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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　☎28－01199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

19日

4日 日

11日 日

18日 日

月
23日 金
25日 日

急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日
春山眼科医院
西川小児科医院
小口医院（耳鼻咽喉科）
向山内科医院
よねやま眼科
花岡医院
諏訪共立病院
藤森医院

やまびこ薬局
かえで薬局
山一小口薬局
アイン岡谷薬局
イズミ薬局
ファミリー薬局
ひまわり薬局
高市薬局

笠原歯科医院

はつお歯科クリニック

早出歯科医院

たちばな歯科医院
小松歯科クリニック
小松歯科医院

21－2525
27－0011
22－3068
23－6272
26－8010
22－3525
28－2012
22－2281

21－2144
26－1929
23－2206
23－2808
28－6566
24－1801
26－7226
22－0781

22－2837

23－8345

28－0024

22－1228
28－0008
27－8226

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８月10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）
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

●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17件成約）　
●利用登録済者（買いたい等） 42人（内６人成約）

募集種目　○陸・海・空自衛官候補生・一般曹候補生
　　　　　○看護学生・航空学生・防衛大学校学生・防衛医科
　　　　　大学校学生

身　　分　　特別職国家公務員
受験資格　○陸・海・空自衛官候補生・一般曹候補生
　　　　　　（18歳～27歳未満の男性・女性）
　　　　　○看護学生　　（高卒24歳未満）
　　　　　○航空学生・防衛大学校学生・防衛医科大学校学生
　　　　　　（高卒21歳未満）※いずれも日本国籍があること
試験内容　　筆記試験・口述試験・身体検査
　　　　　※身体基準等の詳細はお問い合わせください。
受付期間　○陸・海・空自衛官候補生　男性 ～９月７日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　女性 ～９月９日まで
　　　　　○一般曹候補生・航空学生　　　 ～９月９日まで
　　　　　○看護学生・防衛大学校学生・防衛医科大学校学生
　　　　　　　　　　　　　　　 ９月５日～９月30日まで
　　　　　※詳細は下記までお問い合わせください。
■お問い合わせ先
　　自衛隊諏訪地域事務所（茅野商工会議所１階内）
　　　電話：82－6785
　　　URL：http://www.mod.go.jp/pco/nagano/

「来年はもう着られないかな、誰かもらってくれないかな」
という洋服がありましたら当日持ってきてください。
日　時　９月30日（金）　10：30～11：00
・気持ちよくあげたり、もらったり出来るようにしましょう。
・夏服限定で行います。もちろん無料です。
・「欲しいだけ」という方も参加ＯＫ！です。

暑い日はプール遊びができます！
プール用のおむつ、水着、タオルを
持ってきてください。紫外線が気に
なる方はTシャツの着用もOKです。
★イベントは10：30～になります。
■お問い合わせ先　
　下諏訪町子育て支援センター（旧第八保育園）
　　開所日時：月～金　９：00～17：00
　　電話・ＦＡＸ：0266－27－5244

　点字を覚えてみませんか。
　何かボランティアを始めたいと思っている方、講習会
では点字の読み方・書き方を学びます。
日 に ち：10月６日（木）～11月10日（木）
　　　　　までの毎週木曜日（全５回）
　　　　（但し、11月３日（木）文化の日は休み）
時　　間：午後７時～午後９時
会　　場：下諏訪まちづくり協働サポートセンター
　　　　（文化センター駐車場横）
定　　員：20人（先着順）
申込締切：９月30日（金）
主　　催：点訳ボランティア　あかりの会
■ お問い合わせ・お申込み先
　　　あかりの会　登 内　電話27－3046
　　　　　　　　　中 村　電話28－3102

　下記日程により特設人権相談所を開設します！
■相談内容　毎日の暮らしの中で起こる様々な問題　など…
■開設日時・場所　９月２日（金）　午前10時～午後３時
　　　　　　　　　下諏訪町老人福祉センター
■お問い合わせ先　長野地方法務局諏訪支部　電話 52－2440

防衛省では、自衛官・各種学生を募集しています防衛省では、自衛官・各種学生を募集しています

子育て支援センターからのお知らせ子育て支援センターからのお知らせ

ＮＨＫ学園 受講者募集中！

交通遺児等（育成資金）貸付・介護料支給のご案内交通遺児等（育成資金）貸付・介護料支給のご案内

平成２３年度海上保安大学校学生
採用試験受験要項

平成２３年度海上保安大学校学生
採用試験受験要項

石綿による疾病に気付いていない方を探しています。 終戦当時、引揚者の方々からお預かりした
　　　　　　通貨・証券等を返還しています。
終戦当時、引揚者の方々からお預かりした
　　　　　　通貨・証券等を返還しています。
　名古屋税関では、終戦後に外地から引き揚げてこられた
方々が税関などに預けられた通貨や証券等をお返ししてい
ますが、引き取り手がなく保管されたままになっているも
のが多数あります。
　返還請求・お問い合わせは、ご本人はもとよりご家族の
方でも構いません。お心当たりの方は、お気軽にお問い合
わせ下さい。
■保管している通貨・証券等
　○上陸地の税関または海運局に預けられた通貨・証券等
　○帰国前に在外公館や日本人自治会等に預けられた通貨・
証券等のうち、その後日本に返還されたもの

（通　貨：旧日本銀行券、旧日本軍軍票　等）
（証券等：支那事変割引国庫債券、大東亜戦争割引国庫債
券　等）

■お問い合わせ先
　財務省名古屋税関　監視部監視通関部門
　　電話052－654－4060

　ＮＨＫ学園では、生涯学習通信講座の受験者を募集して
います。まずは無料の案内書をご請求ください。
■募集内容：生涯学習通信講座
　　　　　（趣味から資格まで全200コース以上）
■募集期間：通年申込受付
■お問い合わせ先
　ＮＨＫ学園：電話024－572－3151
　案内書請求フリーダイヤル：0120－06－8881

　石綿による疾病は数十年前の仕事でも発症します。
●もう一度思い出して下さい
　□過去に石綿を取り扱う仕事をしたことがありませんか。
　□過去の仕事で石綿を吸い込んだ可能性はありませんか。
●いま、お体は大丈夫ですか
　□息切れ、せき、胸が苦しい等の症状が出ていませんか。
　　※石綿による疾病は、呼吸器系の症状がよく現れます。
　□中皮腫、肺がん等の病気で療養されていませんか。
　　※石綿を吸い込んだ人に発症することのある病気です。
●ご家族などで･･･
　□中皮腫、肺がん等で亡くなられた方はいませんか。
　お心当たりの方は、最寄りの労働基準監督署または長野
労働局へご相談ください。
　石綿による疾病と認められた場合、労災保険給付または
特別遺族給付金を受けられる場合があります。
※特別遺族給付金の請求期限は、
　　　　　　　平成24年３月27日までです。
　　労災保険給付の請求についても、請求期限（時効）があります。
詳しくはホームページをご覧下さい。
　　　http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/
■お問い合わせ先
　長野労働局　電話026－223－0556

１.受 付 期 間　　平成23年８月25日（木）～９月６日（火）
２.採用予定数　　約45人
３.受 験 資 格
　平成３年４月２日以降に生まれた者で次に掲げる者。
（１）高等学校を卒業した者及び平成24年３月までに高
等学校を卒業する見込みの者

（２）中等教育学校を卒業した者及び平成24年３月まで
に中等教育学校を卒業する見込みの者

（３）高等専門学校の第３学年の課程を修了した者及び
平成24年３月までに高等専門学校の第３学年の課程
を修了する見込みの者

（４）高等学校卒業程度認定試験合格した者等人事院が
（１）、（２）に掲げる者と同等の資格があると認める者

４．試験日
　　第１次試験　平成23年10月29日（土）・30日（日）
　　第２次試験　平成23年12月16日（金）
５．身分及び給料
　　平成24年４月上旬に国家公務員となり、在学中は月額
　140,100円が支給されます。
■詳しい内容は下記までお問い合わせください。
　　第九管区海上保安本部総務部人事課
　　　0120－444－576（直通フリーダイヤル）

【交通遺児等（育成資金）貸付】
　自動車事故によって死亡または、重度後遺障害者になら
れた方のお子さん（０歳から中学校卒業まで）に対して、
次のとおり育成資金を無利子でお貸しします。
○貸付金額　はじめに一時金　155,000円
　　　　　　毎　　　　　月　  20,000円
　　　　　　入学支度金（小・中学校入学時）44,000円
○貸付期間　貸付が決定した月から中学校卒業の月まで
○返済期間　中学校卒業後１年間裾置いた後、月賦または

半年賦併用による20年以内の均等払い
※高校・大学等へ進学した場合、在学中は返還が猶予さ
れます。

【介護料の支給】
　自動車事故によって重度後遺障害者（自賠法施行令別表
第一の「第１級１・２号」「第２級１・２号」に認定、若
しくは該当）になられた方で、一定の要件に該当し「介護
を必要とする方に対して、次のとおり介護料を支給します。
○支 給 額　

○支給期間　申請を受理した月から介護料を支給すべき事
由が消滅する月まで

■お問い合わせ先
　独立行政法人自動車事故対策機構（NASVA）長野支所
　電　話　026－480－0521
　ＵＲＬ　http://www.nasva.go.jp
　　　　（申請書類のダウンロードができます。）

　電気は安全に正しく使うことはもちろん、省エネについ
ても考えましょう。
　目標：部屋の冷房温度は28℃を目安に！
■電気の相談は中部電気保安協会
　　　　　　　諏訪事業所　　電話27－3822

  2日（金）おはなしいっぱい
  9日（金）０歳児ママのつどい

20日（火）おはなしいっぱい
26日（月）お誕生会
30日（金）フリマ（無料）

  1日（木）１歳児ママのつどい
  8日（木）のびのび体操
13日（火）２・３歳児ママのつどい
16日（金）ブックスタート
22日（木）スクスク０歳児
27日（火）作るよぺたぺた

９月の行事予定　※５日（月）は職員研修のため12時までの開所です。

点訳ボランティア初心者講習会点訳ボランティア初心者講習会

68,440円
58,570円
29,290円

136,880円
108,000円
54,000円

種　　別 一律定額 上 限 額
特Ⅰ種
Ⅰ種
Ⅱ種

夏の省エネを！夏の省エネを！

ー子供服フリマ（無料）を開催しますーー子供服フリマ（無料）を開催しますー

特設人権相談所 開設

■東北地方太平洋沖地震・長野県北部地震に対する義援金は８月11日現在で、
　34,097,971円が集まりました。ありがとうございました。


