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田植えの合間を縫って、高浜健康温泉センター「ゆたん歩°
」に来てく
ださった足湯モデル（笑）を撮影させていただきました。
健康の秘訣は「笑うこと」かな？と思えるほどのステキな笑顔の皆さ
んから、撮影しながら元気をもらいました！
ありがとうございました♪ （「ゆたん歩°
」特集は４ページから）
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長野県知事 期日前投票所・第７投票所が
選挙
「下諏訪総合文化センター」に変更となります
町庁舎の耐震改修に伴い、これまで下諏訪町役場となっていた期日前投票所が、長野県知事選挙では、
下諏訪総合文化センターに変更となります。
また、同様に「第７投票所」（東鷹野町、西鷹野町１部・２部、清水町、東赤砂、西赤砂）につきまし
ても、今回の選挙では下諏訪体育館から下諏訪総合文化センターに変更となります。

○町内の投票所
投票区
第１投票区
第２投票区
第３投票区
第４投票区
第５投票区
第６投票区
第７投票区
第８投票区
第９投票区
第10投票区
第11投票区
第12投票区
第13投票区
第14投票区

対象地区
２区
３区（大社通、菅野町、上馬場）
４区（武居南、武居北、上久保、久保海道）
１区（東町上、東町中、東町下、仲町、大門、田中町）
１区（矢木町、桜町、緑町）
３区（春日町、矢木東、矢木西）
３区（友之町、中央通、平沢町、花咲町、中汐町、
広瀬町、富士見町）
３区（東弥生町、西弥生町、栄町、曙町、魁町）
３区（東鷹野町、西鷹野町、清水町、東赤砂、西赤砂）
３区（東四王、北四王、西四王、南四王）
４区（湖畔町南、湖畔町北）
10区
５区
６区
７区
８区
９区

投票所となる施設
子育てふれあいセンター
旧第一保育園
明新館
さくら保育園
青雲館
西弥生町公会所
下諏訪総合文化センター

富部地区公民館
高木公民館
萩倉地区公民館
東山田公民館
社東町公民館
労災リハビリテーション体育館

下諏訪町選挙管理委員会では、将来を担う若い皆さんに選挙を身近なものとして感じてもらうため、長
野県知事選挙における期日前投票立会人を募集します。
期日前投票所において、投票が公正に行われるよう立ち会います。
平成26年７月25日（金）〜８月９日（土）
告示日の翌日から選挙期日の前日まで（16日間）
20歳代・30歳代の下諏訪町民で、選挙権を有する人
期日前投票所（下諏訪総合文化センター１階）
16人（立会期間のうち１日１人）
午前８時30分から午後８時まで
明るい選挙イメージキャラクター
日額9,500円
選挙のめいすいくん
昼・夕食は事務局で用意します。

○対 象 者
○場
所
○募集人数
○立会時間
○報
酬
○そ の 他
○募集手続

「公募による期日前投票立会人申込書兼誓約書」（様式は下諏訪町ホームページよりダウン
ロードもしくは町選挙管理委員会事務局にお問い合わせください）に必要事項を記入のうえ、
７月９日（水）までに下諏訪町選挙管理委員会へ直接または郵送にてお申し込みください。
簡単な面接を行わせていただき、採用を決定いたします。
立会日は選挙期日の決定後、日程調整させていただきます。

■問い合わせ

3

広報 2014.7

下諏訪町 選挙管理委員会事務局（下諏訪町役場内）

長野県知事選挙
8 10 日（日）

投票日： 月

電話27−1111

投票時間：午前

7時〜午後 8 時

任期満了に伴う長野県知事選挙は、７月24日に告示され、８月10日に投票が行われます。
選挙は私たちが政治に参加する大切な機会です。私たちの貴重な一票が「明日の信州」につ
ながりますので、忘れずに投票しましょう。

投票のできる人
■日本国民であること。
■満20歳以上であること。（平成６年８月11日までに生まれた人）
■引き続き３か月以上、下諏訪町の区域内に住所があること。
（平成26年４月23日までに転入届をした人）
※これまでお住まいの市町村から転出し、県内の市町村へ転入され
た方は、転出・転入の時期によって、投票できる場所が異なりま
すので、次の表によりご確認ください。

No.616

投票場所・選挙権の有無
届出の日

下諏訪町で
投票できる

他の都道府県から
転入された方

平成26年4月23日以前

○

長野県内の他の市町
村から転入された方

平成26年4月23日以前

四王公会所

２０歳代・３０歳代の期日前投票立会人を募集します。
○内
容
○立会期間

― 大切なあなたの一票を忘れずに！ ―

旧住所地で
投票できる

○

平成26年4月24日以後
平成26年4月24日以後

投票できない

○
○※

※投票する際、最寄りの市町村が発行する「引き続き長野県内に住所を有する旨の証明書」が
必要です。なお、期日前投票を行う際にも、この証明書が必要になります。

投票時間
投票できる時間は、午前７時から午後８時までです。投票に出かけるときには、入場券を忘
れずに持参してください。万一、入場券を紛失されても投票できますので、投票所でその旨を
お申し出ください。

期日前投票
投票日の当日、次の事由に該当すると見込ま
れる場合は、期日前投票ができます。
■期日前投票のできる事由
・仕事や冠婚葬祭などの予定がある場合
・旅行やレジャーなどで出かける場合
・病気や出産、身体の障害などのために歩行が
困難な場合
■期日前投票の期間、場所
・期間：７月25日（金）〜８月９日（土）
・時間：午前８時30分〜午後８時
・場所：下諏訪総合文化センター １階ホール
■期日前投票の方法
入場券を持参のうえ、期日前投票所にある宣
誓書に記入し、係員の指示に従って投票してく
ださい。（印鑑は不要です）

不在者投票
仕事や用務などで町外に滞在中の場合、
滞在先の選挙管理委員会で不在者投票がで
きます。また、都道府県の選挙管理委員会
が指定した病院や施設に入院または入所中
の人は、施設内で不在者投票ができます。
投票用紙等は、請求書に必要事項を記入の
うえ、選挙管理委員会に請求してください。
■郵便等による不在者投票
身体に一定の障害のある人や要介護状態
区分が要介護５の人は、郵便等による不在
者投票ができます。詳しくは選挙管理委員
会までお問い合わせください。
■問い合わせ

総務課
情報防災係

http://www.town.shimosuwa.
lg.jp
E-mail=jyoho@town.
shimosuwa.lg.jp

選挙管理委員会
電話27−1111
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高浜健康温泉センター

「ゆたん歩°
」

ロビー

湯沸室・配膳室

広間

県産材を使用した吹き抜けのロビ
ーです。

冷蔵庫・電子レンジが設置してあ
ります。

入浴後の休憩にご利用ください。

高浜健康温泉センター「ゆたん歩ﾟ」がオープンして、約２ヶ月。今回は特集で施設をご紹介します。

足湯入口

施設入口

無料でご利用いただけ
ます。
（こちらからは、
館内に入れません。）

館内に入るには、
入館料が必要にな
ります。
健康相談室

健康増進室

多目的室

健康相談を行う部屋です。
貸室可。（要予約）

電位治療器４台、マッサージ機２
台設置してあります。

健康講座や会議室として使用でき
ます。貸室可。（要予約）

特集

♨ゆたん歩ﾟの楽しみ方♨

・いちょうの湯とあざみの湯は、男女日替わりで楽しめます。
・入浴後に広間で休憩できます。飲食物の持ち込み可能。１日ゆっくりと利用できる施設です。
・健康増進室の電位治療器とマッサージ機は無料で利用できます。
・歩行浴プールでの水中運動で代謝アップ！定期的にレッスンも開催しています。
・マレットゴルフプレー後や諏訪湖畔ウォーキング後に汗を流しに来てください。

♨ふろの日の講座♨

・毎月ふろの日（26日）には、町の温泉療養指導士による個別健康相談と健康運動指導士による運動講座を行
いますので、お気軽にご参加ください。詳しくは、町のホームページをご覧ください。

♨ゆたん歩ﾟの温泉分析♨

泉
質：単純温泉(弱アルカリ性温泉)
浴用の適応症：神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、
痔疾、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進

♨入館料♨

大人：400円 子ども：200円
町子育て応援カード、町高齢者応援カード、障害者手帳等提示者：200円

♨地図♨

あざみ号をご利用のお客様は、
「高浜運動公園」で降車ください。
スワンバスをご利用のお客様は、
「富ヶ丘」で降車ください。

いちょうの湯（内湯）

いちょうの湯（露天風呂）

男女日替わりで楽しめます！

あじさいの湯（足湯）
諏訪湖が一望できます！

歩行浴プール
■問い合わせ
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高浜健康温泉センター
電話26−2626

ゆたん歩ﾟ

あざみの湯（内湯）

あざみの湯（露天風呂）

水中で簡単な運動ができます！
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年度

平成26

下諏訪力創造チャレンジ事業

町では、住民による自主的・主体的に取り組む公益事業に対して支援をしています。

下諏訪力創造チャレンジ事業は今年度で９年目を迎えました。これまで、地域において、さまざ

まな分野での活動が行われ住民主体のまちづくりが進められてきました。

平成26年度の申請事業については、４月５日（土）に申請者によるプレゼンテーションが行わ

れ、審査会委員の審査を踏まえ、今年度は８件の事業を採択しました。
事 業 名

事 業 内 容

支援金額

楽しく安全
下諏訪カヌーチャレンジ

諏訪湖をより楽しく安全に活用する一つとしてカヌー体験講座
を開催する。また、講師のカヌー体験を写真とスライドで学び
楽しむ。

39万７千円

下諏訪町望湖台の環境
整備、景観形成事業

住民の憩いの場として、次世代に引き継ぐため、会員と地域住
民の協働で活動してきた。今年度は、季節毎の樹木の植栽や遊
歩道の整備を行う。

山吹城周辺の保護活動

山吹城周辺の整備を行い、自然歴史散策の場の提供や子どもた
ちが体験学習できる場とする。昨年度に引き続き、雑木処理や
下草刈り、境界確認、遊歩道、危険箇所の整備を行う。

鎌倉街道（富部地区）の
整備及び史跡案内板設置

夏休みこども研究所

「夏休みこども研究所」を開催する。講座を通して子どもたち
が、より良い一研究や図面工作を作るコツを実践することがで
きる。

キレイになろうよ！
プロジェクト

下諏訪漫画コミック
プロジェクト

コミックという新しいツールに注目し、多くの地域資源を持つ
下諏訪を発信する方法として、地域の若手コミック作家と協同
してコミック誌を製作する。

大見山登山道整備

諏訪市と下諏訪町の境にある大見山は、下諏訪側の登山道が整
備されていないので、案内標識、道標を設置して安全に登山が
できるように整備する。

■問い合わせ
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下諏訪町 総務課 企画係

電話27−1111（内線258）

選挙人名簿・住民基本台帳の閲覧状況

●選挙人名簿（平成25年度
申出者の氏名

選挙人名簿の抄本の閲覧状況を公表します）

利用目的の概要

閲覧日

34万円

申出者が法人である場合にあっては、
その主たる事務所の所在地

閲覧に係る選挙人の範囲

下諏訪町議会議員
小池忠弘

直近の選挙人状況の把握

平成25年４月17日

下諏訪町第１区、第３区、
第６区、第７区、第８区、
第９区

朝日新聞社長野総局
総局長 菊池功

政治・選挙などに関する世論調査

平成25年９月30日

第12・13・14投票区から８人

●住民基本台帳（平成25年度

長野市栗田989番地１
長野朝日放送５階

住民基本台帳の閲覧状況を公表します）

※住民基本台帳法第１１条の２第１２項の規定による。

・国又は地方公共団体の機関による閲覧状況
閲覧請求機関の名称

請求事由の概要

閲覧日

自衛隊長野地方協力本部
茅野地域事務所長

自衛官募集業務（自衛隊法第29条
１項、同第35条）

平成26年１月20日

閲覧対象範囲
平成７年４月２日〜平成８年４月１日生まれ男女・
平成10年４月２日〜平成11年４月１日生まれ男

・個人又は法人による閲覧状況
閲覧申し出者等

100万円

100万円

13万円

メインターゲットである女性・若者の「きれいになりたい」
「たのしみたい」想いを形にするため、体験プログラムを通し
たイベントを開催する。また、出店者以外のお店にも協賛して
いただき、スタンプラリーを実施する。

平成25年度

公職選挙法及び住民基本台帳法により「選挙人名簿抄本」と「住民基本台帳」
の閲覧は、公共・公益目的等で使用される場合に限定され、毎年度閲覧状況を公
表することが定められていますので、平成25年度の閲覧状況を公表します。

〜「個性とアイディアあふれる活力あるまちづくり」〜

若宮神社を登ったところに鎌倉街道がある。今年度は、木杭、
丸太のない部分と未工事の部分の整備、丸太に防腐剤を塗る作
業、腰かけ・看板設置を行う。整備後の鎌倉街道沿いに防犯LED
外灯を設置する。

す！
ま
し
公表

42万円

48万円

10万円

利用目的の概要

閲覧日

閲覧対象範囲

地域住民の福祉の向上に寄与する活動

平成25年４月３日

第１区〜第10区

㈱サーベイリサーチ

「家計消費状況調査」

平成25年４月24日

西鷹野町、西四王
明治〜平成９年５月１日生まれ男女86人

区長会長

地域住民の福祉の向上に寄与する活動

平成25年５月８日

第１区〜第10区

「消費動向調査」

平成25年５月22日

2923番地〜6266番地

㈱インテージリサーチ

2013年度「旅行・観光消費動向調査」

平成25年５月23日

北四王、東鷹野町、西鷹野町1部、西鷹野町2部
85人

区長会長

地域住民の福祉の向上に寄与する活動

平成25年６月４日

第１区〜第10区

毎日新聞社

第67回読書世論調査

平成25年６月18日

西赤砂 明治〜平成９年９月30日生まれの男女
から一定間隔おきに12人を抽出

中央調査社

「子どもの安全に関する世論調査」

平成25年６月19日

東高木9074番地〜9087番地、北高木9116番地
〜9178番地 満20歳以上日本人の男女10人

区長会長

地域住民の福祉の向上に寄与する活動

平成25年７月１日

第１区〜第10区

㈱サーベイリサーチ

「家計消費状況調査」

平成25年８月７日

東四王、北四王、湖畔町北、西豊、西浜
明治〜平成９年８月１日生まれ男女43人

区長会長

中村光良

地域住民の福祉の向上に寄与する活動

平成25年８月５日

第１区〜第10区

区長会長

中村光良

地域住民の福祉の向上に寄与する活動

平成25年９月４日

第１区〜第10区

区長会長

中村光良

地域住民の福祉の向上に寄与する活動

平成25年10月１日

第１区〜第10区

区長会長

中村光良

地域住民の福祉の向上に寄与する活動

平成25年12月３日

第１区〜第10区

㈱サーベイリサーチ

「家計消費状況調査」

平成25年12月４日

南四王１部、南四王２部
明治〜平成９年８月１日生まれ男女43人

㈱サーベイリサーチ

「家計消費状況調査」

平成26年１月15日

南四王２部、高浜
明治〜平成10年１月１日生まれ男女43人

一般社団法人
新情報センター

「小学生・中学生の意識に関する調査」 平成26年１月30日

区長会長

中村光良

中村光良

一般社団法人
新情報センター

中村光良

中村光良

単身世帯の世帯主40人

社6491番地〜 平成10年４月２日〜平成16年４
月１日に生まれた男女20人

区長会長

尾上

武

地域住民の福祉の向上に寄与する活動

平成26年２月４日

第１区〜第10区

区長会長

尾上

武

地域住民の福祉の向上に寄与する活動

平成26年３月４日

第１区〜第10区
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原田泰治さんが

ゆたん歩°に
絵画を贈呈！

高浜健康
温泉センター

原田泰治美術館の開館15周年を記念して、高浜健康温泉センター「ゆ
たん歩°」に、諏訪市在住の画家 原田泰治さんが、サンフランシスコの
水辺の街並みを描いた素朴で暖かみのある「水辺の街」の複製画を寄贈
してくださいました。また、このほか下諏訪町にちなんだ「万治の石
仏」と「諏訪湖の夕暮れ」の２点の小型複製画も贈っていただき、フロ
ントロビーの一角に飾られています。心と体にやすらぎと憩いを与えて
くれる「ゆたん歩°」にぴったりな絵で、和やかな気持ちになれるコーナ
ーとなっています。
温泉と併せて、是非足を止めて楽しんでいただければと思います。

風水害から身を守る！◆日頃の備えと早めの行動◆
梅雨期は大雨による災害が発生しやすい時期です。近年頻発する土石流、地すべり、がけ崩れ等の土砂
災害による被害が増加しています。
強い雨や長雨のときは、気象情報や町の防災行政無線、メール配信情報に注意し、危険箇所には決して
近づかないようにし、必要な場合は早めに避難しましょう。

大雨になるおそれ
雨が降り出す

◆気象情報、空の変化に注意

・周りより低い場所、危険箇所を把握
・避難場所や避難経路を確かめておく

雨が強くなると････

大雨注意報

◆最新の情報に注意して、災害に備えた早めの準備
◆雨・風の影響を受けやすい地区、避難困難者は早めに行動

大雨が降り続くと････
◆町が発表する避難に関する情報に注意し、必要に応じ速やかに避難
＊「住居の位置」
「住居の構造」、
「既に浸水が生じている状況なのか否か」によって
「自宅外避難」の必要性が異なりますので、冷静な判断が重要です。

大雨警報

さらに激しい大雨が続くと････

大雨特別警報

ただちに命を守る行動をとる
◆避難勧告等に従い直ちに避難！
◆外出が危険なときは、家の中で少しでも安全な場所に移動

■問い合わせ

５月２５日（日）
武居地区を対象に
土砂災害・水防訓練を実施

今年は下諏訪向陽高校第１グラウンドを主会場に
土砂災害・水防訓練を実施しました。諏訪建設事務
所職員の指導のもと、消防団、赤十字奉仕団、消防
防災協力員、各区自主防災会と武居地区住民にご参
加いただき、各種水防工法、避難誘導、救急講習、
炊き出し等の各訓練を行いました。

下諏訪町 総務課 情報防災係

平成26年度「戦没者慰霊巡拝及び友好親善事業」の参加者募集
日本遺族会では、平成３年度より政府の委託ならびに補助を受け、「戦没者遺児による慰霊友好親善事
業」を実施しております。この事業は、戦没者遺児に対する慰藉の一環として、父等を国に捧げた戦没者
の遺児が一度は亡き父等の眠る地に赴き、心ゆくまでの慰霊追悼を行うとともに、現地の方々との友好親
善を深めることを目的としたものです。平成26年度は下記のとおり計画いたしましたのでご参加ください。
なお、参加希望者が募集人員を上回る場合は、本部にて選考させていただきます。先着順ではありませ
んが、お申込みはお早めにお願いいたします。
実施地域名

避難誘導訓練（武居地区住民）

土のう作り
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武居公会所で防災講習会を実施

木流し工法

救急講習

シート張り工法

電話27−1111（内線261）

実施予定時期

募集人員

募集締切

１

西部ニューギニア

８月27日（水） 〜 ９月 ５日（金）

35人

７月12日（土）

２

旧ソ連

９月 １日（月）〜 ９月 ９日（火）

40人

７月17日（木）

３

マリアナ諸島

９月24日（水）〜 ９月30日（火）

40人

８月 ９日（土）

４

東部ニューギニア（１次）

10月 ４日（土）〜 10月11日（土）

40人

８月20日（水）

５

トラック・パラオ諸島

10月11日（土）〜 10月18日（土）

40人

８月26日（火）

６

ボルネオ・マレー半島

10月21日（火）〜 10月30日（木）

40人

９月 ６日（土）

７

フィリピン（１次）

11月 ４日（火）〜 11月11日（火）

120人

９月19日（金）

８

ソロモン諸島

11月15日（土）〜 11月22日（土）

20人

９月30日（火）

９

ミャンマー（１次）

11月27日（木）〜 12月 ６日（土）

60人

10月12日（日）

※参加費、参加資格等の詳しい内容は下記までお問い合わせください。
■お申込み・問い合わせ 社団法人 長野県遺族会
電話026−228−0334
広報 2014.7 8

生涯学習
かおり高い

ル時代が終わりを告げた一九八

文化のまち
ながら春宮を見渡しておられる︒
〇年代にはその拠点を東南アジ

秋宮には池がある︒秋宮裏のス

春宮には川があるのに対し︑
離れていた四十五年間という年

しまった︒私がこの下諏訪町を

参拝客だけの静かな町になって

変わってゆく下諏訪
春には木々の緑を︑秋には紅葉
アへと移してしまった︒
今この町は温泉を訪れる観光

の赤の色彩を楽しむことができ︑
今では下諏訪の観光名所になっ

ごとに秋宮と春宮で入れ換わる
ケートリンクで︑子どもの頃は

健雄

遷座祭が行われる︒それは自然

客と︑諏訪大社秋宮︑春宮への

界の摂理に添った祭りで︑宝殿
月は︑町の風景も人の流れも大

ている︒

私の家の屋号は︑下馬本屋と
下駄スケートで滑っていた︒中
きく変えてしまったが︑半世紀

み たましろ

にはフィギュアスケートをされ
経てば町の主流は変わっていく︒

まつ

に祀られた御霊代の神座が︑春
た方もおられて︑羨ましい限り
定年を迎え故郷に戻った私も

ゆえん

いう︒その所以は春宮神社前の
から夏は春宮へ︑秋から冬は秋
だった︒今や下駄スケートは博

かたわ

下馬橋の傍らに在るからである︒
宮へと遷るのである︒そして諏

十八年間を過ごした︒その後︑

生まれ︑高校を卒業するまでの

その姿を留めているだけとなっ

一挙に沈没し︑今では片倉館が

た生糸産業も戦前の製糸不況で

この地方でかつて最盛期だっ

しゅくぜん

こうごう

わず

いる︒

貌していくのかを楽しみにして

生活スタイルを晴耕雨読に変え︑

県外の大学︑会社へと進み︑日
てしまった︒戦争中は軍需転換

物館物であるが︑懐かしい思い

粛然としていてある種の神々し
本各地を転々と廻り︑約四十五
を図ったが︑終戦を機にそれら

この先の下諏訪がどのように変

さを感じていた︒しかし昭和九
年ぶりにこの地に戻って来た︒

出である︒

年の台風でその多くが倒れ︑僅
春宮から砥川を渡った所に︑
も消滅︒次は精密・光学産業へ

私はそんな歴史のある土地で

うらや

下馬橋とはかつて春宮への参拝
訪大社︑最大の祭りは七年に一

しきた

かに残った杉も伊勢湾台風でそ
万治の石仏がある︒万治三年に
と変わり︑カメラやオルゴール

参道の脇には杉の巨木が並び︑

の全てを失い︑その後は次々と
造られた石仏で︑多くの老若男
等の産業に転じていった︒しか

めぐ

民家が建ち始め︑今ではその姿
しこれらの企業や工場も︑バブ

品を並べ︑壁には自分の写真作

女が三拝九拝される︒穏やかな

面白いことができそうな予感が

品を飾り二〇一三年の一〇月一

を留めていない︒
諏訪大社下社では︑神が半年

しました︒それで︑まずは二〇

御田町がとても好きです︒こ

めの写真を撮ってください﹂と

トメール︶やマップに載せるた

︵ダイレク

田町の町おこしをやっている方

﹁すみれ洋裁店﹂の本を見た御

めて撮影したり︑グラフィック

りました︒ずっとカーテンを閉

あることで︑体が随分と楽にな

まります︒この場にアトリエが

配な日は︑近所の温泉に入り泊

事を一生懸命しすぎて運転が心

夜︑近くで会議をする日や︑仕

の用意もここでしました︒また︑

で仕事をしたり︑撮影や展覧会

ぽつりぽつりと興味のある方が

日は開けることはできませんが︑

一人ですべてやっているので毎

の温かさに感動しました︒店は

してくださり︑御田町の方たち

連携プレイでその後かたづけを

れを持ってきてくださったり︑

ったとき︑町の方たちが差し入

和館という御田町の公民館で行

オープニングパーティーを平

小さなこの町で

一三年の五月くらいから借りて

八日に oﬃce&shop&
ギャラリー
としてオープンさせました︒

みることにしました︒

の町に出入りしはじめたきっか

の依頼があり︑撮影のために町

デザインをしたりしていました︒

来てくださいます︒また︑近所

学校に行く前や後にその場所

けは︑﹁すみれ洋裁店﹂という

を散歩すると︑いろいろ発見が

ここは商店街の一角だから商

裕子

写真集の撮影のためでした︒本

あり︑ますますこの町が好きに

百瀬

が完成した二〇一二年の夏に︑

なりました︒

トロで味わいがあり︑手仕事を

勤が大変で︑自分のできる仕事

ある日︑すみれ洋裁店で﹁通

で作った本︑所属ユニット Pom
︵ポムポム︶のクラフト作
Pom

夏︒自分のポストカードや自分

と思い立ったのが二〇一三年の

店の一つとして︑開けてみよう

今年から近所の商店をやって

とができるようになりました︒

の商店の方と一層交流を持つこ

しました︒御田町は街並みがレ
している作家さんのお店がたく

量が減ってしまった気がする︑

り︑安曇野から週に二回ほど通

て諏訪の学校で教えることにな

近までクリーニングの旗がはた

すぐ二人で見にいきました︒最

空いているよ︒﹂と教えてくれ︑

いこうと思っています︒

舗として粘り強くお店を続けて

店ですが︑御田町商店街の一店

これからも︑とても小さなお

変ほこりに思いました︒

る商店街の三〇選に選ばれ︑大

翌年︑御田町商店街が︑がんば

めました︒商店をひらいたその

いる方たちと︑一緒に畑もはじ

さんある︑小さいけれどとても

この辺に仕事場があって︑少し

うことになりました︒この町の

めいていたその空き店舗は︑小

二〇一二年の秋から縁があっ

友人の洋裁店は通勤途中の一息

さいけれど︑四角い空間で何か

休んで帰れればいいのに …
︒﹂
と愚痴をいうと︑﹁前の物件が

魅力的な町です︒

たちから︑﹁その

すみれ洋裁店で小さな写真展を

御田町

眼差しで︑川のせせらぎを聞き

からだと言われている︒

ばならない仕来りになっていた

たもと

者誰もがこの橋の袂で馬を降り︑
度の御柱祭である︒

河西

発 行 下諏訪町教育委員会
編 集 生涯学習
編集委員会

神社までの参道を歩いて進まね

大門

〒 393-8501
長野県諏訪郡下諏訪町4611-40
(下諏訪総合文化センター内）
☎ 0266-27-1111（内線718）
FAX 0266-28-0131
E-mail＝syougai@town.
shimosuwa.lg.jp

下馬橋
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■ 諏訪湖博物館赤彦記念館の７月の休館日は、７・14・22・28日です。

No.482

つく場所となりました︒また︑

写真展
「すみれ洋裁店」より

■下諏訪体育館の７月の休館日は、1・８・15・22・23・29日です。
生涯学習 2014.7
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〜下諏訪への思い〜

私にとっての下諏訪
〜下諏訪への思い〜

私にとっての下諏訪

お宝いっぱいの町
れません︒
仕事柄︑町の中をてくてく歩
くことが多いのですが︑知らな
い道︑知らない場所の多いこと

代で旗持ちをして子どもたちの

の前の道が狭くて︑母たちが交

たでしょうか︒あのころは鳥居

あった秋宮にいることが多かっ

少なかったけれど︑通学路でも

の町の将来を人任せにせず︑力

んで考えを出し合い︑自分たち

長生きできるように︑町の皆さ

住む人も町そのものも健康で

して︑たくさん歩きたいですね︒

と︑友だちと︑イベントも利用

亜由美

登校を見守ってくれていました︒
を出し合っていけたらいいなと

田中

ところですが︑私が下諏訪町へ
要望が受け入れられて横断歩道
思います︒

高木

に気づかされます︒発見できる

来たのは小学校の入学直前でし
ができ︑今では道の形が変わり︑

宝がいっぱいの下諏訪町︑家族

た︒小学校︑中学校と町内で育
とても見通しの良い場所になり

生まれも育ちも︑と言いたい

ち︑高校を出たあとはしばらく
ました︒

なく︑なんとなくですが︑きっ
あり︑小学生の時や大人になっ

私の暮らしは常に秋宮と共に
いて
︵ずうず

を温かく指導し見守っていただ

には︑まだまだ未熟な若者たち

ある方々を敬い︑ご年配の方々

若い人たちは︑人生の先輩で

県外で過ごしたものの︑なんと
と下諏訪町に戻ってくるんだろ
てからも︑長持ちを担げたこと
うしい

出会い︑しっかりとこの町に根

メージができない﹂という人と
でもあり日常である秋宮は︑勝

どものお参りも諏訪大社︒自慢

ます︒お祭りも︑結婚式も︑子
ら嬉しいで

していけた

仲良く暮ら

かつ

うと思っていました︒運よく︑
は本当に良い思い出となってい

︶︑

私と同じように﹁町外に住むイ

を下ろすことができました︒
す︒

稽古の教室だけが行動範囲︒そ
私の場合︑秋宮に関する思いが

起こしていて気づいたのですが︑

れ！俺達に負けるな！﹂と言っ

るその姿は﹁お前たち！頑張

に頭が下がる︒黙々と働いてい

いている方々の姿を見ると本当

少年野球︵高浜運動公園︶

手ながら私の誇りです︒文章に

こしか知らないのに︑私は町中
強かったので︑ずっとこの町に

子どもの頃は︑家と学校︑お

を知っている︑歩いているつも
住みたいと感じていたのかもし

伸一

りでいました︒外で遊ぶことは

林

下諏訪に生まれて四十数年︑

っと息を飲む

れていた︒は

誇れる故郷下諏訪
矢木西

ているように見えるのだ︒
四月︑湖岸にて︑薄暗く頼り
ない光量の街灯に照らされた満

小さい頃の下諏訪は商店街が

世代を超えて在り続けることの

ほどの桜︑見

開の桜を見ながら﹁もっとライ

いくつもあり︑活気に満ちてい

難しさ︑継承していくことの難

事な光景だっ

の下諏訪は商店も旅館も減って

た︒駄菓子屋やおもちゃ屋もあ

しさを私も自分の仕事を通して

た︒光源はあ

トアップされれば綺麗だろう

って︑友達と一緒に行って楽し

かみしめている︒けれども一方

る飲食店の駐

しまった︒下諏訪だけでなく全

かった︒歩いては路地の隅々ま

では︑下諏訪には元気な人たち

車場からの投

な﹂と思いつつ歩いていたら︑

で熟知していたし︑遊ぶ場所は

がまだまだ沢山いるとも思う︒

光機︒これが

戻り︑そして家庭を持った︒子

国的にシャッター商店街が増え︑

沢山あった︒今の子どもたちと

日本全体が元気な時に元気なの

桜を照らすために使われている

どもたちもそれぞれ悩みを抱え

の度に水や空気がとても美味し

比べて︑町内での行動範囲はか

は珍しくはないが︑不景気な時

としたら電気代も顧みない気概

ながらも成長してくれている︒

一本だけ桜の木が明るく照らさ

なり広かったと思う︒湖畔には

代に元気でいるということはな

のある店主だと思った︒﹁みん

小さな商店街は沈滞ムードだ︒

何軒もホテルが立ち並び︑大社

かなかできないのではないか？

それら旅館にも食材を卸してお

私の家は代々続く川魚屋で︑

民間のパワーは尊く︑商業者の

ちの街の活性化を図ろうとする

こんな時代に自分たちで自分た

んな誰かの背中をそっと押せる

当に励みになる︒私もいつかそ

な頑張っている人たちの姿は本

面は他にもいくつもある︒そん

な頑張っているな﹂と思える場

郷下諏訪﹂を次の世代に引き渡

私たちの責務︒私も﹁誇れる故

下諏訪を存続させていくことは

難いなぁ﹂と思える故郷として

づくのはまだまだ先だ︒﹁有り

この子らが故郷の有り難さに気

下諏訪に生まれ育ち︑離れ︑

難さを感じた︒

めて水の美味しさや故郷の有り

感じていなかったが︑その時初

気に冷たい水︒それまであまり

生温かい水に比べて︑澄んだ空

濁った感じのある都会の空気や

く感じられた︒夜でも重苦しく

周辺の旅館も休日ともなれば連

り︑子どもの頃よく配達に連れ

端くれとして﹁私も見習わね

ような人になりたいと思う︒

回を重ね続ける各種イベント︑

て行ってもらった︒旅館の厨房

ば﹂と思う︒また︑私よりもか

日満員の賑わいをみせていた︒

は広く︑何人もの職人が忙しく

せるよう努力したいと思う︒
なり年配だが現役バリバリで働

東京で暮らしていた時︑帰省
飛び回っていた︒しかし︑現在
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■ 下諏訪町立図書館の７月の休館日は、４・７・14・22・28日です。
■ 文化センターの７月の休館日は、１・８・15・22・29日です。
生涯学習 2014.7
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お舟祭り（H25.8.1）
降雪の石仏（H24.12.28）
下社春宮

⁉

〜下諏訪への思い〜

私にとっての下諏訪
〜下諏訪への思い〜

私にとっての下諏訪

教育委員会からのおしらせ
しもすわ人形劇まつり
日

時：７月５日（土）

７月６日（日）
会

町内の英語講師（NLT）の紹介
（NLT：その外国語を母語として話す外国語教師）

2014

名前・年齢（出身国・都市）
テレサ・モンク
22歳
(アメリカ・ポートランド)
勤務校：下諏訪中学校
趣味：絵を描くこと、読書
小説を書くこと

午後１時30分〜午後４時00分
午前10時00分〜午後１時00分
小ホール

場：下諏訪総合文化センター

ほか

入場料：高校生以上 700円（2日間有効）

中学生以下 無料
★チケットは、下諏訪総合文化センター窓口でお求めいただけ
ます。
< 問合せ先 >

町民大学
演

下諏訪総合文化センター

28-0018

下諏訪を学ぶ ②

題：下諏訪の文学 < 七 >

自己PR：
こんにちは。オレゴン州ポートランドの出
身です。子どものころから日本語を勉強して、
ずっと日本に来たいと思っていました。日本
に来ることができて嬉しいです。

島木赤彦・今井邦子は、なにを願い児童文学（童謡・童話・少年文学）を
書いたのかを探る。
小口

講

師：島木赤彦研究会長

日

時：７月20日（日）

会

場：文化センター集会室

明

午後１時30分〜午後３時

< 問合せ先 >

下諏訪町公民館

28-0002

自然観察会 〜ガイドと歩く夏の八島ヶ原トレッキング〜
日

時：７月27日（日）
員：80名

コース：車山山頂〜蝶々深山〜物見石〜八島ヶ原湿原（予定）
内

容：車山山頂までリフトを利用し、上記コースを自然観察
ガイドの説明を聞きながら、「恋人の聖地」に認定された八島ヶ原湿原まで
トレッキングします。
家族や友人、恋人同士で、夏の爽やかな高原を満喫しませんか。

参加費：1,000円（車山高原展望リフト片道料金・保険料・資料代等）
申込み：参加費を添えて、７月18日（金）までに直接下記窓口へお越しください。
問合せ：下諏訪町教育委員会／生涯学習係
下諏訪町産業振興課／商工観光係
下諏訪観光協会（儀象堂内）

（文化センター内）27-1111（内線718）
（町庁舎２階）

27-1111（内線272）
26- 2102

※ 詳しい内容については、班回覧のチラシをご覧ください。
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自己PR：
オーストラリアのメルボルンから来ました。
旅行が好きで、言語にとても興味があります。
これまで、日本・タイ・オーストラリアの三
カ国で英語を教えたことがあります。
名前・年齢（出身国・都市）
ジャスティン・
クリトガードエリス 27歳
（アメリカ・ニューヨーク）
勤務校：下諏訪社中学校
趣味：旅行、読書

自己PR：

自己PR：

こんにちは。私は最近まで15年間松本に住
んでいました。今は岡谷に住んでいます。私
は相撲を見ることが好きです。テレビはもち
ろん、本物を見に行くこともあります。

今年、社中での２年目が始まりました。一
生懸命頑張りたいと思います。アメリカ出身
です。よろしくお願いします。

午前７時30分〜午後２時30分

総合文化センター前出発（貸切バスで移動）
定

名前・年齢（出身国・都市）
ブレンダン・ヒュアン 27歳
（オーストラリア・メルボルン）
勤務校：下諏訪北小学校
趣味：読書、書くこと、タイ
語、日本語、自転車、
ジョギング

名前・年齢（出身国・都市）
ケン・シュルツ
41歳
（アメリカ・レキシントン）
勤務校：下諏訪中学校
趣味：相撲観戦、旅行

先生

諏訪出身文学者（赤彦・邦子・上田耕平・藤森成吉・平林たい子・国枝史郎・新田次
郎など）の殆んどが、大人向け文学作品とともに評価の高い子ども向け作品も発表して
いる。
その理由を探り、その視点から赤彦と邦子の童謡・童話・少年文学などの作品を読み、
それらの作品にかける願いや特色を読みとりたい。

We are very happy to be here！

名前・年齢（出身国・都市）
エイミー・タグチ 30歳
（アメリカ・サンフランシスコ）
勤務校：下諏訪南小学校
趣味：スノーボード、映画、
音楽、寝ること、食べ
ること
自己PR：
こんにちは。今年、南小で２年目を迎えま
した。みなさんとお会いできるのを楽しみに
しています。よろしくお願いします。

名前・年齢（出身国・都市）
フィリップ・イーサー 36歳
（オーストラリア・ブリズベン）
勤務校：下諏訪南小学校
趣味：映画、音楽、旅行

自己PR：
こんにちは。下諏訪町に４年間住んでいま
す。私は地元の温泉やレストランに行くのが
大好きです。みなさんとお会いできるのを楽
しみにしています。

町で会ったら、気軽に声をかけてください！
生涯学習 2014.7 14

７月の休日当番医院・歯科医院・薬局
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
※事前に電話で確認の上受診してください。

曜日 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）

6日 日 今井内科胃腸科クリニック（岡谷市） 24−8688 浦野歯科医院（岡谷市）

当番薬局

22−2854 矢崎薬局（岡谷市）

23−7125

13日 日 諏訪マタニティークリニック 28−6100 アルプス矯正・小児歯科クリニック（岡谷市） 55−4477 土田薬局

28−3232

20日 日 小谷内科医院（岡谷市）

28−4509 山田歯科医院（岡谷市）

26−1670

21日 月 諏訪共立病院

28−2012 はつお歯科クリニック（岡谷市） 23−8345 ひまわり薬局

26−7226

27日 日 酒井医院（岡谷市）

22−2121 たちばな歯科医院（岡谷市） 22−1228 湖北堂薬局（岡谷市）

22−2325

下諏訪町空き家情報バンク登録状況
〈平成26年６月17日現在〉

№
28
45
53
54
55
57
58
60
61
62
65
66
67
69
70
71
72

所在地 賃貸等
武居北
賃貸
東高木
売却
矢木西
賃貸
西赤砂
賃貸
立 町
賃貸
立 町
売却
東高木
売却
東山田
売却
高 浜
賃貸
下屋敷
売却
立 町
売却
立 町
売却
南高木
賃貸
新町上 売却
星が丘 賃貸/売却
東山田
賃貸
西赤砂
賃貸

条件等
木造２階建 月6万円
木造平屋建･2階建 3,465万円
木造２階建 応相談
木造平屋建 月6万2千円
木造２階建 月5万6千5百円
木造３階建 応相談
木造２階建 600万円
木造２階建 応相談
木造平屋建 月3万5千円
木造平屋建 600万円
木造２階建 応相談
木造2階建/鉄筋コンクリート3階建 1,700万円
木造２階建 月6万円
木造２階建 応相談
木造平屋建 月3万5千円/応相談
木造２階建 月4万8千円
木造平屋建 月6万5千円

■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

22−2131 アイビー薬局（岡谷市）

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ

― ファミリーデー ―

●12日(土)「わらべうたベビーマッサージ」10時半〜
●26日(土) 開館

― 知恵袋講座 ―

●22日（火）「信州お好み焼き」１１時〜
７月の行事予定
１日（火） ファーストブック
７日（月） うたのぽけっと
12日（土） ファミリーデー
18日（金） １歳児ママ講座
22日（火） 知恵袋講座
26日（土） ファミリーデー
28日（月） おはなしいっぱい
30日（水） ０歳児ママ講座
■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。

特殊詐欺非常事態宣言

詐 欺 被 害 に 注 意

手口を知って、だまされないように！
・電話番号が変わった
・すぐにお金が必要だ
・パンフレットが届いていませんか？
・レターパック・宅配便で現金を送れ
・宝くじの当選番号が分かります
・必ず儲かる、誰にも言っちゃだめ

こんなことを
電話で言われたらすぐに

確認・相談

詐欺だと疑いましょう！
■問い合わせ
諏訪警察署
下諏訪町 住民環境課 生活環境係
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電話57−0110
電話27−1111（内線143）

お 知 ら せ

「土地家屋調査士の日」無料相談会開催
●と

き

平成26年７月22日（火）〜31日（木）
の平日８日間
●場 所 町内の土地家屋調査士各事務所
●内 容 土地の境界、土地・建物の登記に関すること
●相談員 長野県土地家屋調査士会員
●申込み 事前にお近くの各土地家屋調査士事務所へ
電話予約してください。
※詳しくは下記までお問い合わせください。
■問い合わせ 長野県土地家屋調査士会事務局
電話026−232−4566

募 集 情 報
平成２６年

町民登山参加者募集
今年度は昨年中止となった伊吹山に登ります。伊吹
山は滋賀県の琵琶湖の東にある日本百名山で、春から
秋にかけてたくさんの高山植物の花が咲く山です。晴
れていれば眼下に琵琶湖が一望できます。今年は「お
花畑を楽しむコース」と「上野登山口から頂上に登る
コース」の２コースの登山となります。
●目 的 地 伊吹山（1377ｍ）
・お花畑コース ９合目からゆっくり遊歩道を歩き、
お花畑を散策します
・登 山 コ ー ス ４時間の行程（中級以上）です
●実施日時 ８月23日（土）
●申込期間 ７月19日（土）〜８月３日（日）
●申 込 先 町体育館および町内スポーツ店
（申込用紙があります）
●参 加 費［バス代・保険料・入山料］
大 人
6,500円
子ども（小学６年生まで）3,000円
※申込金2,000円をお願いします
●定
員 50人 ※定員になり次第締め切ります
■問い合わせ 下諏訪山岳会 藤井28−2164
藤森27−4140

赤十字救急法救急員資格継続研修等について
●講座内容
（１）救急法資格継続研修
日 時：９月７日（日）９時〜14時30分
場 所：岡谷市諏訪湖ハイツ
申込先：日赤岡谷市地区(岡谷市健康福祉部)
電 話：23−4811 ＦＡＸ：22−8492
※平成23年４月以降に資格を取得され、資格有効期
間の残り期間が１年以内の方です。
（２）【救急法基礎講習】
日 時：11月30日(日) ９時〜14時
【救急員養成講習】
日 時：12月６、７日（土･日）９時〜17時30分
場 所：岡谷市諏訪湖ハイツ
申込先：日赤岡谷市地区（岡谷市健康福祉部）
電 話：23−4811 ＦＡＸ：22−8492
●申込方法（※各講習会は別の日程もございます。）
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。
■詳しい内容は下記までお問い合わせ先ください。
日本赤十字社長野県支部 電話026−226−2073

支援
子育て

ぬくぬくサークル

●開催日
●時 間
●場 所
●対象者

平成26年７月７日（月）【七夕】
午前10時〜11時まで
下諏訪体育館
未就園児（０歳〜３歳児）と未就園児に関
わっている人
●持ち物 室内用運動靴、子ども用はさみ、
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
■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143）

消防団員募集

サマージャンボ宝くじ！

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

『今年のサマージャンボ宝くじは、
１等・前後賞合わせて６億円。』
１ 等
４億円×26本
（発売総額780億円･26ユニットの場合）
前後賞各 １億円×52本
（発売総額780億円･26ユニットの場合）
『サマージャンボミニ6000万と同時発売。』
１ 等
6,000万円×90本
（発売総額270億円･９ユニットの場合）
この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。発売期間は平成26年７月４日
（金）から25日（金）まで！
2014.7
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７月くらしの情報
役場

27−1111

カルチャー
諏訪湖博物館・赤彦記念館
◆休 館 日
◆料
金
◆開館時間

下諏訪町立図書館

☎27-1627

７月７日（月）・14日（月）・22日（火）・28日（月）
一般 350円 小・中学生 170円
９時〜17時（ただし入館は16時30分まで）

◆休 館 日
◆開館時間

「邦子忌」の開催

７月13日（日）【毎月第２日曜日】

期 日：７月12日（土）
時 間：午前10時〜１４時
場 所：今井邦子文学館（下諏訪町湯田町 旦過の湯向かい）
参加費：無料（呈茶は実費）

図書館では海の日に寄せて「海・川のおはなし」というテーマで
コーナーを作ります。水辺の生き物図鑑やアウトドアの本など多数
取りそろえてみなさまをお待ちしています。

◎朝日新聞号外写真展PARTⅠ

〜太陽の力で撮る花たち〜」

明治22年〜昭和38年

７月５日（土）〜13日（日）
【図書館ロビー・２階展示コーナーにて】

地元出身の写真家柳澤克吉が撮った諏訪に咲く花たちのアートな作品
を展示。独自の撮影方法と、太陽光を利用した自然エネルギーによる撮
影作品は、パステルカラー調の柔らかさのなかに営みの力強さを表現し
ています。

期
場
入
休
料

７月４日（金）・７日（月）・14日（月）・22日（火）・
28日（月）
９時30分〜19時（火〜金）
９時30分〜18時（土日祝）

◎町内一斉家庭読書の日

アララギ派歌人今井邦子に親しんでいただく「邦子忌」を開催します。
呈茶・語り・ギャラリートークなどを行います。是非お出かけください。

特別展「花芯へ

☎27-5555

朝日新聞が創刊135周年を迎えた記念に、これまで発行した号外を
ポスター化しました。町内の渡邊新聞店の協力でこれを展示します。

◎本の修理ボランティア研修会

間：７月25日（金）〜９月23日（火）
所：諏訪湖博物館・赤彦記念館 特別展示室
館：午前９時〜午後５時（入館は４時30分まで）
館：毎週月曜日、祝日の翌日
金：高校生以上350円、小中学生170円

７月11日（金）
・18日（金）
・23日（水）午後１時30分〜３時まで

図書館では、本の修理をしてくださるボランティアを募集します。
ボランティアを希望する方を対象に実技の研修会を開きます。詳しく
は図書館までご連絡ください。

（但し、諏訪郡内の小中学生は無料）

ギャラリートーク
毎週土曜日の午後２時30分から

（都合により中止の場合がありますので事前にお問い合わせください。）

諏訪湖オルゴール博物館 奏鳴館

☎26-7300

諏訪湖時の科学館 儀象堂

♪「Let It Go」が大人気です！

◆夏休みの自由研究に『時計作り体験』がオススメ！

映画「アナと雪の女王」のテーマ曲「Let It Go」を各種取り揃えました。
通常の18弁オルゴールから30弁・50弁の高級オルゴールまで、
価格は800円〜73,440円と、ご予算に応じてあつらえが可能です。

組み立てをしながら時計のことを勉強してみよう！
もし、疑問のことがあったら聞いてみてね。
腕時計と置時計があり、毎日行っています。
工具を使いながら部品を組み立てて、完成。
精密の世界にチャレンジしてみよう。

♪アンティーク・オルゴール
毎時30分から2F展示室でご案内致します。100年以上の時を越えた、美し
い癒しの音色をご体感ください。

♪オルゴール製作体験教室

＜費用＞腕時計：3,672円（税込）〜、置時計2,160円（税込）〜
（別途入館料）
置時計は文字盤にデコレーション体験もできます。
＊お気軽にお問合せ下さい。

毎正時から１Ｆ工房で、インストラクターがお手伝い致します。
670曲の中からお好きな曲を選んで、約40分で完成します。

♪ティールーム・ソナタ
ソフトクリーム・メニューに、練乳いちご、レモンを加えました。
オルゴールを聴きながら、お茶やお食事をどうぞ。

★今年の『諏訪湖まちじゅう芸術祭』『諏訪の長い夜』
８月22日（金）〜９月23日（火・祝）開催★

＜売店と喫茶ソナタは入館料不要です＞

開館時間９
：00〜17：30
その他、記念品・お返し・お祝いにおすすめのオルゴールを
多数ご用意しております。ぜひご来館下さい。
メール・Fax・お電話での問合せもお待ちしております。
Fax：0266-26-1044
メール：info@someikan.com

前売りパスポート販売します。

＊開館時間：9：00〜17：00
＊正面入り口横：足湯・1階：売店・1階：休憩コーナーは
ご自由にご利用いただけます。

７ 月 休日水道工事店
日

曜

指定工事業者

5

土

㈱

6

日

12
13
19

住

庁舎耐震補強及び大規模改修工事

所

電

話

町

２８−６０００

㈱ 上 條 電 設 工 業

社 東 町 第 ２

２３−５３３０

土

㈱

親

水

工

業

東 山 田 第 ２

２７−８３９９

日

水

道

建

設

㈱

町 屋 敷 ３ 組

２８−８１３９

土

杉

村

設

備

㈱

塚

田

町

２７−０５７５

20

日

㈲

諏

訪

建

総

大

門

１

２７−３２４９

21

月

㈲

諏

訪

冷

熱

西

砂

２８−６４６２

26

土

ス ワ ン シ ス テ ム ㈲

東

町

２６−８８６６

27

日

㈲

諏 訪 市 大 手

５８−１３３６

六

林

協

組

工

業

所

広

瀬

赤
弥

生

☎27-0001

※都合により工事店が変更される場合があります。建設水道課 上水道管理係 内線228

本工事の施工業者が興和、サンワ特定建設
工事企業体に決まり、６月初旬より調査及び
準備工事等が開始されています。
別棟１階にありましたシルバー人材センタ
ーは、６月より体育館１階ミーティングルー
ムへ移動して業務を行っています。
今後も課等の移動が予定されており、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。
■問い合わせ 下諏訪町 総務課 管財係
電話27−1111（内線263）
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７月くらしの情報
役場

27−1111

●７月の税金等納期限●
７月31日 固定資産税
（木） 国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
温泉使用料
保育料

●７月の休日納税相談●

２期分
４期７月分
４期７月分
６月分
７月分

５日（土）・６日（日）

○開設日時

（午前10時から午後４時まで）
○開設場所 町庁舎１階 税務課窓口
○内
容 税金等の納付及び納税相談
■問い合わせ 下諏訪町 税務課 収納係
☎27−1111（内線126・127）

７月 各 種 相 談
相
談
名
＊法
律
相
行
政
相
住民相談・一般相
消 費 生 活 相
＊交 通 事 故 相

談
談
談
談
談

日
24日
15日

曜日
木
火

時
間
午後1時〜午後5時
午後1時〜午後3時

場

10日

木

午前10時〜午後3時

諏訪地方事務所（要予約）
教育委員会

休日を除く毎日 午前8時30分〜午後5時15分

女

毎月第2火曜日

午前10時〜午後1時30分

毎月第3土曜日

午前9時〜正午

総

合

相

談

建 築 な ん で も 相 談
（リフォーム・耐震改修など）
工

業

相

談

随

＊税

務

相

談

9日

水

5日

土

20日

日

結 婚 衣 装 等 公 開 日
福

祉

総

合

相

所

住民環境課 生活環境係
☎27-1111（内線143）
休日を除く毎日 午前8時30分〜午後5時15分 までお問い合わせください。

児 童 家 庭・教 育 相 談
性

相談は無料です。
＊は事前に予約が必要です。

時

☎57-2900
☎27-3204

※面接での相談については事前に予約をお願いします。

まちづくり協働サポートセンター☎27-1111（内線258）
下諏訪商工会議所
☎27-8533
※面談日については事前に確認をお願いします。

ものづくり支援センターしもすわ☎26-2226

午前9時〜午後5時

下諏訪商工会議所会館２階
税理士会事務局
☎28-6666
総合文化センター 和室（2階）
＊事前のお問い合わせは、健康福祉課
福祉係 ☎27-1111（内線233）

午前10時〜正午
午後1時〜午後4時

談

・一般相談
・一般相談、権利擁護相談、成年後見相談
・結婚相談

月〜金曜日

午前8時30分〜午後5時15分

月〜金曜日
毎週金・土曜日

午前9時〜午後5時
午前10時〜午後3時

下諏訪町地域包括支援センター
（下諏訪町社会福祉協議会内） ☎26-3377
老人福祉センター 相談室

☎28-2827

７月 健 康 診 査 等
乳 幼 児 健 診 予防接種

種

別

日

曜日

時

間

２ か 月（平成26年 5月生）
午前9時〜
24日 木
４ か 月（平成26年 3月生）
午後0時45分〜
22日 火
10 か 月（平成25年 9月生）
午後0時45分〜
24日 木
１歳６か月（平成24年 12月生）
午後0時45分〜
16日 水
２
歳（平成24年 4月生）
午前9時〜
1日 火
３
歳（平成23年 6月生）
午後0時45分〜
14日 月
2日 水
Ｂ Ｃ Ｇ（平成25年11月生）
午後2時〜午後2時15分
11日 金
四 種 混 合（平成25年12月〜26年2月生）
9日 水
日 本 脳 炎（平成21年10/1〜22年4/1生）
午後2時〜午後2時30分
7・23日 月・水 午前9時〜午前11時
育児・栄養相談（すこやか相談）
午後7時〜午後9時
インターバル速歩講座
7日 月
午後1時30分〜午後3時30分
心のほっと相談（事前に予約が必要です）
木
10日
＊
離乳食教室（もぐもぐ学習会）
午前10時〜午前11時
9日 水
9〜11日 水〜金
国保特定健診
14〜19日 月〜土 午前8時〜午前10時
前立腺がん検診
22日 火
7・8日 月・火
午前9時〜午後3時
結核検診（胸部レントゲン撮影）
14・15日 月・火
乳がん（マンモグラフィ）検診
8・25・28日 火・金・月 午前9時〜午後3時
17・18日 木・金 午後1時15分〜午後2時30分
子宮がん検診
29日㈫ 午前9時〜正午、午前1時30分〜午後3時30分
骨密度検査
30日㈬ 午前9時〜正午

19

2014.7

場

所

保健センター
☎27-8384

下諏訪体育館
保健センター
老人福祉センター
保健センター
町内各所

保健センター

●休日・夜間緊急医案内サービス ☎0570−088199（ナビダイヤル）
●諏訪地区小児夜間急病センター（15歳以下・午後7時〜9時） ☎54−4699

下諏訪町の企業紹介 第29弾 「ヒュッテみさやま」
E-mail jyoho@ town.shimosuwa.lg.jp

下諏訪町総務課 ☎27-1111 内線259 FAX28-1070

毎月発行しているクローズアップしもすわで、町内の企業を紹介します。内容は各会社から提出いただいた原稿を基に
掲載しています。掲載を希望する企業は下諏訪町 総務課 情報防災係（電話27−1111 内線262）までご連絡ください。

霧ヶ峰高原八島湿原の旧御射山神社を訪れたことがありますでしょうか。
諏訪大社下社の旧摂社の一つ（一説には奥宮とも言われる）で、古くは狩猟
神事が行われていたことで有名な神社です。砥川の源流に位置し、広大な草原
と湿原、鳥や動物たち、湧き水などの自然の恵みに溢れています。「ヒュッテ
みさやま」はその神社のすぐそばに立つ山小屋。小屋の歴史は50年を数え、こ
の場所を大切に守ってきた先代が小屋を閉めた後は、2009年に有志で設立した
みさやま合同会社が経営を引き継ぎました。
現在、喫茶と宿泊を行っており、喫茶店の営業は９：30〜15：00まで。
オリジナル焙煎の珈琲や手作りケーキなどをご用意しています。また宿泊
は素泊り基本の山小屋として、日常を離れてゆったりと過ごせる時間をご
提案いたします。
時には音楽会やディナー企画、自然をご案内するガイドツアーなども行
っています。是非、霧ヶ峰の湿原散策へとお出かけください！
●所在地

下諏訪町八島湿原10618

●電話75−2370

●代表者

三井 悠

E-mail syougai @ town.shimosuwa.lg.jp

下諏訪町教育委員会 ☎27-1111内線718 FAX28-0131

〜みんなの知らない
下諏訪町を発見しよう〜

地 域の宝を探せ！
【銭神社】

７月の暦
慈雲寺の納骨堂

☆下諏訪町情報を募集しています☆

あなたの「下諏訪町にこんな所あるよ！」を教えてください。「きれいな景色が見える！」や「こ
んな所に銅像が！」などどんなことでも構いません。下記までお気軽にご連絡ください。
■下諏訪町 総務課 情報防災係 電話：27−1111／E-mail：jyoho@town.shimosuwa.lg.jp

松倉 秀男作

平成26年7月
日

月

☎27-7396 FAX27-0890
ご意見・お写真などをお寄せください

下諏訪町社会福祉協議会

第１週
第２週

6

昭和57年に下諏訪町森林組合により御射山
林道が開設され、この中間当たりに「銭神社」
がある。この場所の地籍名が銭神という名称
であり、諏訪大社の所有する山林でもあった
ことから、工事に携わる人々の安全と町の繁
栄等を願って、森林組合の理事者により建立、
奉納された。さらに眼下に下諏訪町と諏訪湖
を望める絶好のロケーションを誇っており昼
間でも夜でもキレイな景色を楽しむことがで
きる。
【下諏訪町 字 銭神4294】

7

×」印の日は収集
下諏訪町リサイクルカレンダー 「を行いません

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

8

9

10 11 12

資源物等の収集品目
アルミ缶・ペットボトル・無色ビン・白色トレ
イ・発砲スチロールと色つきトレイ
スチール缶・茶色ビン・紙類(新聞紙・ダンボ
ール紙・雑誌・紙パック・その他の紙類)

アルミ缶・ペットボトル・その他の色ビン・白
色トレイ・発砲スチロールと色つきトレイ

第３週

13 14 15 16 17 18 19

第４週

20 21 22 23 24 25 26

スチール缶・金属類・埋立てごみ
剪定木・草葉

第１週

27 28 29 30 31

アルミ缶・ペットボトル・無色ビン・白色トレ
イ・発砲スチロールと色つきトレイ

皆様へお願い
■「家庭ごみの分
け方・出し方」
「リサイクルカ
レンダー」で確
認してから出し
てください。
氏名を必ず書いて
ください。

※クローズアップしもすわ５月号のリサイクルカレンダーに記載の誤りがありました。ご迷惑をおかけしましたことにお詫び申し上げます。

月例資源物収集日：７月６日（日）午前７時〜午前８時の間に指定場所へ。※種類ごとに十文字にしばって出してください。
硬質プラスチック収集日：７月20日（日）午前９時〜午前11時までの間に赤砂崎へ持ち込んでください。
※ 紙類は、雨が降っている場合は絶対に出さないでください。※第４週資源物の日の「剪定木・草葉」収集を始めます（11月までの期間
限定）。長さ１ｍ以内、束ねた直径30cmにし、記名した荷札を付けて出してください。「焼却ごみ」としての剪定木収集は通年で行っ
ています。氏名を書いた45リットルの焼却ごみ袋を巻いて出してください。
６月1日現在 人口 21,380人（男 10,345人・女 11,035人） 世帯数 9,005世帯 ※住民基本台帳数値
下諏訪町ホ−ムペ−ジ http://www.town.shimosuwa.lg.jp 古紙100％の再生紙を使用しています ■印刷/オノウエ印刷
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