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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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27日

日
日
日
月
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急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日

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

●22日（火）「信州お好み焼き」 １１時～

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ

７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 ―

今井内科胃腸科クリニック（岡谷市）

諏訪マタニティークリニック

小谷内科医院（岡谷市）

諏訪共立病院

酒井医院（岡谷市）

24－8688
28－6100
28－4509
28－2012
22－2121

22－2854
55－4477
22－2131
23－8345
22－1228

矢崎薬局（岡谷市）

土田薬局

アイビー薬局（岡谷市）

ひまわり薬局

湖北堂薬局（岡谷市）

浦野歯科医院（岡谷市）

アルプス矯正・小児歯科クリニック（岡谷市）

山田歯科医院（岡谷市）

はつお歯科クリニック（岡谷市）

たちばな歯科医院（岡谷市）

23－7125
28－3232
26－1670
26－7226
22－2325

 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

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６月17日現在〉

赤十字救急法救急員資格継続研修等について

「土地家屋調査士の日」無料相談会開催

ぬくぬくサークル

町民登山参加者募集
平成２６年

消防団員募集

●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

　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

●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

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

●開催日　平成26年７月７日（月）【七夕】
●時　間　午前10時～11時まで
●場　所　下諏訪体育館
●対象者　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）

サマージャンボ宝くじ！
『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！

募 集 情 報募 集 情 報

お 知 ら せお 知 ら せ

子育て支
援

■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。

■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
60 東山田 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
65 立　町 売却 木造２階建 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
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

詐 欺 被 害 に 注 意
手口を知って、だまされないように！

特殊詐欺非常事態宣言特殊詐欺非常事態宣言

・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　　　　　　　　　　　電話57－0110
　下諏訪町 住民環境課 生活環境係　電話27－1111（内線143）


