を掲示し、安心できるサービスをお約束します。
・Sanitation（清潔）
施設・設備の一定基準を守り、衛生管理をきちんと行っています。
●消費者の皆さん！お店選びは、選んで安心Sマーク登録店を！
■お問い合わせ先　財団法人長野県生活衛生営業指導センター
　　　　　　　　　電話026－235－3612

　洗濯・脱水槽が完全に止まる前に、洗濯物を取り出そうと
すると、衣類がからまり大けが（時には指を切断）をします。
●ゆっくりした回転でも危険です。
＜こんな時は故障のおそれがあり危険です＞

①脱水途中にフタを開けても15秒以内に洗濯・脱水槽が止
まらないとき。

②フタロックが解除しても（脱水終了音が鳴っても）、洗濯・
脱水槽が止まらないとき。

速やかにご購入の販売店もしくは、下記問い合わせ先までご
相談ください。

※ただし、機種によっては修理が出来ない場合もございます
ので、ご了承ください。

　放送大学では、平成24年度第１学期（４月入学）の学生
を募集しています。放送大学では、テレビなどの放送を利
用して授業を行う通信制の大学です。働きながら学んで大
学を卒業したい、教養を深めたい、仕事に活かしたいなど
様々な目的で幅広い世代、職業の方が学んでいます。詳し
い資料を無料でお送りします。お気軽にお問い合わせくだ
さい。放送大学ホームページでも受け付けております。
○出願期間　～平成24年２月29日（水）
■資料の請求・お問い合わせ先
　　放送大学長野学習センター
　　電話58－2332（月曜日・祝日休み）
　　放送大学ホームページ　http://www.ouj.ac.jp

　「預金保険制度」は万が一金融機関が破たんした場
合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図る
ことによって、信用秩序を維持することを目的として
います。「預金保険制度」により、当座預金や利息の
付かない普通預金等（決済用預金）は、全額保護され
ます。定期預金や、利息の付く普通預金等（一般預金
等）は預金者一人当たり、一金融機関ごとに合算され、
元本1,000万円までとその利息等が保護されます。そ
れを超える部分は、破たんした金融機関の残余財産の
状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能
性があります。「預金保険制度」に加入している金融
機関は、銀行（日本国内に本店のあるもの、ゆうちょ
銀行含む）、信用金庫、信金中央金庫、信用組合、全
国信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会、
商工組合中央金庫です。
※詳しくは預金保険機構ＨＰ（http://www.dic.go.jp/）
をご覧ください。
■お問い合わせ先　　預金保険機構
　　　　　　　　　　電話03－3212－6029

　シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付金を支給し
ています。
・対象者は、旧ソ連邦またはモンゴル国の地域における
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。

（特別措置法施行日（平成22年６月16日）以降に亡くな
られた方のご遺族が対象となっています。）

・請求受付期間は、平成24年３月31日です。
　　まだ請求されていない方はお急ぎください。請求期
間内に特別給付金の支給の請求をしなかった場合には
支給されません。

●請求書をお持ちでない方は、当基金から請求書類をお
送りしますので、支給当基金にお電話ください。
※既に特別給付金を支給された方は、再度の請求はでき
ません。
■ご連絡・お問い合わせ先
　独立行政法人平和祈念事業特別基金
　　　　　　　　　　　　事業部特別給付金認定担当
　電話0570－059－204（ナビダイヤル）
　受付時間　平日９：00～18：00
　　　　　　（土・日・祝日はご利用いただけません）

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24年１月18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
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　1,300万円
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
35 赤　砂 賃貸　木造平屋建　月６万２千円
36 社東町 賃貸　木造平屋建　月５万円
《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）36件　（内19件成約）　
●利用登録済者（買いたい等） 46人（内６人成約）

　毎回好評の知恵袋講座は「入園の小物作り」です。保育園で便利
な「ポケットティッシュ入れ」を教えていただきます。「裁縫なん
て小学校以来やったことがない」というお母さんにも丁寧に基本か
ら教えてもらえますよ。
　「お汁会」はおばあちゃんの野菜たっぷりの汁物がいただけます。
※どちらも事前にセンターへお問い合わせください。

　リニューアルした「のびのびららら♪」はおじいちゃんおばあち
ゃんと一緒に歌ったり踊ったり触れ合ったりの講座になります。寒
くても、歌ったり体をいっぱい動かして冬を乗り切りましょう。ど
なたでも自由に参加できます。

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ

  6日（月）1･2･3歳児ママのつどい　 7日（火）おはなしいっぱい
  8日（水）知恵袋講座　　　　　　13日（月）のびのびららら♪
14日（火）スクスク０歳児　　　　17日（金）ブックスタート
20日（月）作るよぺたぺた　　　　23日（水）知恵袋講座
27日（月）誕生会　　　　　　

２月の行事予定

★日　時：２月  ８日（水） ポケットティッシュ入れ １０時３０分～
― 知恵袋講座　入園の小物作り・お汁会 ―― 知恵袋講座　入園の小物作り・お汁会 ―

預金保険制度についてご存知ですか？預金保険制度についてご存知ですか？

■お問い合わせ先　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

戦後強制抑留者の皆様へ戦後強制抑留者の皆様へ

諏訪高等職業訓練校 平成２４年度訓練生募集
●普通課程 ●短期課程

●普通課程以外の長期訓練

昼

昼

建築板金科
木造建築科
機械加工科
配　管　科

和裁科（本　科）
和裁科（研究科）
洋裁科（本　科）
洋裁科（研究科）

３年
３年
２年
２年

２年
１年
３年
１年

建築板金技能者養成
木造建築技能者養成
機械加工の理論と実技
配管技能者養成

３ヶ月
３ヶ月
３ヶ月
３ヶ月
３ヶ月

初心者対象
基礎取得者対象
パソコン検定受験者対象
画像処理の操作習得
初心者対象

初　　　級 コース
スキルアップ コース
検　　　定 コース
デ ジ カメ コース
初　　　級 コース

和裁基礎から応用まで
和裁応用
洋裁基礎から応用まで
洋裁応用

夜
昼 パ

ソ
コ
ン

夜

○定　　員　各科15人
○入校資格
　学歴、年齢、性別は問いませんが普通課程については、
該当する科目の事業所に勤務している、または新卒未就職
者等の一定条件を満たすことが必要です。

長野県のホームページ及びメールアドレスの完全移行について長野県のホームページ及びメールアドレスの完全移行について

マークをご存じですか？ 洗濯機をご愛用の皆様へ

に気を付けてください！
指を大けがする事故

洗濯機をご愛用の皆様へ

に気を付けてください！
指を大けがする事故

洗濯機をご愛用の皆様へ

に気を付けてください！
指を大けがする事故

放送大学４月入学生募集放送大学４月入学生募集放送大学４月入学生募集

洗濯・脱水槽が確実に停止してから、洗濯物を
取り出してください。

■お問い合わせ先
会社名 電話番号

LG Electronics Japan
　　　　　　　　　株式会社
三洋電機株式会社
シャープ株式会社
東芝ホームアプライアンス
　　　　　　　　　株式会社
パナソニック株式会社
日立アプライアンス株式会社
三菱電機株式会社

0120－813－023

0276－61－9826
0120－078－178

0120－584－488

0120－871－353
0120－3121－11
0120－139－365

●登録物件情報

２月２３日（木） お汁会　　　　　　１１時３０分～

27－5858


