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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　☎28－0119６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

9日
16日
23日
30日

日

日
日
日
日

急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日

向山内科医院
諏訪皮膚科クリニック
武井医院
祐愛病院
小口医院（耳鼻咽喉科）
市瀬医院

笠原歯科医院
小松歯科クリニック
小松歯科医院
早出歯科医院

ララ歯科医院
梅垣薬局
盛栄堂小池薬局
永田薬局
ウエルシア薬局岡谷長地店
山一小口薬局
かえで薬局

●１日（土）　「たけ・ゆたか先生のパパ講座」
　２・３歳のお子さんとそのファミリー
●15日（土）　「虫除けスプレー」　※材料費500円
　小さいお子さんにやさしい虫除けスプレーを作ります。

●10日（月）　「お汁会」
　おいしいお汁をおばあちゃんが紹介します。

●14日（金）
　子育てが楽しくなるコミュニケーションツールです。

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 ―

― ベビーサイン ―― ベビーサイン ―

23－6272
27－5388
27－8029
23－0222
22－3068
26－1717

22－2837
28－0008
27－8226
28－0024

21－1555
23－4888
28－6473
27－8123
26－2510
23－2206
26－1929

 １日（土）ファミリーデー
 ４日（火）ファーストブック
14日（金）ベビーサイン
17日（月）0歳児ママのつどい
21日（金）1歳児ママのつどい
27日（木）つくるよぺたぺた

 ３日（月）のびのびららら
10日（月）知恵袋講座
15日（土）ファミリーデー
18日（火）0歳児ママのつどい
24日（月）おはなしいっぱい

■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  
　　　　　電話・FAX：27－5244

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５月15日現在〉

男女共同参画週間のお知らせ

平成２５年度
犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ

し尿処理施設からのお願い

特別養護老人ホーム恋月荘の移管先募集

汲み取り式トイレ及び浄化槽式トイレをお使いの皆様へ

諏訪広域連合

消防団員募集

　最近、し尿処理施設に「ごみ」が詰まり、困ってい
ます。施設の適正な維持管理のため、次のことにご協
力をお願いします。

し尿処理車や、し尿処理施設の機械類の故障原因とな
っていますので、ご協力をお願いします。
■お問い合わせ先
　湖北行政事務組合 湖北衛生センター
　　電話41－3973
　下諏訪町 住民環境課 生活環境係
　　電話27－1111（内線142）

　諏訪広域連合では、平成26年４月から恋月荘の管理
運営を行う社会福祉法人等を募集します。
◆対象法人　諏訪地域において特別養護老人ホームの
施設運営実績を有する社会福祉法人等
◆募集要項配布
　期間：平成25年６月24日（月）～26日（水）
　時間：午前９時～午後５時
　場所：諏訪市役所３階　諏訪広域連合企画総務課
■お問い合わせ先　諏訪広域連合 企画総務課 総務係
　　　　　　　　　電話52－4141（内線373・374）

◆トイレには、し尿以外のものを入れないでくださ
い。（大人・子どもの紙オムツ、生理用品、水に溶
けない紙、布、ビニール類等は『焼却ごみ』として
指定袋に入れて出してください。）
◆合併浄化槽へ食油等の油分はできるだけ流さない
でください。（天ぷら等の廃油は、凝固させて『焼却
ごみ』として出すか廃油回収時に出してください。）

　毎年６月23日～29日までの１週間は「男女共同参
画週間」です。平成25年度のキャッチフレーズは、
「紅一点じゃ、足りない。」に決定しました。
　男性も女性も、職場・学校・地域・家庭において、
個性と能力を十分に発揮することのできる「男女共同
参画社会」を実現するためには、町民の皆さま一人ひ
とりの取組が大切です。私たちのまわりの男女のパー
トナーシップについて、この機会に考えてみませんか。

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

　６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 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
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６万７千円
52 高　浜 賃貸　木造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） 52件（内31件成約）　
●利用登録済者（買いたい等） 72人（内10人成約）

●登録物件情報

６月実施日

13日（木）

会場及び時間

役場庁舎西
9：00-9：15
町屋敷公会所
10：10-10：20
四王公会所
11：20-11：35

長坂公会所
9：30-9：40
樋橋公会所
10：30-10：40

萩倉地区公民館
9：50-10：00
秋宮参拝者駐車場
10：55-11：10

■お問い合わせ先　下諏訪町 総務課 企画係
　電話27－1111（内線258）

～ひとりで悩まずご相談ください～
　下諏訪町では、諏訪保健福祉事務所のご協力で
相談員による女性相談を行っています。
◆日　時：毎月第２火曜日　午前10時～午後３時
◆場　所：まちづくり協働サポートセンター
（予約は不要ですので直接お越しください。）

2日

※上記の講座は全て予約が必要です。

下諏訪町の男
性保育士によ
るパパ講座

※6ヵ月～1歳半
※参加費300円

お弁当を持参してください

―げんきアップ☆料理教室のご案内―
　６月と７月に開催する「げんきアッ
プ☆料理教室」の参加者を募集してい
ます。ワンディッシュ・レクチャーの
調理実習をお楽しみください！
　１回目：６月14日（金）
　　　　　テーマ「元気になるダイエット」
　２回目：７月12日（金）
　　　　　テーマ「血管の中のあぶらの改善術」
＜時　間＞午後７時00分～８時30分まで
＜会　場＞保健センター２階　
＜定　員＞各30人
＜参加費＞１回500円　※１回目、２回目のみの参加も可能
＜持ち物＞エプロン・三角巾・手ふき・筆記用具
＜申込み＞６月10日までに保健センターへお申込み

ください。
■お申し込み先　下諏訪町保健センター
　　　　　　　　電話27－8384（直通）

保健センターからの
お知らせ

保健センターからの
お知らせ

お口は全身の健康の入り口です

―６月は食育月間―

―６月４日～10日は歯の衛生週間です―
　歯と口のトラブルは、全身に影響を及ぼ
します。噛めないことで肥満になりやすく

なり、歯周病菌は動脈硬化を促進してしまいます。
～毎日のセルフケア（歯みがきやうがい）と
　　　　　　定期検診でしっかり予防しましょう～

　６月は食育基本法に定められた｢食育月間｣です。
　一人ひとりの健全な食生活の実践を通して、豊か
な人間関係を育むことを目指しています。
みんなで食卓を囲んでコミュニケーション
を図る“共食の輪”を広げましょう！

きょうしょく


