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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　☎28－01197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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17日 日
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24日 日
31日 日

急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日
山田外科医院
林眼科医院
諏訪共立病院
平林医院
林内科・循環器科クリニック
溝口医院
牛山医院

山田歯科医院

藤森歯科医院

牛山医院歯科
浦野歯科医院
太田歯科医院
大滝歯科医院

やまびこ薬局
長地中央薬局
ひまわり薬局
ウエルシア薬局岡谷長地店
御子柴薬局
永田薬局
ファミリー薬局

22－2382
28－6596
28－2012
22－3952
26－8100
27－6266
78－1192
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22－1829

22－6422
22－2854
22－4648
22－5678

21－2144
26－2522
26－7226
26－2510
27－7056
27－8123
24－1801

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23年６月９日現在〉

貸したい方・借りたい方の
登録受付中！

【問い合わせ先】
　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

 № 所在地 賃貸等　　　　　　条件等
 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　倉 売却　木造２階建 2棟続き 1,150万円（応談）
25 南四王 売却　木造２階建　1,600万円

●登録物件情報

《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） 41人（内６人成約）

　道路は皆さんのものです。安全で快適な利用に
ご協力をお願いします。また、ジョギングロード
やサイクリングロードも安全に利用しましょう。
◇道路は私たちの生活生命線です
　道路は本来の交通機能のほか、電気・水道などの
施設が設置や埋設され毎日の生活を支えています。
現在、道路の利用は多様化し、更にその重要度は増
しています。
◇看板等の道路への設置は禁止しています
　道路や歩道に置いている看板や商品、側溝上への
自動車の駐車は、通行の妨げになるばかりか、交通
事故を誘発し大変危険です。安全で快適な道路の確
保に努めましょう。
　また、道路にはみ出した樹木は、歩行者などの通
行の妨げになり、事故の原因となりますので、定期
的な剪定をお願いします。
◇ジョギングロードは皆さんの財産です
　町道湖岸通り線のジョギングロードは、最近利用
者同士の衝突事故が多発しています。
　弱者保護はもとより、誰もが安全に
心がけモラルある利用をお願いします。
■お問い合わせ先
　下諏訪町役場 建設水道課 建設管理係
　電話27－1111（内線241）

　諏訪人権擁護委員協議会では、全国一斉に下記のとおり
相談所を開設します。相談は無料で秘密は堅く守られます。
■日　　時　７月２日（土）　午前10時～午後３時
■会　　場　長野地方法務局諏訪支局（諏訪市大手１-21-20）
■担 当 者　人権擁護委員
■相談内容　いじめ・体罰・不登校・児童虐待等の相談
■お問い合わせ先　長野地方法務局諏訪支局
　　　　　　　　　電話52－2440

◇期　日　平成23年７月４日（月）【七夕まつり】
◇時　間　午前10時～11時まで（９時30分から役員が来ています。）
◇場　所　下諏訪体育館　アリーナ
◇対象者　未就園児（０歳～３歳）と未就園児に関わっている方
◇参加費　無料
◇持ち物　室内用運動靴　飲み物（必要な方）
◇その他　主催者にて傷害保険に加入し、会場での事故は応急

処置のみとします。
◇主　催　下諏訪町更生保護女性会
■事務局　下諏訪町役場 住民環境課 生活環境係
　　　　　電話27－1111（内線143）

～飯綱山に登ります！～
　町民登山の参加者を募集します。目的地の飯綱山は北
信五岳の一座で、戸隠神社近くで独立峰なので眺望が大
変良い山です。高山植物も見頃です。多くの方の参加を
お待ちしています。
■目 的 地　　　飯綱山（1,917㍍）
　　　　　　　　※頂上まで３時間くらいの行程です。
■実 施 日　　　８月21日（日）
■参 加 費　　　大人　8,000円
　　　　　　　　子供　3,000円
■申込期間　　　７月15日（金）～７月31日（日）
■申 込 先　　　町体育館および町内スポーツ店
■定　　員　　　50名 ※定員になり次第締め切ります。
■お問い合わせ先
　下諏訪山岳会　藤井：電話28－2164
　　　　　　　　藤森：電話27－4140まで

『サマージャンボ宝くじの賞金は、
　　　　　　　１等・前後賞合わせて３億円』
　１等　２億円×26本　　前後賞各　5,000万円
『2,000万サマーも同時発売！』
　１等　2,000万円×400本
●宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづ
くりに使われます。

「社会を明るくする運動」は、全ての国民が犯罪や非行
防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、犯
罪や非行のない地域社会を築く全国的な運動です。７月
の「青少年の非行・被害防止全国強調月間」に合わせて、
法務省主唱の「第61回社会を明るくする運動」が実施
されますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
■実施内容
　◇７月１日（金）
　　①街頭啓発　　　下諏訪駅前・町内中学校
②愛のカーネーションを町内小中学校と向陽高校へ
贈呈

　◇７月20日（水）　　「公開ケース研究会」開催
　　午後６時45分～　　町役場講堂
　◇中学生対象に「標語」の募集
■主　　催　　下諏訪町社会を明るくする推進委員会
■お問い合わせ先
　　下諏訪町役場 住民環境課 生活環境係
　　電話27－1111（内線143）

マナーを守りましょう！マナーを守りましょう！町民登山参加者募集町民登山参加者募集町民登山参加者募集

サマージャンボ宝くじサマージャンボ宝くじ

子どもの悩み相談所を開設します子どもの悩み相談所を開設します

子育て支援子育て支援 ぬくぬくサークル

おかあさん方
ほんのひとときですが、

ストレス解消
リフレッシュしませんか

心の通う友達づくり、広い場
所でのびのび遊びましょう。
今年度第１回目のぬくぬくサ
ークルを開催します。多くの
皆さんの参加をお待ちしてい
ます。

第61回“社会を明るくする運動”の実施について

心のリレー 立ち直りを支える地域のチカラ立ち直りを支える地域のチカラ

■対象になる方：接種日において75歳以上で下諏訪町に
住民票がある方
過去５年以内にこの接種を受けたこと
がない方

■助 成 金 額 ：3,000円
■助成開始日：平成23年４月１日
■申 請 方 法 ：接種終了後、町保健センターまたは住

民環境課　国保年金係窓口にて申請
■申請時持ち物：領収書正本（内容がわかるもの）・予

防接種済証・印鑑・振込先口座のわか
るもの

■お問い合わせ先
　下諏訪町保健センター　電話27－8384

町メール配信サービスをご利用ください！町メール配信サービスをご利用ください！
　豪雨・台風・地震などの防災情報や、道路・イベントな
どの生活情報が配信されます。希望される方は携帯電話や
パソコンでhttp://shimosuwa.mail-dpt.jpにア
クセスして登録ください。携帯電話でＱＲコー
ドを読み取ると簡単にアクセスできます。

下諏訪町子育て支援センターから！　お　し　ら　せ

～ファミリーデーを開催します～～ファミリーデーを開催します～
日にち：７月３日（日）　　開所時間：９時～12時　　場所：旧第八保育園
　　　☆３歳までのお子さんをお持ちのご家族が対象です☆
　　　　日頃支援センターにおいでいただけないパパ、祖父母の皆様も
　　　おいでください。
　　　　七夕飾りを作ったり、天気がよければ庭で水遊びも出来ます。
　　　　　※汚れてもいい格好で！お着替えをお持ち下さい。

■お問い合わせ先　　　下諏訪町子育て支援センター
　　　　　　　　　　　開所日時　　月～金　　９：00～17：00
　　　　　　　　　　　電話・ＦＡＸ　0266－27－5244

いつでも気軽に来所して、ゆっくり過ごして下さい。

 ３日（日） ファミリーデー 15日（金） ブックスタート
 ６日（水） １歳児ママのつどい 21日（木） おはなしいっぱい
 ７日（木） のびのび体操 22日（金） ３歳児ママのつどい
 ８日（金） ０歳児ママのつどい 26日（火） 作るよぺたぺた
 14日（木） ２歳児ママのつどい 28日（木） 誕生会

７月の行事予定７月の行事予定

75歳以上の方に 肺炎球菌ワクチンの
接種費用を一部助成します。

75歳以上の方に 肺炎球菌ワクチンの
接種費用を一部助成します。


