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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　☎28－01198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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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７月12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
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 1,000万円（応談）
25 南四王 売却　木造２階建　1,600万円
26　東町中 売却　木造２階建　420万円
27　星が丘 売却　木造２階建　500万円
28　武居北 賃貸　木造２階建　月６万円
29　東鷹野町 売却　木造２階建　1,250万円

●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）29件　（内15件成約）　
●利用登録済者（買いたい等） 41人（内６人成約）

◇身内に行方不明の方はいませんか。
　　警察では、身内の方の行方が分からなくてお困りの
方から相談を受け付けています。
　　特に８月１日～８月31日の間は県内各警察署でご相
談を受け付けます（土、日を除く）。
●相談受付時間は午前９時30分～午後５時までです。
　　ためらわずにご相談ください。
◇資料をお持ちください。
　　相談所にお見えになるときは、行方不明の方を捜す
手がかりとして
　・写真 ・身体特徴 ・血液型 ・歯の治療状況　など
　　できるだけ多くの資料を集めてお持ちください。
■ お問い合わせ先　　長野県警察本部鑑識課
　　　　　　電話026－278－9500（内線512）

★作るよぺたぺたは「みずあそびのおもちゃ」の予定です。
★外遊び、水遊びができます。着替え、プール用おむつ、
　帽子等をお持ち下さい。
◎子育て中のお父さん・
　お母さんをサポートします!◎
　〈ファミリーサポート事業〉
日常の子育ての中で困ったとき
（参観日・冠婚葬祭、通院など理由は
　　　　　　　　何でも構いません）
お子さんをお預かりします。
お気軽にお問い合わせください。
■お問い合わせ先
　子育て支援センター　電話0266－27－5244

　放送大学では、平成23年度第２学期（10月入学）の
学生を募集しています。放送大学はテレビなどの放送を
利用して授業を行う通信制の大学です。働きながら学ん
で大学を卒業したい、教養を深めたい、仕事に活かした
いなど、様々な目的で幅広い世代、職業の方が学んでい
ます。
◇募集する学生の種類
　－教養学部－
　　科目履修生（６ヶ月在学し希望する科目を履修）
　　選科履修生（１年間在学し希望する科目を履修）
　　全科履修生（４年以上在学し、卒業をめざす）
　－大 学 院－
　　修士科目生（６ヶ月在学し希望する科目を履修）
　　修士選科生（１年間在学し希望する科目を履修）
◇出願期間
　平成23年６月１日（水）～８月31日（水）
■資料の請求・お問い合わせ先
　放送大学長野学習センター　電話58－2332
　放送大学ホームページ　http://www.ouj.ac.jp

平成２３年度下諏訪町消防団

『緑の募金』ありがとうございました。『緑の募金』ありがとうございました。 統合失調症 家族のための講演会 のお知らせ統合失調症 家族のための講演会 のお知らせ

長野県弁護士会　復興支援ほっとダイヤル長野県弁護士会　復興支援ほっとダイヤル

『行方不明の人を捜す相談所』
開設のお知らせ

子育て支援センターからのお知らせ

「暴力団追放ポスター・標語」募集
茅野市美術館 企画展「松樹路人展 終わりなき旅」茅野市美術館 企画展「松樹路人展 終わりなき旅」

消防ポンプ操法・消防ラッパ吹奏大会結果消防ポンプ操法・消防ラッパ吹奏大会結果
　上記の大会が平成23年６月19日（日）に下諏訪南小学校
校庭において行われました。競技結果は以下のとおりです。

　下諏訪町では８月より、今年度40・50・60・70
歳になる方で、お申し込みをいただいた方を対象に、
成人歯科健診を実施します。これは下諏訪町内・岡
谷市内にある歯科医院で個別に歯科健診を受けられ
るものです。お申し込みのあった方には受診票をお
送りします。
　お口の健康を守るために、ぜひ受診しましょう♪
受診期間：平成23年８月１日～10月31日まで
実施場所：下諏訪町内・岡谷市内の各歯科医院
＊詳細はお手元の通知でご確認の上、
受診してください。
■お問い合わせ先
　下諏訪町保健センター
　電話27―8384

　ご協力いただきました『緑の募金』は、緑豊かな住みよ
い郷土づくりや森林づくりを推進するため、県内各地の緑
化事業や町内の保育園をはじめとした公共施設及び各区の
緑化事業に活用されています。
　町内の「平成23年度緑の募金内訳」は
6,041件、募金総額1,604,673円でした。
ご協力いただきありがとうございました。
■下諏訪町役場 産業振興課 農林係
　電話27－1111（内線276・277） 「統合失調症家族教室（全５回）」の第１回目。

講演会のみの参加も可能です。
■お申し込み・お問い合わせ先
　　諏訪保健福祉事務所　健康づくり支援課
　　　　　　電話57－2927

　長野県暴力追放県民センタ－では、ノ－モア暴力！を目
指し暴力団追放のポスタ－・標語を広く一般の皆さんから
募集します。
○テ－マ　暴力団を許さない、排除する意識への高揚をう

ったえるもの
○要　領　「ポスタ－」Ｂ３判画用紙（裏に氏名明記）
　　　　　「標語」メ－ル、はがき、FAXなどで何点で

も応募可。
○締切り　９月２日（金）当日消印有効
○その他　作品には必ず住所、氏名（ふりがな）、電話番

号、年齢を明記すること。
○表彰式　10月20日（木）諏訪市文化センタ－で開催の

県民大会の席上で表彰します。　
■送付先・お問い合わせ先
　〒380－8510　長野市南長野幅下692－２
（財）長野県暴力追放県民センタ－
　　　電　話　026－235－2140
　　　ＦＡＸ　026－233－3741
　　　Ｅﾒ-ﾙ   boutsui＠mx2.avis.ne.jp

　長野県弁護士会では『復興支援ほっとダイヤル』を開設
し被災された皆さまからのご相談を受け付けています。
ご相談料はすべて無料ですので、是非ご連絡ください。
【電話番号】0800－800－3677（無料）
【受付時間】月曜日～金曜日　　正午から午後２時まで

　現代日本洋画壇を代表する地域ゆかりの画家・松樹路人
の展覧会。社会的テーマを取り扱った初期作品から、身近
な生活や家族、故郷・北海道や蓼科を描いた作品、自身の
心象に迫った近年の作品までを展示し画家の歩みをみつめ
ます。
◇日　時　　　７月30日(土)～８月29日（月）
　　　　　　　午前10時～午後６時
　　　　（初日は10時30分から開展式、その後開場。）
◇場　所　　　茅野市美術館
◇観覧料　　　一般500円、高校生以下無料
◇主　催　　　茅野市美術館
◇後　援　　　下諏訪町教育委員会
　　　　　　　下諏訪美術会 ほか
■お問い合わせ先
　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　　電話82－8222

※ポンプ車、小型ポンプ車操法の部の優勝分団及びラッパ手全
員は、下諏訪町消防団代表として平成23年７月10日（日）に
岡谷市で開催された諏訪地区ポンプ操法・ラッパ吹奏大会に出
場し、ポンプ車操法の部は準優勝、小型ポンプの部・ラッパ吹
奏の部は４位という結果となりました。

■お問い合わせ先：下諏訪町役場 消防課 庶務係（事務局）
　　　　　　　　　電話28-0119

○ポンプ車操法の部
優　勝　第４分団
準優勝　第５分団
第３位　第７分団

○小型ポンプの部
　優　勝　第４分団
準優勝　第７分団Ａ
第３位　第７分団Ｂ

○ラッパ吹奏の部
　優　勝　第５分団
準優勝　第７分団
第３位　第３分団

＊　＊　＊　＊ 消防団員募集 ＊　＊　＊　＊

成人歯科健診の受診が 
始まります！

成人歯科健診の受診が 
始まります！

テーマ：「病気を正しく理解しよう」
講　師：諏訪湖畔病院精神科医師　向山隆志 氏
日　時：平成23年8月5日(金)　午後3時～5時
会　場：諏訪合同庁舎　5階　502会議室

 3日 （水）スクスク０歳児　　
  4日 （木）のびのび体操
 9日 （火）おはなしいっぱい　　　
 19日 （金）ブックスタート
 23日 （火）１・２・3歳児ママのつどい
 29日 （月）誕生会（8月生まれのお友達集まれ）
 30日 （火）作るよぺたぺた

８月の行事予定　　～子育てを楽しもう!～

放送大学10月入学生募集放送大学10月入学生募集

かたつむり作りました！

松樹路人≪描き続ける≫2010 年


