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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　☎28－0119４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

6日
13日
20日
27日
29日

日
日
日
日
火

急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日

●26日（土）　「三角八丁」
「子ども用品フリーマーケット」「ぽけったーさんの
おやつ（無料）」「おはなしいっぱい」があります。

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ

４月の行事予定

― ファミリーデー  ―― ファミリーデー  ―

23－8427
23－8100
27－3084
28－0333
22－2472

　平成26年４月２日以降に70歳になる方は、誕生月の翌月（各月の１日生まれの方は誕生月）の１日か
ら医療機関での窓口負担割合が２割になります。
　ただし、現役並み所得者の方の窓口負担割合は引き続き３割となります。

※平成26年４月１日以前に70歳に到達していた方は、窓口負担は１割のままです。
対象になる方には、随時高齢受給者証（負担割合が記載されているもの）と負担割合について、改めてご
案内いたします。ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。
■問い合わせ　下諏訪町 住民環境課 国保年金係　電話27－1111（内線139）

 ７日（月）　うたのぽけっと
 ８日（火）　ファーストブック
14日（月）　０歳児ママ講座
18日（金）　１歳児ママ講座
26日（土）　三角八丁
28日（月）　おはなしいっぱい

■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。

平成２６年度　インターバル速歩講座
前期コース参加者大募集！

下諏訪町で撮影した映画
『　　　　　　』が４月５日（土）公開！

平成２６年度
春の「家庭犬しつけ方教室」募集

消防団員募集

長野県内の最低賃金改定のお知らせ

一般幹部候補生を募集しています

　映画化が相次ぐさだまさし
の小説から新たな感動作が誕
生。珠玉の名作「サクラサク」
は、さだまさし自身の父親の
思い出を下敷きに描かれた物
語。
　あなたはもっとも身近なは
ずの“家族”を、しっかりと
見つめられているだろうか。
この物語はあなたに深く問い
かけ、前に進むきっかけを優
しく与えてくれるだろう。

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　下諏訪町役場 消防課 庶務係
　　　　　　　電話28－0119

　「長野県最低賃金」が時間額713円に改正されまし
た。この機会に賃金の確認をしてみてください。
■問い合わせ　長野労働局労働基準部賃金室
　　　　　　　電話026－223－0555

私たちの河川のために
　河川で遊ぶ子どもたちがいます。
　河川から田んぼに取水している方がいます。
　諏訪湖で漁をしている方がいます。
　河川で生活している魚や鳥たちがいます。
　河川へのゴミや木枝を流すことは止めましょう。
　不法投棄は法律で禁止されています。
　不法投棄した者や、その未遂行為をした者は、５年
以下の懲役もしくは１千万円以下の罰金、またはこの
両方の罰則を受けることがあります。
■問い合わせ　下諏訪町 住民環境課 生活環境係
　　　　　　　電話27－1111（内線141・142）

◆参加費用　参加費2,000円＋テキスト代500円
　　　　　　＋愛護会年会費1,000円(会員は不要)
◆申し込み　５月９日（金）までにハガキか電話で
○ハガキ：392-8601　諏訪保健所内
　　　　　動物愛護会諏訪支部事務局宛
※裏面に住所･氏名･電話･犬種･性別などを記載。
○電　話：23－5998（内田四郎雄宅）
■詳しくは下記へお問い合わせください。
　電　話：23－5998（内田宅）
　ＦＡＸ：57－2953（諏訪保健福祉事務所内）

 インターバル速歩は「ゆっくり歩き」と「早歩き」
を交互にする運動法で、体力や筋力アップに効果的と
言われています。一緒に楽しく体を動かして、「歩
く」習慣をつけてみませんか？

◆募集対象　下諏訪町在住で、74歳までの方
　（１回受講したことがある方でも参加できます）
◆募集期間　平成26年３月28日（金）～４月25日（金）
◆参加費用　1,500円（別途保険料100円程度必要です）
■申込み・問い合わせ　下諏訪町保健センター
　　　　　　　　　　　電話27－8384

■県内公開劇場　
　松本シネマライツ　電話0263－24－0122 
　長野千石劇場　　　電話026－226－7665

お 知 ら せお 知 ら せ

貸したい方・借りたい方の
登録受付中！

国民健康保険証をお使いの方で
平成26年４月２日以降に70歳になる方へ
国民健康保険証をお使いの方で
平成26年４月２日以降に70歳になる方へ
～70歳から74歳の方の窓口での負担割合が変更になります～

募 集 情 報募 集 情 報

＜日時・場所＞いずれも13：30～15：30

　各自衛隊の幹部自衛官となる者を募集しています。

■問い合わせ　自衛隊諏訪地域事務所
　　　　　　　電話82－6785

※開講式は犬を同伴しないでください。

回 日程 内容 時間 場所

１

２
３
４
５

６

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

開講式
実　技
実　技
実　技
実　技
実　技
終了式

受付期間
資　　格
試験期日

～４月25日（金）
22歳～26歳（大卒程度）

５月10日（土）

合庁講堂

合庁駐車場

 ５月 12日（月）

 ６月 ９日（月）
 ７月 ７日（月）
 ８月 ４日（月）
 ９月 １日（月）

 10月 ６日（月）

５月 18日（日）
５月 25日（日）
６月 １日（日）
６月 ８日（日）
６月 15日（日）
６月 22日（日）
６月 29日（日）

･体力チェック 18：30～　21：00

18：30～
　21：00

19：00～
　21：00

･体力チェック

･歩き方講座
･運動講座
･栄養講座
　　　　など

下諏訪
　体育館
または
保健センター

『　　　　　　』

©「サクラサク」製作委員会

出演：緒形直人、南果歩、藤竜也、
矢野聖人、美山加恋ほか

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３月24日現在〉

●登録物件情報

■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
　http://www.town.shimosuwa.lg.jp/akiya/index.html

 № 所在地 賃貸等　　　　　　条件等
28　武居北 賃貸　木造２階建　月６万円
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
58 東高木 売却　木造２階建　600万円
59 東山田 賃貸　木造２階建　応相談

《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） 59件（内38件成約）　
●利用登録済者（買いたい等） 84人（内10人成約）

あざみ胃腸科クリニック
林眼科医院（岡谷市）
浜整形形成外科医院（岡谷市）
春山眼科医院（岡谷市）
諏訪共立病院

三井歯科医院（岡谷市）
アポロ歯科医院（岡谷市）
三輪歯科医院
下島歯科医院（岡谷市）
山岡歯科医院（岡谷市）

26－1500
27－7056
22－2325
22－0781
26－7226

菜の花薬局
御子柴薬局（岡谷市）
湖北堂薬局（岡谷市）
高市薬局（岡谷市）
ひまわり薬局

28－0505
28－6596
24－3011
21－2525
28－2012

例）平成26年４月５日に70歳になる方の場合

平成26年４月診療分まで

３割
平成26年５月診療分から

２割
（現役並み所得者は３割）


