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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
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急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日

●14日（土） 「孫育て講座」　9時15分～11時30分
 ・「今どきの孫育て」 ９時15分～
 ・「孫とのあそび・絵本」 １０時～
 ・「イザ！という時の救急」  １0時45分～
●21日（土） 開館

●16日（月） 「おばあちゃんとうどんを作ろう」　10時～

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  ―

 ２日（月） うたのぽけっと
 ９日（月） ０歳児ママ講座 
16日（月） 知恵袋講座
21日（土） ファミリーデー
30日（月） 2・3歳児ママ講座/トイレトレーニング
※毎週水曜日はCSP講座、木曜日はBPプログラムです。

 ３日（火） ファーストブック
14日（土） 孫育て講座
20日（金） １歳児ママ講座  
23日（月） おはなしいっぱい

■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。

～親子の絆づくりプログラム～（愛称：BP）
“ 赤ちゃんがきた！”

～長野県からのお知らせ～
県内保健所（保健福祉事務所）で風しん抗体検査を実施します

庁舎耐震補強及び
大規模改修工事が始まります。

消防団員募集

税務職員（国家公務員）を募集します

諏訪木鶏クラブ会員募集
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　下諏訪町役場 消防課 庶務係
　　　　　　　電話28－0119

　税務署や国税局で「税のスペシャリスト」として勤
務する税務職員（国家公務員）を募集します。
●受験資格
　平成26年４月１日において高校等を卒業した日の
翌日から起算して３年を経過していない者および平成
27年３月までに高校等を卒業見込みの者等。
●申込方法
（１）インターネット申込み〔午前９時より〕
　　　平成26年６月23日（月）～７月２日（水）
（２）郵送または持参
　　　平成26年６月23日（月）～６月26日（木）
●試 験 日
（１）第１次試験　平成26年９月７日（日）
（２）第２次試験　第１次試験合格通知書で指定
■問い合わせ　諏訪税務署 総務課
　　　　　　　電話57－5210

　本年度から来年度にか
けて役場本庁舎と別棟の
耐震補強及び大規模改修
工事を実施します。役場
の機能を残したままの
「居ながら施工」により、
工事エリアを設定して順
次工事を進めて行きます。
工事期間中は役場出入口、通路等が狭くなるなど、ご
不便、ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願
いします。また各課の移動、工事の進ちょく状況等に
ついては今後もクローズアップしもすわ、町ホームペ
ージ等で随時お知らせしていきますのでよろしくお願
いします。
■問い合わせ　下諏訪町 総務課 管財係
　　　　　　　電話27－1111（内線263）

　親子一緒に参加して０歳時期の大切さ、子育てのス
キルを学びましょう。交流や相談もできます。
お母さんの友達づくり／親子の絆づくり／育児の学び
を目的としたプログラムです。

●会　場　子育てふれあいセンター ぽけっと
●対象者　町内在住の２か月から６か月のお子さんと母親
●参加費　無料
●定　員　10組
■問い合わせ　子育てふれあいセンター ぽけっと
　　　　　　　電話27－5244

検査の対象者
①妊娠を希望する女性　
②妊娠を希望する女性において抗体価が低いことが判
明した場合は、その方の配偶者などの同居者
③風しん抗体価低い妊婦の配偶者などの同居者
申し込み方法　
　諏訪保健所（諏訪保健福祉事務所）に電話で申し込
んでください。【検査料無料】
※そのほかの県内保健所でも、検査を受けることがで
きます。
■申し込み・問い合わせ　諏訪保健所（諏訪保健福祉事務所）
　　　　　　　　　　　　電話57－2927（直通）

　木鶏クラブとは、人間学を学ぶ月刊誌「致知」を読
んで感想を発表する読書会です。一緒に人間学を学ん
でみませんか。また、興味のある方の見学も歓迎しま
す。木鶏クラブは、下諏訪町立図書館の会議室で第４
日曜日の午後１時30分に開催しております。お気軽
にお立ち寄りください。
■問い合わせ　代表 加藤レイ子
　　　　　　　電話26－3899

　妊婦、特に妊娠初期の女性が風しんにかかると、
赤ちゃんにも感染し、「先天性風しん症候群」とい
う病気にかかってしまうことがあります。風しんに
対する免疫力が低い場合は、予防接種を受けること
が望まれます。

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26年５月14日現在〉

■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
28 武居北 賃貸 木造２階建 月6万円
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
58 東高木 売却 木造２階建 600万円
59 東山田 賃貸 木造２階建 応相談
60 東山田 賃貸/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
64 清水町 賃貸/売却 木造２階建 月6万円/850万円
65 立　町 賃貸/売却 木造２階建 月3～5万円/応相談
66 立　町 売却 木造2階建/鉄筋コンクリート3階建　1,700万円
67 南高木 賃貸 木造２階建 月6万円
68 魁　町 賃貸 木造平屋建 月2万2千円
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
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川岸医院（岡谷市）

野村ウィメンズクリニック（岡谷市）

さとう眼科医院

諏訪共立病院

山崎医院（岡谷市）

市瀬医院

さつき歯科医院

太田歯科医院（岡谷市）

大滝歯科医院（岡谷市）

ジュンデンタルクリニック（岡谷市）

小口歯科第２クリニック（岡谷市）

24－3103
23－7125
28－6473
26－7226
23－2206
26－1929

川岸薬局（岡谷市）

矢崎薬局（岡谷市）

盛栄堂小池薬局

ひまわり薬局

山一小口薬局（岡谷市）

かえで薬局

第１子が平成25年12月～平成26年４月生まれの
初心者ママ集まれ！

日　時（※全て木曜日） 内　容
１
２

３

４

６月５日
６月12日

６月19日

６月26日

※４回連続講座です。具合の悪いときはお休みでも構いません。

10：00～11：30
　プログラム
11：30～12：00
　交流タイム
　質問タイム

赤ちゃんとの新しい出会い
赤ちゃんのいる生活
何して遊べばいいの？
どうして泣くの？
（保健師さんに相談ができます）
親になること

完成イメージ図

集団で緑の葉を食いつくす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
　アメリカシロヒトリが発生する時期になってきました。アメリカシロヒトリの生態を知って、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。町では町有地以外で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？
　戦後アメリカから侵入した外来種の蛾（ガ）の一種です。成虫は白色で褐色斑があり、幼虫（毛虫）は始
め白く、その後黒くなり長い白毛で覆われます。体長は３㎝ほどに成長すると、繭（まゆ）を作ってさなぎ
となり、２～３週間ほどで成虫になります。発生時期は年２回。気候によって若干の変動はありますが、概
ね６月上旬から７月中旬ころと、８月中旬から９月下旬ころです。
○効果的な駆除方法は？
　卵からかえったばかりの幼虫は白い“網状の巣”を作り群生しているので　容易に発見できます。この段
階に高枝切りバサミなどで巣網を枝葉ごと切り取り、幼虫を踏みつぶしたり焼却ごみ袋に入れて燃えるごみ
として出したりするなどの処理をするのが最適です。なお、巣網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。体長が１.５㎝くらいになると巣網から出て分散します。分散した幼虫を
１匹１匹駆除するのは大変なので、薬剤散布で駆除するしかありません。薬剤については最寄りの販売店に
ご相談ください。散布にあたっては使用説明書等をよく読み、ご近所さんへ事前周知を行ったうえで、人や
動物、作物、洗濯物などに危害を及ぼさないよう注意して散布してください。また、ご自身もかからないよ
うにするなど十分注意してください。
■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･143）

※要予約


