３月の休日当番医院・歯科医院・薬局
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

※休日・夜間緊急医療案内
下諏訪消防署 ☎28−0119

水陸両用バス（下諏訪町民号）ご案内

※事前に電話で確認の上受診してください。

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）

当番薬局

1日 日

向山内科医院（岡谷市）

24−5756

やまびこ薬局（岡谷市）

8日 日

23−6272 栗田歯科医院（岡谷市）

21−2144

平山医院

28−0008

盛栄堂小池薬局

15日 日

27−8053 小松歯科クリニック

28−6473

川岸病院（岡谷市）

27−8226

川岸薬局（岡谷市）

21日 土

22−2562 小松歯科医院

24−3103

諏訪共立病院

28−0024

ひまわり薬局

22日 日

28−2012 早出歯科医院（岡谷市）

26−7226

今井整形外科（岡谷市）

29日 日

28−9933 土田歯科医院

28−3001

ウエルシア薬局岡谷長地店（岡谷市） 26−2510

祐愛病院（岡谷市）

23−0222 なわ歯科医院（岡谷市）

26−0648

ウエルシア薬局岡谷長地店（岡谷市） 26−2510

下諏訪町空き家情報バンク登録状況
〈平成27年２月10日現在〉

№
45
53
54
55
57
60
61
62
65
67
69
70
71
72
77
78
79
80
81

所在地 賃貸等
東高木
売却
矢木西
賃貸
西赤砂
賃貸
立 町
賃貸
立 町
売却
東山田
売却
高 浜
賃貸
下屋敷
売却
立 町
売却
南高木
賃貸
新町上 売却
星が丘 賃貸/売却
東山田
賃貸
西赤砂
賃貸
東山田 賃貸
湯田町
売却
新 町 賃貸/売却
東山田
賃貸
星が丘
賃貸

■問い合わせ

条件等
木造平屋建･2階建 3,465万円
木造２階建 応相談
木造平屋建 月6万2千円
木造２階建 月5万6千5百円
木造３階建 応相談
木造２階建 応相談
木造平屋建 月3万5千円
木造平屋建 600万円
木造２階建 応相談
木造２階建 月6万円/応相談
木造２階建 応相談
木造平屋建 月3万5千円/応相談
木造２階建 月4万8千円
木造平屋建 月6万5千円
木造２階建 応相談
木造２階建 500万円
木造２階建 月５万円/480万円
木造２階建 月６万８千円
木造平屋建 応相談

下諏訪町 総務課 企画係
電話 27−1111（内線258）
E-mail kyoudou@town.shimosuwa.lg.jp

高浜健康温泉センター

「ゆたん歩°
」

♨ふろの日健康講座♨（3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♨（3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゜
教室♨全コース事前に申込みが必要です。
●アクアツール・エクササイズ（定員10名）
日時：３月５日・12日・19日・26日（木）
時間：14：00〜15：00
●ゆたん歩゜
健康学級（定員12名）
日時：３月６日・13日・20日・27日（金）
時間：10：00〜11：30

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ
3月の行事予定
２日（月）うたのぽけっと

３日（火）ファーストブック

12日（木）郷土の味体験日

13日（金）1歳児ママ講座

16日（月）0歳児ママ講座

23日（月）おはなしいっぱい

※毎週水曜日はＢＰプログラムを行っています。

保育園・幼稚園へ
入園するお子さんへ
ぽけったーさんがお別れの記念品を用意しましたので、
来所した際に声をかけてください。

■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。

●簡単・水中歩行教室（定員８名）

日時：３月６日・13日・20日・27日（金）
時間：14：00〜15：00
●ペア・ストレッチ教室（定員12名）
日時：３月９日（月）
時間：10：00〜11：00
●ストレッチポール講座（定員８名）
日時：３月18日、25日（水）
時間：14：00〜15：00
●ゆたん歩゜
ウォーク（定員12名）
日時：３月23日（月）
時間：13：30〜15：30

■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。

予備自衛官補（一般･技能）を募集します

自衛官経験のない人が、災害派遣等で自衛官と共に行動する可能性がある制度です。詳しくは、下記まで
お問合せください。
■問い合わせ
一般公募
技能公募
自衛隊長野地方協力本部
受付期間
３月24日（火）まで
茅野（諏訪）地域事務所
資
格
18歳〜33歳
18歳〜有技能により別
電話82−6785
試験期日
４月10日（金）〜４月14日（火）の間の指定された１日
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◆実 施 日 ※定員40人（10人未満 中止）
３月29日（日）、30日（月）、31日（火）
◆出航時間 第１便 9：00発 ／ 第２便 10：20発
◆集合場所 諏訪大社下社秋宮 手水舎前（15分前）
◆料
金 大 人 1,000円
子ども
500円（小学生以下）
幼 児
300円（２歳以下）
※座席なし、大人の膝上
■申込み・問い合わせ 下諏訪観光協会
電話26−2102（受付 ９：00〜17：00）

お 知 ら せ
都市計画道路の変更に関する素案の閲覧・公聴会

長野県及び下諏訪町では、下諏訪都市計画道路の変
更について｢計画素案の閲覧」｢公聴会｣を実施します。
◆素案の閲覧
・閲覧期間 平成27年２月26日
（木）
〜３月20日
（金）
※午前８時30分〜午後５時15分
（土・日曜日を除く）
・閲覧場所 長野県建設部都市・まちづくり課、長野
県諏訪建設事務所整備課、下諏訪町建設
水道課
◆公聴会
・日
時 平成27年３月22日（日） 午前10時〜
・会
場 下諏訪総合文化センター２階 集会室
※公述の申出がない場合は公聴会を中止します。
・公述できる方
町内在住の生徒・学生に、奨学金を貸与しています。 町内在住の方、その他利害関係を有する方
・公述の申出方法
【利用できる方】
公聴会で意見を述べたい方は、閲覧場所に用意して
○成績優秀で向学心を有しながら、経済的な理由によ
あります公述申出書に必要事項を記載のうえ提出し
って修学が困難な方。
てください。
○町内に１年以上在住し生活の本拠も町内にある方。 ・申出期間 平成27年２月26日
（木）
〜３月13日
（金）
○親権者が町内に住んでいる方。
【郵送の場合は、3月13日必着】
○扶養義務者の収入が一定以下である方。※世帯構成 ・提 出 先 長野県建設部都市・まちづくり課、長野
県諏訪建設事務所整備課、下諏訪町建設
員中２人以上に所得がある場合は合算されます。
水道課
【奨学金の額】
■問い合わせ 長野県 建設部都市・まちづくり課
学校の区分
貸与金額
電話026−232−0111（内線3361）
高等学校、専修学校(中卒)
月額 10,000円以内
長野県諏訪建設事務所 整備課
高等専門学校、専修学校(高卒)、
電話53−6000（内線2423）
月額 25,000円以内
短期大学、大学
下諏訪町 建設水道課 都市整備係
電話27−1111（内線244）
【減免について】

募 集 情 報

平成27年度奨学生募集のご案内

平成27年度より新たに減免規定を設けました。
卒業後、下諏訪町内に在住していた場合、最大で1/2
の返済免除が適用されます。
※詳しくは、下記までお問い合わせください。
■問い合わせ 下諏訪町教育委員会 教育総務係
電話28−0001（直通）

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

Ｈ26年度 口腔衛生推進研修会公開講座
お口の中の健康を保つことは、
美味しく食べることに繋がります。
いくつになっても食事を美味しく
食べるために、歯を守るための知
識、学んでみませんか。

申し込み不要！
聴講無料！

テーマ「歯を守ると命が輝く」

〜高齢者の虚弱（フレイル）を
予防するために歯科医療ができること〜
◆講 師 花田信弘先生
（鶴見大学歯学部探索歯科講座教授）
◆日 時 平成27年３月７日（土）
午後２時〜４時（開場：午後１時30分）
◆場 所 岡谷市カノラホール 小ホール
☆主 催 岡谷市・下諏訪町・岡谷下諏訪歯科医師会
岡谷市地域包括支援センター・下諏訪町地
域包括支援センター
■問い合わせ 下諏訪町保健センター
電話：27―8384
2015.3
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