3 月の休日当番医院・歯科医院・薬局

※休日・夜間緊急医療案内
下諏訪消防署 ☎28−0119
※事前に電話で確認の上受診してください。

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。
日

曜日

急 病 当 番 医（診療時間9：00〜17：00） 歯 科 当 番 医 （診療時間9：00〜正午）

4日

日

今井整形外科

11日

日

米山医院

日

林外科医院

18日
20日
25日

火
日

28−9933 大滝歯科医院

（眼科）22−2880

23−7125

28−1200 三輪歯科医院

27−3084 御子柴薬局

27−7056

28−4509 太田歯科医院

22−4648 アイビー薬局

26−1670

ジュンデンタルクリニック

28−2012 はつお歯科クリニック

諏訪共立病院

下諏訪町空き家情報バンク登録状況
〈平成24年２月15日現在〉

●登録物件情報
№
９
12
14
15
23
28
30
31
32
34
35
36
37

所在地
赤 砂
西四王
東四王
西 浜
社ヶ丘
武居北
星が丘
広瀬町
南四王
社ヶ丘
赤 砂
社東町
立 町

賃貸等
売却
賃貸
賃貸
賃貸
売却
賃貸
賃貸
売却
賃貸
賃貸
賃貸
賃貸
売却

木造２階建
木造平屋建
木造２階建
木造２階建
木造２階建
木造２階建
木造平屋建
木造２階建
木造平屋建
木造２階建
木造平屋建
木造平屋建
木造２階建

条件等
価格応談
月７万４千円
月６万円
月６万５千円
680万円
月６万円
月４万円
1,300万円
月４万５千円
月６万円
月６万２千円
月５万円
1,800万円

《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）37件 （内19件成約）
●利用登録済者（買いたい等） 46人（内６人成約）

【問い合わせ先】
貸したい方・借りたい方の
下諏訪町役場 総務課 企画係
登録受付中！
電話 27−1111（内線258）
E-mail kikaku@town.shimosuwa.lg.jp
http://www.town.shimosuwa.lg.jp/akiya/index.html

■■ネットカウンセリングのご案内■■
「働くってどういうことかわからない」「社会に出
て行くことが怖い」「周りの期待にこたえられない」
なかなか家から出られない方、時間がない方のために、
ネット相談を行っています。働くこと、就活に関する
悩みごとをジョブカフェ信州ホームページのメール相
談窓口より、メールでご相談ください。
HP：http://www.jobcafe-shinshu.pref.nagano.jp
※平成24年３月末日まで毎日、24時間受付。
対象は概ね39代までの若年者となります。
厚生労働省長野労働局平成23年度若年者連携事業
■お問い合わせ先
若年者地域連携事業推進センター
／株式会社コミュニケーションズ・アイ
（長野労働局ハローワーク長野県厚生労働省
若年者地域連携事業委託団体）
電話

0263−27−5010

22−5678 ウエルシア薬局岡谷長地店 26−2510
24−8220 矢崎薬局

（内科）22−8863

小谷内科医院

当番薬局

23−8345 ひまわり薬局

26−7226

平成２４年下諏訪町特定農地（菜園）
利用抽選会のお知らせ

下諏訪町では農業者以外の方が野菜や花等を栽培して、
自然とふれあうとともに、農業に対する理解を深めるこ
とを目的に特定農地（菜園）の貸付を行っております。
平成24年特定農地利用者を下記のとおり一般公募いた
します。
○抽 選 日 時 平成24年３月２日（金）午前９時30分
○会
場 下諏訪総合文化センター 小ホール
○募集区画数
武居１･２･３･４･５･６･７･８･９･11、富部、湖畔町
北、東赤砂３、東山田５･６･７、高木２、殿村２･３、
上久保１･２、社東町３、小湯の上、西鷹野町２
24箇所 144区画 ほか数ヶ所数区画
○利用料 1,500円〜3,000円（年間）
※ 面積等により異なります。
○持ち物 印鑑・利用料
※ 当日、整理券を午前９時から下諏訪総合文化センター
小ホール入り口にて配布します。
■お問い合わせ先 下諏訪町役場 産業振興課 農林係
電話27−1111（内線274）

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ
― 知恵袋講座 干し柿を使ったおやつ講座 ―
★日 時：3月 5日（月）１０時３０分〜
ぽけったーさんによる干し柿のおやつ講座です。
詳細については「ぽけっと」から出ているお知らせをご覧ください。

― ファミリーデー

ピラティス

―

2012.3

日

時：平成24年３月21日（水）
午前10時30分〜午後３時
場
所：長野県行政書士会館
（長野市南県町1009−３）
電話相談：時間内同時受付
相談内容：各種許可及び許可申請手続（車庫証明・農地
転用・会社設立等）、相続手続・遺言の手続、
公正証書作成、内容証明郵便作成手続、嘆願
書・陳情書等の作成手続 等々
■お問い合わせ先
長野県行政書士会
電話026−224−1300

10時30分〜11時30分 ピラティス
（10人までですので、お申し込みください。）
※１日開館していますので、日頃「ぽけっと」に来ることの少ない
お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんもこの機会にぜひおいで
ください。

３月の行事予定

5日（月）干し柿のおやつ講座（卒所式）
9日（金）０歳児ママのつどい
10日（土）ファミリーデー
12日（月）のびのびららら
13日（火）おはなしいっぱい
16日（金）ブックスタート
19日（月）1・2・3歳児ママのつどい
26日（月）作よぺたぺたペタ
27日（火）誕生会

■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
HPアドレス：http://www.ap.wakwak.com/˜kosodate

〜第９回特別弔慰金の請求期限が近づいています〜
平成24年４月２日までにご請求ください。
請求期限を過ぎると、第９回特別弔慰金を受ける権利がな
くなりますので、お早めにご請求ください。
○ 支給対象となる方
戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成17年４月１日から平
成21年３月31日までの間に恩給法による公務扶助料や戦傷
病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方が亡く
なるなどにより、平成21年４月１日において公務扶助料や
遺族年金等を受ける方がいない場合における、次の順番によ
るご遺族お一人。
１．平成21年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法
による弔慰金の受給権を取得した方
２．戦没者等の子
３．戦没者等と生計関係を有していた①父母 ②孫 ③祖父
母④兄弟姉妹（平成21年４月１日において遺族以外の方
と婚姻し、姓が変わっている方または遺族以外の方と養
子縁組をしている方は除かれます。）
４．上記３．以外の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
５．上記１．から４．以外の３親等内の親族（戦没者等の
死亡時まで引き続き１年以上生計関係を有していた方に
限られます。）

制

度：自衛官としての勤務歴がない方でも招集教育
訓練履修後に予備自衛官に任用される制度
資
格：一 般18歳以上34歳未満
技 術18歳以上で医療従事者、語学、車両整
備士等の国家資格を有する者
試験日時：４月15日〜18日の指定する１日
受付期間：〜４月６日まで
■お問い合わせ先
自衛隊諏訪地域事務所（茅野市商工会議所１階）
電話・ＦＡＸ：0266−82−6785

消防団員募集
消防団員は、火災、風水害や地震などの災害から、住
民の生命や財産を守るため、18歳以上の方なら男女問わ
ず入団でき、会社員、自営業者、公務員など様々な人が
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。

■お問い合わせ先：下諏訪町役場 消防課 庶務係
電話28−0119

ピラティス 10時30分〜11時30分
〜女性限定のリフレッシュ講座です〜

戦没者等のご遺族の皆様へ

予備自衛官補採用案内

★日 時：3月10日（土）開館９時〜17時（１日開館）

■2012年５月号より「社協だより」が別冊になります。広報誌へ差込み、取り出し自由となりますので、
ご理解とご協力をお願いします。
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名

○支給内容
額面24万円、６年償還の記名国債
※詳細は下記までお問い合わせください
■お問い合わせ先 長野県 健康福祉部 地域福祉課
電話026−235−7094
または 下諏訪町役場 健康福祉課 福祉係
電話27−1111（内線231・232）

郷土食を見直す

しなの食大学

◇対 象 者 郷土食に関心のある方 募集人員50人
◇開催期日 年４回開催（２年間計８回を１クルーとする）
◇開催場所 講座の内容により異なります。
◇参 加 費 ２年間８回分１万円を初回全納
※お申し込みは４月２日（月）午前９時からです。
※詳しい講座内容・持ち物等は下記までお問い合わせく
ださい。
■お申し込み及びお問い合わせ先
長野県調理師会諏訪支部
電話53−8426

平成24年度 ＮＨＫ学園通信制高等学校生徒募集
称

概

要

履修年数

広域通信制
ＮＨＫ学園高等
学校普通科

ＮＨＫのテレビ・ラジ
オの放送を利用した特
色のある教育課程

ＮＨＫ学園
コミュニティ・
ボランティア専攻

多様な生活課題に対し、
自ら主体的に適切な支 ６か月〜
援ができるコミュニテ
２年
ィ・ボランティアの育成

ＮＨＫ学園
生涯学習
通信講座

通信講座で新しい趣味
・スキルを身につけま
す

３年（た
だし転編
入あり）

受講期間
：3か月
〜1年

募集対象

出願・申込方法

願書・申込受付

ご請求により入学案内
中学校を卒業した方、
書と願書をお届け。出
または2012年３月に
〜2012年4月20日（必着）
願受付順に書類選考と
卒業見込みの方 他
面接を行います。
高等学校卒業以上の学
力のある方。2012年
３月に高等学校卒業見
込みの方
一

般

ご請求により入学案内
書と願書をお届け。出 （2・1年課程、科目履修生）
願書類により入学手続 〜2012年3月27日（必着）
きを行います。
ご請求により案内書を
お届け。電話・FAX・
HPからお申込みいた
だけます。

通年申込受付

※案内書・願書の請求は下記まで。各課程、講座の詳細についてもお気軽にお問い合わせください。
■請求・お問い合わせ先 東京都国立市富士見台2-36-2 NHK学園広報
電話：042-572-3151 FAX：042-574-1006 HP：http://www.n-gaku.jp
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