
2013.5　 2021　2013.5

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
林内科・循環器科クリニック
牛山医院
信濃医療福祉センター
小野医院
諏訪共立病院
花岡医院
つるみね共立診療所
今井整形外科
西川小児科医院

南信堂歯科医院

スマイル歯科医院

藤森歯科医院

藤岡歯科医院
アルプス矯正・小児歯科クリニック
栗田歯科医院
はつお歯科クリニック

御子柴薬局
ウエルシア薬局岡谷長地店
土田薬局
長地中央薬局
ひまわり薬局
ファミリー薬局
湖北堂薬局
ウエルシア薬局岡谷長地店
かえで薬局

●11日（土）　「孫育て講座―孫でﾏｺﾞﾏｺﾞしないために―」
●18日（土）　「わらべうたベビーマッサージ」
　※どちらの講座も電話でご予約してください。

●20日（月）　「ヨモギの団子を作ろう」　11：00～
ヨモギを使ったお料理を作りましょう。

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 ―
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　現代は祖父母世代が子育てをした時代とは育児環境も育児技術も大きく変わったため、「今の子育てが
わからない」という声を聞くとともに「育て方が違って驚いた」というママ達の声も耳にします。
　子育てふれあいセンターではそんなおじいちゃん、おばあちゃんのために「孫育て講座」を開講します。

　お孫さんを預かることがある方、これから孫ができるという方、今どきの孫育てを知
りたいという方はぜひ受講してください。受講後は「孫育て認定証」の授与があります。
※駐車場は子育てふれあいセンター前か、武藤工業の駐車場もご利用できます。

■ご予約・お問い合わせ先　　子育てふれあいセンター　電話27－5244

 ７日（火）ファーストブック
13日（月）のびのびららら
17日（金）1歳児ママのつどい（断乳卒乳）
18日（土）ファミリーデー
23日（木）0歳児ママのつどい
27日（月）おはなしいっぱい
31日（金）2・3歳児ママのつどい（トイレットクリーニング）

11日（土）ファミリーデー
14日（火）スクラップブッキング講座

20日（月）知恵袋講座
24日（金）0歳児ママのつどい

■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
　　　　　電話・FAX：27－5244
　　　　　※詳しくは町のホームページをご覧ください。

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25年４月17日現在〉

町長への手紙を実施します！

町回覧・全戸配布文書のＨＰへの掲載について

平成２５年度
犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ

平成25年度 天竜川上流水防演習
－大規模水害・土砂災害対策広域連携実動訓練－

消防団員募集

自動車税の納期限は５月31日㈮です

　天竜川上流域で今後も予想される災害に対処するた
め、防災関係機関の連携強化と、地域防災力の向上を
目指し水防演習を行います。是非ご参加ください。
●日　時　平成25年５月26日（日）
　　　　　午前８時30分～正午
●場　所　【メイン会場】長野県飯田市川路地先
　　　　　【サテライト会場】長野県伊那市小出島地先
●主　催　国土交通省中部地方整備局、長野県、市町

村（南信地区）
■お問い合わせ先　国土交通省中部地方整備局
　　　　　　　　　電話0265－81－6411

　現在町内会等を通して配布しております回覧文書・
配布文書をホームページ上で誰でも、いつでも閲覧で
きるコーナーを設けました。月別に過去の文書を見る
ことも可能になりますので、もう一度確認をしたい時
など、様々な用途で有効にご活用ください。ページの
場所はトップページ右側「回覧・配布文書一覧」のバ
ナーをクリックしてください。
■お問い合わせ先　下諏訪町 総務課 情報防災係
　　　　　　　　　電話27－1111（内線262）

　町では、町民のみなさんから独創的で建設的な提
言・アイデアをお寄せいただき、町政運営に反映させ
るため「町長への手紙」を実施しています。多くのご
提言等をお寄せください。
●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、町庁舎１階 総合窓口
へお出しください。
●有効期限　　平成26年３月31日
※用紙は町庁舎１階 総合窓口、総合文化センター
にも用意してあります。

■お問い合わせ先　下諏訪町 総務課 情報防災係
　　　　　　　　　電話27－1111（内線262）

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

　５月31日（金）は、平成25年度の自動車税の納期
限です。自動車税は、４月１日現在で自動車（軽自動
車、二輪車を除く）をお持ちの方に納めていただく県
の税金です。金融機関、郵便局、コンビニエンススト
ア及び地方事務所税務課で納付できます。
■お問い合わせ先　長野県諏訪地方事務所　税務課
　　　　　　　　　電話57－2905

　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、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 住民環境課 生活環境係
　電話27－1111 （内線142）

募 集 情 報募 集 情 報

お 知 ら せお 知 ら せ

貸したい方・借りたい方の
登録受付中！

【お問い合わせ先】
　下諏訪町 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
28　武居北 賃貸　木造２階建　月６万円
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
45　東高木 売却　木造平屋建・２階建　3,465万円
46　富ヶ丘 売却　木造２階建　1,980万円
47　町屋敷 売却　木造平屋建　455万円
49 社東町 賃貸　木造２階建　月10万円
51 西赤砂 賃貸　木造２階建　月５万５千円

《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） 51件（内31件成約）　
●利用登録済者（買いたい等） 68人（内10人成約）

●登録物件情報

“孫育て講座”のお知らせ“孫育て講座”のお知らせ“孫育て講座”のお知らせ“孫育て講座”のお知らせ
― 孫でマゴマゴしないために ―

～コンビニ納付が可能です！～

手紙でむすぶ心の輪
　　　あなたの声をお聞かせください

町屋敷公会所
9：00-9：10
東山田公民館
10：00-10：15
高木公民館
11：10-11：20
富部公民館
9：00-9：20

萩倉公民館
9：20-9：30
第８区公民館
10：25-10：35

四王公会所
9：35-9：50

星が丘公会所
9：40-9：50
協　和　館
10：45-10：55

役場庁舎西
10：00-10：20

５月実施日

24日（金）

25日（土）

会場及び時間

日時

５月11日（土）
【９時～12時】

９時～10時
　・知っておきたい今どき育児、離乳食
10時～11時半
　・救急法、応急手当、人工呼吸、誤飲処理など

講座内容
定員は15人です！
電話で予約をしてください。


