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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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急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ

８月の行事予定

― ファミリーデー  ―― ファミリーデー  ―

平林医院（岡谷市）
林内科･循環器科クリニック（岡谷市）
市瀬医院
山田外科医院（岡谷市）
春山眼科医院（岡谷市）
諏訪共立病院
小口医院（岡谷市）
牛山医院（岡谷市）
つるみね共立診療所（岡谷市）

栗田歯科医院（岡谷市）
小松歯科クリニック
山岡歯科医院（岡谷市）
笠原歯科医院（岡谷市）

さつき歯科医院

牛山医院歯科（岡谷市）
小松歯科医院
早出歯科医院（岡谷市）

22－3952
26－8100
26－1717
22－2382
21－2525
28－2012
22－3068
78－1192
22－6680

24－5756
28－0008
22－2472
22－2837
27－5858

22－6422
27－8226
28－0024

高市薬局（岡谷市）
御子柴薬局（岡谷市）
かえで薬局
やまびこ薬局（岡谷市）
アイン岡谷薬局（岡谷市）
ひまわり薬局
山一小口薬局（岡谷市）
梅垣薬局（岡谷市）
湖北堂薬局（岡谷市）

22－0781
27－7056
26－1929
21－2144
23－2808
26－7226
23－2206
23－4888
22－2325

 ２日（土） ファミリーデー
 ８日（金） １歳児ママ講座
15日（金） 休館日
25日（月） おはなしいっぱい
29日（金） つくるよぺたぺた
※15日は館内清掃のため休館日になります。

 ５日（火） ファーストブック
11日（月） ０歳児ママ講座
22日（金） スクラップブッキング
27日（水） ＢＰプログラム（1）

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７月15日現在〉

「はかり」の定期検査のお知らせ

特設人権相談所の開設について

国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方へ
（７０歳から７４歳までの国保加入者の皆さまへ）

“諏訪湖 ふれあいまつり2014”
諏訪湖浄化・環境保全促進イベント

消防団員募集

　８月１日からお使いいただく高齢受給者証をお送り
します。
　有効期限が切れた高齢受給者証は、ご自身で破棄し
ていただいて結構です。（窓口での回収も行っており
ます。）
◆「一部負担金の割合」の欄は医療機関窓口での負担

割合です。記載は「２割」もしくは「３割」となっ
ています。

※平成26年４月１日以前に70歳に到達していた方は
「２割（特例措置により１割）」となっています。

■問い合わせ　下諏訪町 住民環境課 国保年金係
　　　　　　　電話27－1111（内線140）

　取引や証明等に使用しているはかりは、２年ごとに
長野県知事の検査を受けなければなりません。「はか
り」をお持ちいただき、必ず検査を受けてください。
１　検査対象となるはかりの種類

・「取引」とは…商品の売買、農家の出荷運送等の
業務上の計量及び薬局での調剤等の計量

・「証明」とは…学校等の体重測定により通知され
る計量、医療機関での健康診断又は診断書発行の
ための計量

２　持ち物
　・はかり（おもり、分銅等）　・検査手数料
３　検査日時、場所
　・日時　平成26年９月３日（水）
　　　　　午前10時から正午まで及び
　　　　　午後１時から午後３時30分まで
　・場所　下諏訪総合文化センター西側ホワイエ入口
■問い合わせ　下諏訪町 産業振興課 商工観光係
　　　　　　　電話27－1111（内線273）
　　　　　　　長野県計量検定所　検定・検査課
　　　　　　　電話0263－47－4006

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９月７日（日）
　　　　　　午前10時～午後３時
●開催場所　クリーンレイク諏訪
　　　　　　（諏訪湖流域下水道
　　　　　　　　　　豊田終末処理場）
●開催内容（予定）

☆環境保全・自然保護活動の展示・発表、下水道関
連の展示・実演、体験

☆クリーンレイク諏訪の施設見学・スタンプラリー
☆記念スポーツ大会（マレットゴルフ・ゲートボー

ル・少年野球）
☆ゆるキャラマスコット出演（万治くんも出るかも!?）
☆お楽しみ広場　等

■問い合わせ　事務局 長野県諏訪湖流域下水道事務所
　　　　　　　電話58－2995

消費税率の変更に伴う上下水道料金の変更について
　平成26年４月１日より、消費税率が５％から８％
に変更されています。
　すでに上下水道使用量のお知らせでご案内してあり
ますように、８月請求分（７月検針）から消費税率が
３％加算され、８％での請求となりますのでお知らせ
します。
■問い合わせ　下諏訪町 建設水道課 水道温泉経理係
　　　　　　　電話27－1111（内線226）

募 集 情 報募 集 情 報

お 知 ら せお 知 ら せ

■お申込み・問い合わせ　子育てふれあいセンター
　電話・FAX：27－5244

■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
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
74 西赤砂 賃貸 木造２階建 月7万円
75 湯田仲町 売却 木造２階建 2,795万円
76 社東町 賃貸 木造２階建 月4万5千円

「みんなでつくろう、未来の諏訪湖」を開催します！

高齢受給者証が更新となります

●日　　時　平成26年９月２日（火）
　　　　　　午前10時から午後３時まで
●場　　所　下諏訪総合文化センター　学習室
●担 当 者　下諏訪町人権擁護委員
●相談内容

　毎日の暮らしの中で起こる様々な問題について相
談を受け付けます。いじめ・体罰・不登校・児童虐
待、部落差別・男女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・扶養・相続
等）借地・借家、近隣のもめごと、悩みごとなど。

※相談は無料で秘密は堅く守ります。難しい手続きも
いりません。予約等も必要ありませんので、直接会
場にお越しください。

■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）

～ひとりで悩まないで、
　　　人権擁護委員にご相談ください～

～親子の絆づくりプログラム～（愛称：BP）～親子の絆づくりプログラム～（愛称：BP）
第１子が平成２６年３月～７月生まれの初心者ママ集まれ！

“赤ちゃんがきた！”“赤ちゃんがきた！”

★詳しい内容・お申込みは下記まで！

※なるべく４回受講してください。具合の悪いときはお休みでもOKです。

日　時

対　象
会　場
参加費 定　員 10組

８月27日（水）・９月３日（水）･10日（水）・17日（水）
午前10時～正午

町内在住の２か月～６か月の子どもを持つ母親
子育てふれあいセンター
無料

平成２６年度 秋の「家庭犬しつけ方教室」募集のお知らせ
主催：長野県動物愛護会諏訪支部

〈日時・場所〉
開講式　９月 7日（日）13：30～15：30　 合庁駐車場
実　技　９月14・21・28・10月５・12日（全て日曜日）
　　　　13：30～15：30 　合庁駐車場
終了式　10月19日（日） 13：30～15：30 合庁駐車場
※開講式には犬を同伴しないでください。２回目
以降は犬を同伴して参加してください。
〈参加費用〉
　参加費2,000円／テキスト代500円／
　愛護会年会費1,000円（会員は不要）
〈申込み方法〉８月29日（金）までにハガキか電話で。
○ハガキ：〒392－8601
　　　　　諏訪保健所内 愛護会支部事務局宛
　※裏面に住所・氏名・電話・犬種・性別などを記載
○電　話：23－5998（内田四郎雄宅）
■問い合わせ　電　話23－5998（内田宅）
　　　　　　　ＦＡＸ57－2953（諏訪保健福祉事務所）

♨ふろの日健康講座♨（８月25日）当日の申込み可能です。
　10：00～11：30（先着10名）
♨ふろの日健康相談♨（８月25日）当日の申込み可能です。
　10：30～12：00　13：30～15：30
♨ゆたん歩 教゚室♨全コース事前に申込みが必要です。
●脂肪燃焼☆アクア（定員８名）
　日時：８月７日、21日、28日
　時間：10：00～11：00
●プールdeロコモ対策教室（定員８名）
　日時：８月４日、６日、11日、18日、20日、27日
　時間：10：00～11：00
●フィットネスツール活用術（定員６名）
　日時：８月７日
　時間：14：00～15：00
■問い合わせ　ゆたん歩゜　電話26－2626
　※詳しくは町のホームページをご覧ください。

「ゆたん歩°」
高浜健康温泉センター

※詳しくは町の
ホームページを
ご覧ください。

●２日(土)　水遊びが楽しめますよ！


