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子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ

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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20日 日
27日 日
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土

急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日
イマムラ脳神経外科クリニック
野村ウィメンズクリニック
諏訪共立病院
山田外科医院
信濃医療福祉センター
酒井医院
サツマ外科医院
林内科・循環器科クリニック
高浜医院

26－1670
26－2510
26－7226
26－2510
28－3232
22－2325
23－7125
27－7056
28－6566

24－5756

　５月は下記の会場で実施します。
　狂犬病は発病するとほぼ100％死に至り、しかも治療法が
ない感染症です。狂犬病から愛犬を、そしてみんなを守るた
め、この機会にぜひ狂犬病予防注射を受けてください。

●手数料
　狂犬病予防注射2,670円・予防注射済票交付550円
　※新規登録の場合は別に3,000円が必要です。
●注意事項
・犬をしっかりコントロールできる方が連れてきてください。
・犬の健康状態に不安がある場合は、必ず獣医師へご相談く
ださい。

●動物病院等で予防注射を受けた場合は、必ず生活環境係窓
口で注射「済票」の交付を受けてください。

■お問い合わせ先　下諏訪町役場 住民環境課 生活環境係
　　　　　　　　　電話：27－1111 （内線142）

〈日時・場所〉
① 開講式　5月20日（日）13：30～15：30　合庁講堂
② 実　技　5月27日（日）13：30～15：30　合庁駐車場
③ 実　技　6月  3日（日）13：30～15：30　合庁駐車場
④ 実　技　6月10日（日）13：30～15：30　合庁駐車場
⑤ 実　技　6月17日（日）13：30～15：30　合庁駐車場
⑥ 実　技　6月24日（日）13：30～15：30　合庁駐車場
⑦ 終了式　7月  1日（日）13：30～15：30　合庁駐車場
※開講式には犬を同伴しないでください。
　２回目以降は犬を同伴して参加してください。
〈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）・その他
〈募集期間〉平成24年５月10日（木）まで
〈申込方法およびお問い合わせ先〉
○ハガキ：392-8601 諏訪市上川1-1644-10諏訪保健

福祉事務所内 動物愛護会諏訪支部事務局あて
※裏面に住所・氏名・電話・犬種・性別などを
　記載

○電　話：23－5998（内田宅）
〈主　　　催〉長野県動物愛護会諏訪支部
■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）

　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。

●日　時：５月19日（土）午後２時～
●会　場：下諏訪総合文化センター
　　　　　小ホール
●内　容
◆諏訪シンクタンクアライアンスから、
東日本大震災発生から今日までの南三
陸町への支援活動報告
◆ぼうさい朝市ネットワーク全国コーディネーター 藤村望洋
先生による講演「防災について」
◆南三陸町「わたや」菅原夫妻「私たちの体験した震災」
■お問い合わせ先　　御田町商業会青年部　電話27－8455

●講習内容
（１）健康生活支援講習短期講習（災害時高齢者生活支援）
　　日　時：６月１日（金）14時～16時
　　場　所：諏訪赤十字病院研修ホール
　　申込先：諏訪赤十字病院（総務課社会係）
　　電　話：0266-52-6111　FAX：0266-57-6036
（２）健康生活支援講習支援員資格継続研修
　　日　時：６月４日（木）13時～17時
　　場　所：日本赤十字社長野県支部会議室
　　申込先：日本赤十字社長野県支部（事業推進課）
　　電　話：026-226-2073　FAX：026-223-4181
※お申込みは所定の申込用紙にご記入のうえ、開催日の
２週間前までに各会場の申込先へ郵送またはFAXにて
申込用紙を提出してください。
■詳しい内容は下記までお問い合わせください。
　　日本赤十字社長野県支部　電話026-226-2073

　長野県では、県下４箇所の労政事務所で、お仕事での
悩みなどの労働問題全般について、ご相談をお受けする
労働相談を実施しています。ご相談に対しては、休日
（土･日･祝日、年末年始）を除いて７日以内に回答しま
す。相談は無料で、秘密は厳守されます。
是非、お気軽にご利用ください。
１．相談内容
　労働問題全般について、お困りの方のご相談をお受
けします。
２．メールによる労働相談の方法
　長野県HPの入力フォームの画面に相談内容、必要
事項を入力した上で、お勤めの場所を担当する労政事
務所を選択して送信してください。
※http://www.pref.nagano.lg.jp/syoukou/roko/mailsoudan.htm
※労働相談をお受けする労政事務所につきましては、下
記までお問い合わせください。
■長野県商工労働部労働雇用課 勤労者支援係
　電話026－235－7118

　離転職者の方を対象とした公共職業訓練を実施します。
セイコーエプソン「ものづくり塾」にて機械加工の基礎技
術等を身につけエプソン情報科学専門学校で３次元ＣＡＤ
の操作、設計手法を学びメーカーの設計・製造部門への再
就職を目指します。

　当機構では、看護師または助産師を目指している方に
修学資金を貸与し、学校生活をサポートします。
　県立病院に一定期間勤務した場合は、返還免除となり
ます。あなたの夢の実現のため、是非ご活用してください。
○募集期間　平成24年６月１日（金）まで
○貸 与 額　月額５万円または月額８万円
○貸与期間　養成学校の正規の在学期間内
◆詳細はホームページをご覧ください。
　http://www.pref-nagano-hosp.jp/
■お申し込み・お問い合わせ先
　機構本部事務局職員課　電話0120－173－314

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４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
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
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
36 社東町 賃貸　木造平屋建　月５万円
37　立　町 売却　木造２階建　1,800万円
38　町屋敷 賃貸/売却　木造平屋建　価格応談
39　町屋敷 賃貸/売却　木造２階建　価格応談
40 萩　倉 賃貸　鉄筋コンクリート2階建　月４万９千円
《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）40件　（内21件成約）　
●利用登録済者（買いたい等） 50人（内６人成約）

●１２日（土）クリニカルアート　１０時半～
　３歳以上の親子対象で絵を描いて遊びます。

●26日（土）ハーブの寄せ植え　１０時半～
　２㍑のペットボトルを使ってハーブの寄せ植えを作ります。（要予約）

●２１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！

 ２日（水）2･3歳児ママのつどい　７日（月）のびのびららら
 ８日（火）ブックスタート　　　  12日（土）ファミリーデー
14日（月）1歳児ママのつどい　  18日（金）0歳児ママのつどい
21日（月）知恵袋講座　　　　　  22日（火）おはなしいっぱい
26日（土）ファミリーデー　　　  28日（月）つくるよぺたぺた

５月の行事予定

― ファミリーデー １２日(土)・26日(土) ９時～１７時 ―― ファミリーデー １２日(土)・26日(土) ９時～１７時 ―

― 知恵袋講座 ―― 知恵袋講座 ―
公共職業訓練「機械加工・3次元ＣＡＤ科」訓練生募集

■お問い合わせ先　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（休日２日開館）
　　　　　電話・FAX：27－5244

地方独立行政法人長野県立病院機構
看護学生修学資金貸与希望者募集看護学生修学資金貸与希望者募集

平成24年度 春の「家庭犬しつけ方教室」募集のお知らせ平成24年度 春の「家庭犬しつけ方教室」募集のお知らせ

消 防 団 員 募 集

平成２４年度 犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ平成２４年度 犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ

●登録物件情報

■お問い合わせ先：下諏訪町役場 消防課 庶務係
　　　　　　　　　電話28－0119

平成２４年度赤十字健康生活支援講習会開催平成２４年度赤十字健康生活支援講習会開催メ ー ル 労 働 相 談メ ー ル 労 働 相 談

栗田歯科医院

28－0008小松歯科クリニック

23－8100アポロ歯科医院

22－3341         
26－0648
28－4649
28－6586

南信堂歯科医院
なわ歯科医院
浜歯科医院
林歯科医院

アイビー薬局
ウエルシア薬局岡谷長地店
ひまわり薬局
ウエルシア薬局岡谷長地店
土田薬局
湖北堂薬局
矢崎薬局
御子柴薬局
イズミ薬局

■お問い合わせ先　
　長野県岡谷技術専門校（電話22－2165）
　　　　　　または住所地管轄のハローワークまで

27－0019
24－1103
28－2012
22－2382
27－8414
22－2121
22－5180
26－8100
28－3811

26日（土）

25日（金）

5月実施日 会場および時間

特定（産業別）最低賃金

計量器･分析機器、医療用機械器具、光学器械
器具、電気機械器具、情報通信機械器具 等

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械
器具、自動車･同附属品、船舶製造･修理業 等

各種商品小売業
印刷、製版業

時間額

785円

796円

753円
747円

町屋敷公会所
9：00－9：10
東山田公民館
10：00－10：20
高木公民館

11：20－11：35
富部公民館
9：00－9：20

萩倉公民館
9：20－9：30
第8区公民館
10：30－10：40

四王公会所
9：35－9：55

役場庁舎西
10：05－10：45

星が丘公会所
9：40－9：50
協和館

10：50－11：05

長野県内の最低賃金長野県内の最低賃金

■お問い合わせ先　長野労働局 労働基準部 賃金室
　　　　　　　　　電話026－223－0555

震災　その時 誰と助け合えるのか？私たちの防災震災　その時 誰と助け合えるのか？私たちの防災

応募資格

応募方法

応募期間
選 考 日
会　　場
選考発表
定　　員

受 講 料

訓練期間

求職活動中（ハローワークに求職申込をされて
いる）の方で、パソコン操作ができWindows
の基本知識のある方
ハローワークまたは岡谷技術専門校に備え付け
の「入校願」「事前調査票」を住所地管轄のハ
ローワークへ提出してください
平成24年５月８日（火）まで
平成24年５月１１日（金）
岡谷技術専門校にて
平成24年５月17日（木）
20人
無料（ただしテキスト代14,600円及び資格試
験検定料は自己負担）
平成24年６月１日～平成24年11月30日


