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「ゆたん歩°」
高浜健康温泉センター

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　☎28－0119５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
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急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日

●９日（土） 「わらべうたベビーマッサージ」 10時半～
０歳児赤ちゃんが対象です。

●23日（土） 開館日

●18日（月） 「よもぎだんご」 10時半～
おばあちゃんと一緒によもぎだんごを作りましょう。
持ちもの：小さいボール、お皿、箸

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ

５月の行事予定

― ファミリーデー  ―― ファミリーデー  ―

― 知恵袋講座 ―― 知恵袋講座 ―

諏訪保健所よりお知らせ
６月１日～７日は「エイズ予防ウィークinNAGANO」です

消防団員募集

特設人権相談所の開設について

「町長への手紙」ご利用ください

下諏訪町連合婦人会個人会員募集

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

　６月１日～７日は「エイズ予防ウィークinNAGANO」
です。
　諏訪保健所では、匿名・無料で実施しているＨＩＶ
検査（エイズ検査）の実施日及び時間を拡大します。
◆検 査 項 目　ＨＩＶ、梅毒
◆定例検査日　毎週水曜日（午前９時～11時）
　　　　　　　第２水曜日（午後４時～７時）
◆拡大検査日　６月３日（水）午後４時～７時
◆対　象　者　感染の不安のある方
◆費　　　用　無料
◆申 込 方 法　前日までに電話にて予約
◆場　　　所　諏訪保健所（諏訪合同庁舎２階）
◆備　　　考　５㏄の採血をします。結果は１時間後

にお伝えします。
※血液中の抗体を調べる検査です。不安な接触から３
か月経過している必要があります。
■問い合わせ　諏訪保健所　電話57－5656
　　　　　　　（エイズ専用ダイヤル）

　今年も、町政運営に反映させるため「町長への手
紙」を実施します。
　下諏訪町は『下諏訪力の創造』を基本理念に参画と
協働による「住民主体のまちづくり」を進めています。
　今年度も庁舎耐震改修事業を始めとし、新たに小中
学校の天井等落下防止対策に取り組みます。また、子
育て支援施策の充実や人口減少対策など多くのソフト
事業にも努めてまいります。
　まちづくりの主役は、町民のみなさん一人ひとりで
す。あなたのご意見、アイデアをぜひお寄せください。
●実施方法
　「クローズアップしもすわ５月号（本号）」の折り
込み用紙にご記入いただき、のり付けのうえ切手を貼
らずにポストに投函するか、役場 総合窓口へお出しく
ださい。
●有効期限　　平成28年３月31日（木）
※用紙は町庁舎１階 総合窓口、２階 情報防災係窓口、
総合文化センターにも用意してあります。
■問い合わせ　下諏訪町 総務課 情報防災係
　　　　　　　電話27－1111（内線262）

長野県最低賃金改正のお知らせ

　県、郡、町主催の研修、親睦旅行、諏訪湖のヒシ取
り、清掃奉仕、マレットゴルフ大会等、できることに
参加して友達づくりをしませんか。
■問い合わせ　下諏訪町連合婦人会
　　　　　　　電話27－2622（武居）
　　　　　　　電話28－5176（中村）
※区に連合婦人会のある方は区役員へ連絡してください。

～５月は下記の会場で実施します～
平成２７年度犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ

◆日　　時　平成27年６月４日（木）
　　　　　　午前10時から午後３時まで
◆場　　所　老人福祉センター
　　　　　　２階会議室へおこしください
◆担 当 者　下諏訪町人権擁護委員
◆相談内容　
　毎日の暮らしの中で起こる様々な問題について相談
を受け付けます。いじめ・体罰・不登校・児童虐待、
男女・外国人差別問題、家庭内（夫婦・親子・結婚・
離婚・扶養・相続等）、借地・借家、近隣のもめごと、
悩みごとなど。
※相談は無料で秘密は堅く守ります。難しい手続きも
いりません。予約等も必要ありませんので、直接会
場にお越しください。
■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143）

　長野県内の事業場で働く全ての労働者と、労働者を
一人でも使用している全ての使用者に適用される「長
野県最低賃金」が、時間額728円に改正されています。
　この機会に、ぜひ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

お 知 ら せお 知 ら せ

募 集 情 報募 集 情 報

山崎医院（岡谷市）
今井内科胃腸科クリニック（岡谷市）
信濃医療福祉センター
今井整形外科（岡谷市）
諏訪共立病院
小口医院（岡谷市）
小野医院（岡谷市）
野村ウィメンズクリニック（岡谷市）
市瀬医院
山田外科医院（岡谷市）

浦野歯科医院（岡谷市）

太田歯科医院（岡谷市）

ジュンデンタルクリニック（岡谷市）

大滝歯科医院（岡谷市）
藤岡歯科医院（岡谷市）
藤森歯科医院（岡谷市）
しんえい歯科クリニック
ホワイト歯科医院（岡谷市）

山一小口薬局（岡谷市）

矢崎薬局（岡谷市）

アイビー薬局（岡谷市）
ひまわり薬局
コスモファーマー岡谷薬局（岡谷市）
長地中央薬局（岡谷市）
ウエルシア薬局岡谷長地店（岡谷市）
かえで薬局
山一小口薬局（岡谷市）
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24－8688
27－8414
28－9933
28－2012
22－3068
28－2776
24－1103
26－1717
22－2382

22－2854

22－4648

24－8220

22－5678
22－2138
22－1829
27－7500
28－2635

23－2206

23－7125

26－1670
26－7226
21－2301
26－2522
26－2510
26－1929
23－2206

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３月26日現在〉

■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。

■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

 № 所在地　賃貸等　　　　　　条件等
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
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
72 西赤砂 賃貸 木造平屋建 月6万5千円
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

11日（月）うたのぽけっと
18日（月）知恵袋講座
23日（土）ファミリーデー
27日（水）0歳児ママ講座

 ９日（土）ファミリーデー
12日（火）ファーストブック
20日（水）１歳児ママ講座
25日（月）おはなしいっぱい

文セン噴水広場
9：00－9：15
町屋敷公会所
10：15－10：25
協　和　館

11：20－11：30
富部公民館
9：00－9：20

長坂公会所
9：30－9：40
東山田公民館
10：40－10：50
高木公民館

11：45－11：55
四王公会所
9：35－9：50

樋橋公会所
9：55－10：05
第８区公民館
11：00－11：10

文セン噴水広場
10：00－10：30

実施日

30日
（土）

26日
（火）

会場および時間

～ひとりで悩まないで、人権擁護委員にご相談ください～

～手紙でむすぶ心の輪
　　　　あなたの声をお聞かせください～

◎手 数 料　１頭につき3,500円
　（注射代2,950円＋注射済票交付手数料550円）
　※新規登録の場合は別に3,000円必要になります。
◎注意事項
・犬の健康状態に不安がある場合は直接動物病院へご
相談ください。（会場では診断できません。）
・動物病院等で接種した場合は必ず生活環境係窓口へ
注射「済証」を提出してください。
■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142）

■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。

♨ゆたん歩 の゚日　健康相談♨（5月22日）
９：30～12：00
♨ゆたん歩 の゚日　健康ミニ講座♨（5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できます。

●ポールでコンディショニング講座（定員10名）
日にち：５月11日（月）
時　間：10：00～11：00
●ノルディックウォーキング教室（定員12名）
第１回：５月18日（月）　時間：10：00～12：00
第２回：５月25日（月）　時間：13：30～15：30

◇5月のゆたん歩 の゚日は22日㈮です◇

～現在開催中の教室　受講者の声～
90分の中でフロア運動の後にプールに入るので、カラダが
動きやすいです。通って１年程になりますが、体力がついた
気がします。（ゆたん歩 健゚康学級の参加者より）


