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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。
※歯科診療は「保険証・老人手帳を必ずお持ちください。午前中のみの診療となります。

※休日・夜間緊急医療案内　
　下諏訪消防署　☎28－0119６月の休日当番医院・歯科医院・薬局

●６日（土） 「パパ講座」 10時～
パパだけの為の講座です。毎回楽しい企画がありますので大勢
ご参加ください。

●20日（土） 開館日　自由にご利用ください。

●15日（月） 「うどんともみもみおやさい」 10時～
おばあちゃんとおやさいをもみもみしていっしょにうどんを食
べましょう。

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ

６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 ―

みんなでつくろう御柱の里しもすわ体感イベント
～御柱祭プレイベント開催のご案内～

八ヶ岳キッズプロジェクト
～今年の夏は親子で八ヶ岳登山～

自動車税の納期限は６月１日㈪です
～コンビニ納付が可能です！～

赤十字幼児安全法短期講習・
支援員資格継続研修のお知らせ

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

　来年オープン予定の「お祭り広場（仮称）」で、地
域の伝統文化に触れ、体感・体験できる御柱祭プレイ
ベントとして、「御柱の里しもすわ体感イベント」を
開催します。
　このイベントは、お祭り広場を地域のみなさんに知
っていただき、この広場が、多くの方により親しみや
すく、愛着をもっていただける場所となるよう、地域
のみなさんと一緒に楽しめる体感・体験イベントとな
ります。
　多くのみなさまのご参加をお待ちしております。詳
細は下記までお問い合わせください。
○日　時：平成27年５月30日（土）８時30分～16時00分
○場　所：お祭り広場（仮称）
　　　　　旧大門教職員住宅跡地
　　　　 （諏訪大社下社春宮近く）
○内　容：御柱モニュメント木造り
　　　　　曳き綱の綱打ち
　　　　　長持ちの披露
　　　　　木遣り体験とおんべづくりなど
■問い合わせ　下諏訪町 産業振興課 商工観光係
　　　　　　　電話27－1111（内線272）

　八ヶ岳の山小屋組織
「八ヶ岳観光協会」で
は、諏訪地方在住のお
子様に八ヶ岳の豊かな
自然と登山の楽しみを
知っていただくため、
小学生以下のお子様の
宿泊無料キャンペーン
を実施します。お子様
の年齢や体力に合わせ
たコースもご紹介しま
すので、ぜひこの夏八
ヶ岳へお越しいただき、

家族の絆を深めてください。無料宿泊チケット付きの
チラシを保育園・幼稚園や小学校を通じて配布します
ので、ご確認ください。
■問い合わせ　八ヶ岳観光協会 宣伝対策委員長
　　　　　　　　両角 電話76－2525

○講座内容
（１）幼児安全法短期講習
　　日　時：平成27年６月12日（金）
　　　　　　13時30分～15時30分
　　場　所：諏訪赤十字病院研修ｾﾝﾀｰ
　　申込先：諏訪赤十字病院（総務課社会係）
　　電　話：52－6111　ＦＡＸ：57－6036
（２）幼児安全法支援員資格継続研修
　　日　時：平成27年９月30日（水）
　　　　　　13時00分～17時30分
　　場　所：諏訪赤十字病院研修センター
　　申込先：諏訪赤十字病院（総務課社会係）
　　電　話：52－6111　ＦＡＸ：57－6036
※平成24年４月以降に幼児安全法支援員の資格を
取得され、資格有効期間の残り期間が１年以内の
方が対象です。

○申込方法
 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。
※各講習会等は別の日程もございますので、詳細は
下記までお問い合わせください。

■問い合わせ　　日本赤十字社長野県支部　
　　　　　　　　電話026－226－2073

　平成27年度の自動車税の納期限は６月１日（月）
です。忘れずに納期限までに納めましょう。
　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・地
方事務所税務課で納付できます。
■問い合わせ　長野県諏訪地方事務所 税務課
　　　　　　　電話57－2905

お 知 ら せお 知 ら せ

募 集 情 報募 集 情 報

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４月30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  
　　　　　　　電話・FAX：27－5244

■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
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
82 東町上 賃貸 木造平屋建 月3万円
83 菅野町 賃貸 木造２階建 月6万円
84 東高木 売却 木造平屋建・２階建　3,465万円

 ２日（火）ファ－ストブック

 ８日（月）おはなしいっぱい
15日（月）知恵袋講座
25日（木）0歳児ママ講座（ベビーサイン）

 １日（月）うたのぽけっと
 ５日（金）スクラップブッキング講座（10時～）
 ６日（土）ファミリーデー（パパ講座）
12日（金）1歳児ママ講座（救急法）
20日（土）ファミリーデー

　アメリカシロヒトリが発生する時期となりました。生態
を知り、各家庭や事業所などで発生したアメリカシロヒト
リの駆除にご協力ください。
　駆除は、樹木の所有者の責任で実施していただきます。
町では町有地以外の駆除は行っていません。個人で駆除し
ていただくか、専門業者へご依頼ください。
◆ アメリカシロヒトリとは？　～生態～
　外来種の蛾［ガ］です。幼虫は始め白く、その後黒くな
り長い白毛で覆われます。卵からかえると“網状の巣”を
つくり、10日前後集団生活をした後、一気に巣を出て分散
し、葉をすべて食べつくしてしまいます。発生時期は、気
候によって若干変動しますが、だいたい６月上旬から７月
中旬ころと、８月中旬から９月下旬ころの年２回です。
◆ 効果的な駆除方法は？
　“網状の巣”は容易に発見できます。幼虫が集団生活を
しているこの段階で巣ごと枝を切り落とし処理するのが最
適です。なお、巣へ薬剤を散布しても、直接幼虫にかから
ないためあまり効果がありません。巣立ち後は、幼虫へ直
接薬剤散布し駆除するしかありません。
■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・143）

■問い合わせ　ゆたん歩゜　電話26－2626　
※教室の参加方法等、詳しくは町のホームページまたはお電話ください。

♨ゆたん歩 の゚日　健康相談♨（6月26日）
９：30～12：00
♨ゆたん歩 の゚日　健康ミニ講座♨（6月26日）
10：00～11：00

※健康相談とミニ講座は当日ご自由に参加していただけます。
第2期（6月7月講座）
●アクアツール・エクササイズ（午後）
日にち：６月10日、17日、24日（水）
　　　　７月１日、８日、15日、22日（水）

●ゆたん歩 健゚康学級（午前）●らくらく・水中歩行教室（午後）
日にち：６月11日、18日、25日（木）
　　　　７月２日、９日、16日、23日（木）
単発講座
●６月４日（木）ゆたん歩ノ゚ルディックウォーキング
●６月22日（月）ポールでコンディショニング講座

◇6月のゆたん歩 の゚日は26日㈮です◇

歯科当番医（診療時間9：00～正午） 当番薬局

7日

14日

21日

28日

日

日

日

日

急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日

27－8053

22－5180

26－8100

28－0505

平山医院

サツマ外科医院（岡谷市）

林内科・循環器科クリニック（岡谷市）

あざみ胃腸科クリニック

22－3871

23－8427

27－3838

23－8100

前川歯科医院（岡谷市）

三井歯科医院（岡谷市）

溝口歯科診療所

アポロ歯科医院（岡谷市）

28－6473

23－2808

27－7056

26－1500

盛栄堂小池薬局

アイン岡谷薬局（岡谷市）

御子柴薬局（岡谷市）

菜の花薬局

「子どもとの接し方講座」（CSP）のお知らせ
　　子育てスキル、しつけの方法について学びましょう。
６月３日・10日・17日・24日・７月１日・８日　※毎週水曜日
時間：10時～12時／定員：10人（託児無料）

［６回講座］［６回講座］

アメリカシロヒトリを駆除しましょうアメリカシロヒトリを駆除しましょう


