6 月の休日当番医院・歯科医院・薬局
5日

12日

曜日

日
日

19日

日

26日

日

急 病 当 番 医（診療時間9：00〜17：00） 歯 科 当 番 医 （診療時間9：00〜正午）

22−2121 宮坂歯科診療所

酒井医院
あざみ胃腸科クリニック

28−0505 三輪歯科医院

今井内科・胃腸科クリニック 24−8688

27−0085

さとう眼科医院

山岡歯科医院

22−5180 下島歯科医院

サツマ外科医院

下諏訪町空き家情報バンク登録状況
〈平成23年５月20日現在〉

●登録物件情報
№

所在地 賃貸等

９

赤砂

売却

木造２階建

価格応談

12

西四王 賃貸

木造平家建

月７万４千円

14

東四王 賃貸

木造２階建

月６万円

15

西

浜 賃貸

木造２階建

月６万５千円

17

上久保 賃貸

木造２階建

月６万円

21

富ヶ丘 賃貸

木造２階建

月３万５千円

23

社ヶ丘 売却

木造２階建

680万円

24

萩

木造２階建 2棟続き 1,150万円（応談）

25

南四王 売却

倉 売却

条件等

木造２階建 1,800万円

《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）25件 （内14件成約）
●利用登録済者（買いたい等） 39人（内６人成約）

【問い合わせ先】
貸したい方・借りたい方の
登録受付中！
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

特 設 人 権 相 談所 開 設

※事前に電話で確認の上受診してください。

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。
日

※休日・夜間緊急医療案内
下諏訪消防署 ☎28−0119
当番薬局

22−7275 湖北堂薬局
27−3084 菜の花薬局
22−2472

矢崎薬局
イズミ薬局

28−0333 アイン岡谷薬局

22−2325
26−1500
23−7125
28−6566
23−2808

東北大震災及び長野県北部地震の罹災者の皆さまへ

記名国債証券の特別取扱いについて

このたびの東北大震災及び長野県北部の地震の被害に
より、記名国債証券の記名者または元利金支払場所等の
罹災により、証券又は印鑑票を滅紛失している場合で、
既に支払期日の到来しているもの、または特別措置によ
る取扱期間中（平成23年９月11日まで）に支払期日が到
来するものに係る元利金支払事務等について
は、最寄りの日本銀行本店・支店、代理店ま
たは支払場所（郵便局等）にお尋ねください。
■お問い合わせ先
長野県健康福祉部
地域福祉課保護恩給係
電話 026−235−7094

〜守ろう！電波のルール〜
６月１日から10日は、電波利用環境保護周知啓
発強化期間です。私たちみんなの財産である電波
の良好な利用環境を守るため、不法無線局をなく
し、電波を正しく使いましょう!!

〜保 護 命 令 手 続 き に つ い て〜
配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律（DV防止法）が施行されてからまもなく満
10年の節目を迎えようとしています。
配偶者暴力に関する保護命令制度を利用し、平成22年12月までに裁判所に申立てられた保護命令事件
の件数は約23,100件であり、発令された事件は約18,300件です。
保護命令制度は、裁判所が配偶者から暴力を受けた被害者からの申立てにより、配偶者に対して保護命
令を発令し、被害者が配偶者からさらに暴力を受けることにより生命又は身体に対する重大な危害が加え
られることを防止することを目的としており、保護命令に違反した者は、１年以下の懲役または100万円
以下の罰金に処せられることとなっています。
近年では、年間3,000件を超える申立てがされている保護命令事件です。
具体的な申立書の記載方法や、提出書類の通数など、保護命令手続きについて
お尋ねになりたい場合には、長野地方裁判所本庁または諏訪支部までお問い合わ
せ下さい。
※保護命令手続全般についての詳細は、裁判所ウェブサイト
（http://www.courts.go.jp/）からも閲覧することができます。
■お問い合わせ先
長野地方裁判所本庁：電話026−403−2008
諏訪支部：電話0266−52−1670
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法務省と全国人権擁護委員連合会では、毎年６月１日を「人
権擁護委員の日」と定め、全国的に「特設人権相談所」の開設
等の活動を実施しています。
下記日程により特設人権相談所を開設します！
■相談内容
毎日の暮らしの中で起こる様々な問題
いじめ、体罰、部落・女性差別などの差別問題
外国人の問題、家庭内（夫婦・親子・結婚・離婚等）、借地
借家、近隣間のもめごと、悩み など…
■開設日時・場所
・６月２日（木） 午前10時〜午後３時
・下諏訪町老人福祉センター
■お問い合わせ先
長野地方法務局諏訪支部 電話 52−2440

第15回

長野県行政書士会では、長野市にあります長野県行政書
士会館において、相続手続・遺言、各種契約書、権利義務
関係等に関する無料相談会を開催いたします。日常生活に
おける契約等の専門家である行政書士が相談に応じます。
■相談内容
相続手続・遺言の手続、各種契約書、権利義務関係等の
手続、成年後見等日常生活における諸手続
■日
時
平成23年６月15日（水）
午前10時30分〜午後３時
■場
所
長野県行政書士会館
■電話相談
時間内同時受付
※平成23年６月より毎月第３水曜日に、無料相談会を開
催いたします。
■お問い合わせ先
長野県行政書士会
電話 026−224−1300 FAX 026−224−1305

平成23年 長野県福祉大学校オープンキャンパス
学生募集に向けオープンキャンパスを実施します。
■日時：６月18日（土）・８月５日（金）
両日とも午前９：30〜午後０：30
■内容：模擬授業・相談コーナー
６/18は学生による保育実技
８/５は入試対策コーナー
予定
■お問い合わせ先 長野県福祉大学校
電話 57−4821

夫婦を対象に治療に要した費用の一部を助
成する不妊治療助成事業を実施しています。
平成23年度内に不妊治療をお考えの方は、
保健センターにご相談ください。
■対象
下諏訪町に住民登録をして１年以上経過
し、医療保険に加入されているご夫婦
■助成額
不妊治療に要した費用のうち、医療保険
の合計額の５割。年度額（４月〜３月）

地域がん診療拠点病院として、がんに対する一般的知識の情
報提供を行うため「みんなのがん教室」を開催しています。専
門医がわかりやすく説明します。

第32回
第32回 無料相談会を開催いたします

下諏訪町では、不妊治療をされているご

の一部負担金および医療保険適用外治療費

みんなのがん教室

■開催日時：平成23年６月22日（水）15：00〜
■場
所：諏訪赤十字病院 ２階 研修センター
■テ ー マ：乳がん
■参 加 費：無料（申込不要）
■問い合わせ先 諏訪赤十字病院がん相談支援センター
電話 57−7502

不妊治療助成事業のお知らせ

10万円を限度とします。ただし、医療保
険各法の規定による高額療養費および付加
給付等がある場合にはその額を控除します。
■お問い合わせ先
下諏訪町保健センター
電話 27−8384（直通）
27−1111（内線290）

下諏訪町

「心のほっと相談」のご案内
下諏訪町では、専門の相談員による「心のほっ

と相談」を行っています。
「気分が落ち込む」「眠

れない」「イライラが止まらない」など、心の悩
みをお持ちの方、一人で抱え込まずに話して心を
軽くしませんか。ご本人だけでなく、ご家族や身
近な方についての相談もできます。

※予約制の個別相談で、秘密は厳守いたします。
※事前に必ずご予約ください。
（各実施日の５日前まで）

お気軽にご連絡ください。（無料です）

■６月の実施日

６月９日（木）・６月23日（木）

※今後の実施日については、クローズアップしも
すわ

くらしの情報

行事予定

および町ホームページ

でお知らせします。

■時間（相談時間は一人１時間程度です）
①午後１時30分〜２時30分
②午後２時30分〜３時30分

■場所

下諏訪町保健センター

■予約・お問い合わせ先

下諏訪町保健センター

電話 27−8384（直通）
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