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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
川岸医院（岡谷市）
平林医院（岡谷市）
平山医院
浜整形形成外科医院（岡谷市）
林眼科医院（岡谷市）
諏訪共立病院
山崎医院（岡谷市）
野村ウィメンズクリニック（岡谷市）
さとう眼科医院

スマイル歯科医院（岡谷市）
藤岡歯科医院（岡谷市）
しんえい歯科クリニック
ホワイト歯科医院（岡谷市）

前川歯科医院（岡谷市）

溝口歯科診療所

藤森歯科医院（岡谷市）

川岸薬局（岡谷市）
高市薬局（岡谷市）
盛栄堂小池薬局
やまびこ薬局（岡谷市）
やまびこ薬局（岡谷市）
ひまわり薬局
山一小口薬局（岡谷市）
アイン岡谷薬局（岡谷市）
イズミ薬局

●31日(土)開館日

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  ―
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 ５日（月）のびのびららら
 ８日（木）セカンドブック
16日（金）館内清掃　休館
26日（月）おはなしいっぱい
31日（土）ファミリーデー

 ６日（火）ファーストブック
15日（木）館内清掃　休館
23日（金）1歳児ママのつどい
27日（火）0歳児ママのつどい

■お問い合わせ先　下諏訪町子育てふれあいセンター
　　　　　　　　　電話・FAX：27－5244

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25年７月17日現在〉

体感ジャンプ！トランポリンに挑戦！

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）

消防団員募集

平成２５年度 秋の「家庭犬しつけ方教室」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、ご自分で
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（平成26年３月31日までは１割）」
（※）もしくは「３割」となっています。
※）国の措置により平成26年３月31日までは１割負担
に据え置かれています。
■お問い合わせ先　下諏訪町 住民環境課 国保年金係
　　　　　　　　　電話27－1111（内線139）

＜日にち・場所＞
①開講式 ９月８日（日） 13：30～15：30 合庁講堂
②実　技 ９月15日（日） 13：30～15：30 合庁駐車場
③実　技 ９月22日（日） 13：30～15：30 合庁駐車場
④実　技 ９月29日（日） 13：30～15：30 合庁駐車場
⑤実　技 10月６日（日） 13：30～15：30 合庁駐車場
⑥実　技 10月13日（日） 13：30～15：30 合庁駐車場
⑦終了式 10月20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。
＜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）
＜お申し込み先＞８月30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）
■詳しくは上記の内田宅へお問い合わせください。

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。
■お問い合わせ先　下諏訪町 消防課 庶務係
　　　　　　　　　電話28－0119

　現在お使いの後期高齢者医療制度の保険証の有効期
限は７月末日です。新保険証は７月下旬までに町役場
から送付しますので、８月からはお送りする新しい保
険証で受診してください。
（保険証の色が桃色に変わります）

募 集 情 報募 集 情 報

お 知 ら せお 知 ら せ

貸したい方・借りたい方の
登録受付中！

【お問い合わせ先】
　下諏訪町 総務課 企画係
　電話 27－1111（内線258）
　E-mail kyoudou@town.shimosuwa.lg.jp
　http://www.town.shimosuwa.lg.jp/akiya/index.html

 № 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
46　富ヶ丘 売却　木造２階建　1,980万円
47　町屋敷 売却　木造平屋建　455万円
51 西赤砂 賃貸　木造２階建　月６万２千円
52 高　浜 賃貸　木造２階建　月４万９千円
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

《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） 55件（内34件成約）　
●利用登録済者（買いたい等） 73人（内10人成約）

●登録物件情報

主　催：下諏訪町青少年健全育成協議会
協　力：NPO法人 守谷ファミリークラブ
■お問い合わせ先
　下諏訪町 教育こども課 子育て支援係
　電話27－1111（内線715）

■お問い合わせ先　下諏訪町 住民環境課 国保年金係
　　　　　　　　　電話27－1111（内線138）

外村哲也（そとむら てつや）
・北京オリンピック４位
・全日本選手権大会三冠達成（個人・シンクロ・団体）
・世界選手権（個人３位・シンクロ２連覇・団体現チャンピオン）
倉持真央（くらもち まお）
・2010年インドパシフィック選手権
　　　　　　　　（個人１位・シンクロ２位）
・2012年社会人選手権大会　（個人１位）

夏の地域安全運動が実施されます！夏の地域安全運動が実施されます！夏の地域安全運動が実施されます！夏の地域安全運動が実施されます！８月１日（木）～１０日（土）８月１日（木）～１０日（土）
　夏休みの時期を迎え、犯罪や事故、少年非行の防止を図るため「夏
の地域安全運動」が実施されます。夏場は、レジャ－や帰省などで外
出する機会が増え、空き巣狙いや街頭での犯罪が起こりやすくなる季
節です。一人ひとりが防犯に対する意識を高め、安全かつ安心して暮
らす町を目指しましょう。

　下諏訪町防犯協会では、住民の皆さんに防犯意識を高めてもらうため、運動期間中に次の活動をします。
１．７月31日（水）夏の地域安全運動に伴う街頭広報　７：10～JR下諏訪駅
２．下諏訪消防署にのぼり旗及び看板の掲示
３．防災行政無線による広報
４．各区及び町内会に依頼し、各家庭への防犯診断カードの配布及びパトロールの実施

１．自転車盗、器物損壊、車上ねらいが多発していますので、一人ひとり未然防止に努めましょう。
２．子どもたちの安全は地域で守りましょう。
３．振り込め詐欺は、巧妙な手口により人の心理につけ込んで言葉巧みにだまします。被害防止のために、
家庭内で「合い言葉を決める」、「振り込む前に相談する」等の予防措置をとり被害にあわないように
注意しましょう。

高齢受給者証が更新となります

後期高齢者医療制度の被保険者の皆さまへ！
国保年金係からのお知らせ

保険証が変わります

親子で楽しむトランポリン教室

主　催：長野県動物愛護会諏訪支部

日　時：平成25年９月29日（日）
　　　　午後１時開始
場　所：下諏訪体育館アリーナ
参加費：無料

インストラクター（選手）

平成25年８月１日から
　　新しい保険証で受診してください。

旧（黄色）➡ 新（桃色）

私のしつけ、これでいいの？私のしつけ、これでいいの？私のしつけ、これでいいの？私のしつけ、これでいいの？
子育て講座「子どもとの接し方講座」のお知らせ
※ なるべく７回受講してください。（受講料は無料です。）

日時

対象
会場
託児

内容

9月18日（水）・25日（水）・10月２日（水）・９日（水）・
16日（水）・23日（水）・31日（木）午前10時～正午

より良い接し方を練習し、具体的にどうすればいい
かを学びます。※ 詳しくは下記まで

町内在住　2歳半～5歳の子どもを持つ母親
子育てふれあいセンター
あり（無料）

CSPトレーナー
10人

講師
定員

受付期間：
8月12日（月）～28日（水）

※詳しくは町のホーム
　ページをご覧ください。

●下諏訪町防犯協会の活動内容

●運動の重点目標　～こんなことに気つけよう～


