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下諏訪町艇庫にボートの練習に来ていた学生さんに撮影のご協力をいた
だきました！
年代問わず生涯スポーツとして楽しめるボートの魅力を実感しました。
ボートのまちと言われる下諏訪町で、健康増進はじめましょう！
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古着や小型家電も､さらに出しやすく
　町では、平成15年度に8,043トンあった焼却ごみ量に対し、平成27年度にはそ
の30％減となる5,630トンを目標に、焼却ごみ量の減量推進に取り組んでいます。
　平成25年度の焼却ごみ量は、皆さんのご協力により5,284トンとなり、その目
標値をクリアすることができました。
　今年度は昨年に引き続き、町内から排出された剪定木や草葉も細かく裁断し、チップなど
の資源化に努めていくとともに、２月に下諏訪町立図書館横に設置した24時間対応の古布収
集ボックスによる古着等の無料回収や、パソコンなどの電気や電池で動く小型家電の無料回
収など、これまで以上に資源となる不用品を出しやすくしています。
　今後も、ごみ分別の徹底をしていただき焼却ごみの減量と資源物量の増加にご
協力をお願いします。

　下諏訪町のごみ排出量は、皆さんのごみの分別や
減量へのご協力により、平成25年度は、平成24年
度よりも１人あたりの年間ごみ排出量を約10kg減
らしていただきました。また町全体では、焼却ごみ
量は約300トンも減量され、資源物量が約30トン
増えていることから、分別が確実に行われているこ
とが分かります。

　清掃センターや旧処分場などにおける、ダイオキ
シンの測定結果は、国で定められた排出基準を大幅
に下回っています。

　平成25年度は、草木の資源化にご協力を
いただきましてありがとうございました。収
集した草木は、清掃センターでチップや薪な
どに加工し、無料で配布しています。詳しく
は清掃センターまでお問い合わせください。
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1.000
1.000

●最終処分場排出水（単位：pg-TEQ/L）
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平成24年度ダイオキシン測定結果

町屋敷
処分場

南側河川
北側河川 ■問い合わせ　下諏訪町清掃センター

　　　　　　　電話27－9240

～ごみ処理等の状況の
　　　　　　お知らせ～

金属類
蛍光管・電球・乾電池
不燃系　計
資源物　計

都市計画道路の見直し方針をお知らせします

　町では、効率的・効果的な道路整備のため、未整備となっている都市計画道路の全区間を対象として、
必要性などの評価を行い、平成25年度に住民説明会を開催し、有識者からなる都市計画道路見直し検討委
員会の検証を経て、次の区分で構成する都市計画道路の【見直し方針】を定めました。

①存続区間　必要性、実現性が高く、現計画どおり存続します。
②変更区間　実現性に困難があるものの、必要性が高く、線形・幅員の変更を検討します。
　　　　　　※詳細な変更案については、都市計画変更手続きにおいて路線ごと検討します。
③廃止区間　必要性が低く、実現性に困難があるもので、他の路線や現道での代替が可能であり、廃止し

ます。
　　　　　　※廃止路線は、平成26年度中に都市計画変更のための手続きを進めます。

　【見直し方針】において存続・変更となった区間については、優先順位を定め、計画的な整備を行っていき
ます。特に国道20号バイパスに接続する「赤砂東山田線」を最優先区間と位置付け、平成26年度中に整備に
向けた都市計画変更を行い、平成32年度までに整備または着手を目指します。
　なお、詳細な変更案については、今後開催する住民説明会において地元の皆さまと協議いたします。
　説明会の日程等については班回覧等で周知いたします。

■問い合わせ　下諏訪町 建設水道課 都市整備係　電話27－1111（内線244）

赤砂東山田線（区間12-1～12-4）の計画変更について
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第２回第２回第２回第２回

消防ふれあいひろば消防ふれあいひろば消防ふれあいひろば
　下諏訪町消防団及び消防課では、町民が消防・防災に実際にふれあうことにより、「地域防
災力の強化や、誰もが安心して安全に暮らせるまちづくり」を目的に、第２回消防ふれあいひ
ろばを下記のとおり開催いたします。
　子どもも大人も参加できる催しを準備しております。この機会に消防の仕事を体験し、多く
の皆様に消防とふれあって頂きたいと思いますのでご来場お待ちしております!!

　　　　　　　　　　　　　　記
１　日　時　　平成26年９月28日（日）
　　　　　　　午前10時　～　午後１時

２　場　所　　下諏訪消防署庁舎及びあすなろ公園

３　内　容　　◇展　　示　・車両展示
　　　　　　　　　　　　　・装備品等展示・防災品等展示
　　　　　　　◇体　　験　・煙、水消火器・地震体験車・ちびっこレスキュー
　　　　　　　　　　　　　・放水体験・応急手当体験
　　　　　　　◇ふれあい　・消防団申込み・消防団ＰＲ、パネル展示
　　　　　　　　　　　　　・プチ消防車乗車、防災ダック・ふれあい音楽ひろば
　　　　　　　　　　　　　・団員レンジャー・ペーパークラフト・スタンプラリー
　　　　　　　◇共　　通　・はしご車搭乗体験・写真撮影及び防火衣等着装　

■問い合わせ　下諏訪町 消防課　電話28－0119

平成27年度「保育園入園説明会」と「申込みの受付」を行います！平成27年度「保育園入園説明会」と「申込みの受付」を行います！
　平成27年４月から保育園へ新規に入園を希望される乳幼児の保護者を対象に入園説明会を開催します。
●保育園に入園できる基準●
　保育園は、父母等の保護者、かつ同居の64歳以下の親族全員がいずれかの基準に該当し、家庭で保育する
ことができないと認められる場合に保護者に代わって児童を保育する場所です。
　①家庭外で仕事をしている（会社員・パート・臨時・自営業など）
　②家庭内で仕事をしている（農業・内職・自営業など）
　③出産して間もない・これから出産する
　　（出産予定月の前２ヶ月から産後２ヶ月の計５ヶ月以内）
　④病気や怪我、その他心身に障がいがある
　⑤病気や心身に障がいのある親族を介護・看護している
　⑥震災・風水害・火災その他の災害の復旧にあたっている
　⑦その他　町長が認める状態にあること（求職活動中の方は最長３ヶ月以内）
※保育園に入園できる基準に該当する家庭の乳幼児を優先しますが、定員に余裕がある場合は、該当しない家庭の乳幼
　児も入園することができます。この場合は私的契約となり、保育料は最高金額になります。

●入園説明会日程●　※どちらの時間帯も説明会の内容は同じです。

●町内保育園一覧●

●保育園入園申込み受付日程
とがわ保育園　10月30日（木）
みずべ保育園　10月31日（金）
さくら保育園　11月４日（火）

日　時：10月16日（木）　①14：30～15：30　　②19：00～20：00
場　所 ： 下諏訪総合文化センター（下諏訪町役場となり） ２階集会室　持ち物 ： 筆記用具
どちらか都合の良い時間帯に出席してください。
当日どうしても出席できない方は、この日の前後で文化センター１階 子育て支援係までお越しください。（窓
口受付時間８：30～17：15）資料をお渡しいたします。

保育園名
さくら保育園
みずべ保育園
とがわ保育園

所 在 地 電話番号 定員 ３歳未満児保育 長時間保育 通常保育
矢木町214-16
西四王4729-1
東山田社6725-2

27-8764
27-8781
27-3315

170
160
170

７：30～
　18：30

８：00～
　16：00

平成26年４月２日現在
生後８ヶ月以上から

入園希望の各保育園にて受付を行います。
受付時間はいずれも９：30～10：30です。
受付当日は三者面談がありますのでお子様と一緒にお越し
ください。※面談は入園可否とは関係ありません。

保育園では こんな支援や活動を行っています
おはなしの広場

１日入園にご参加ください

（とがわ保育園内） （とがわ保育園内）
　在園のお子さんを対象に、ことば
の発達や行動に心配がある場合、こ
とば遊びや親子遊びなどしながら、
相談・指導を行っています。お気軽
にご相談ください

　来入児を対象に各保育園で１日入園を行います。
　お子さんも保護者の方も一緒に保育園での遊びや食事など体験してみましょう。
・さくら保育園　10/21、11/25、12/16、1/20、2/17
・とがわ保育園　11/5、12/10、1/14、2/2、3/2
・みずべ保育園　11/13、12/11、12/18、1/15、2/19

だっこの会
（各保育園内）

　未就園児・在園児の母親でつくる
子育て勉強会「だっこの会」が各保
育園内にあります。親子で活動しな
がら交流しています。お近くの保育
園にお尋ねください。

せせらぎ園

　せせらぎ園は親子で通園していた
だき、お子さんの療育や保護者の方
からの相談をお受けしています。ま
た専門機関と連携して親子への支援
を行っています。
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第２２期農業委員会委員のみなさんが決まりました第２２期農業委員会委員のみなさんが決まりました

花とくだもの 秋の農産物まつり花とくだもの 秋の農産物まつり花とくだもの 秋の農産物まつり
と　き：９月13日（土）　午前10時30分～
ところ：下諏訪総合文化センター　イベント広場
　地元で採れた新鮮で安心な各種野菜、リンゴ、花を低価格で即売し
ます。同時に下諏訪ライオンズクラブ主催による恒例の鮮魚の無料配
布も行われます。
　ご近所お誘い合わせのうえお出かけください。
■問い合わせ　　下諏訪町農業祭実行委員会
　　　　　　　　電話27－1111（内線276・277）

　特定任意講習とは、道路交通法により義務付けられた運転免許証更新時の４区分講
習（優良運転者講習、準優良運転者講習、通常更新者講習、初回更新者講習）が免除
される講習会のことです。この講習を受講された方は、警察署で更新手続きができます。
◇日　程　平成26年９月11日（木）午後６時00分受付
　　　　　午後６時30分から午後８時30分まで
◇場　所　下諏訪総合文化センター（小ホール）
◇対　象　平成27年３月10日（火）までに更新手続きをする方。
　　　　　ただし、70歳以上の方は高齢者講習が義務付けられているため受講できません。
◇受講料　1,500円（県の収入証紙購入代金）
※ 詳しくは、諏訪交通安全協会（電話52－3050）までお問い合わせください。

第44回 下　諏　訪　町　農　業　祭
第10回ＪＡ信州諏訪農業祭下諏訪会場

運転免許特定任意講習会開催のお知らせ運転免許特定任意講習会開催のお知らせ
下諏訪町では、特定任意講習会を次のとおり開催します。
これから免許更新をむかえる該当者の皆さんの受講をおすすめします。

日　時：９月23日（火・祝）　午前９時30分～午後１時
場　所：下諏訪町保健センター・屋内運動場

第４3回健康生活展・第３9回消費生活展第４3回健康生活展・第３9回消費生活展 が開催されます！

テーマ：「見直そう 健康づくり　深めよう 地域のきずな」
内　容：☆健康チェックコーナー　　☆保健補導委員会コーナー
　　　　☆専門相談コーナー：歯科医師、薬剤師会、看護協会など
　　　　☆体験コーナー：
　　　　　食生活改善推進協議会・栄養士会のおいしいメニューの
　　　　　試食、ニュースポーツ、生ごみ減容など

テーマ：「みんなでつくる 安心・安全な暮らし」
内　容：☆研究展示コーナー：消費者の会活動紹介など
　　　　☆消費者の会推奨品の販売　☆実験コーナー
　　　　☆消費者問題に関する啓発

健康生活展健康生活展

消費生活展消費生活展

今年もやります！

クイズラリー☆

会場を回って、

スタンプを集めて、

景品をゲットしよう♪

☆★大勢のみなさんのお
越

し
を

お待ちしておりま

す
★
☆

　任期満了に伴う下諏訪町農業委員会委員一般選挙（公選定数９人）が７月１日告示され、定数と同じ９
人が立候補し、無投票で当選が決定しました。（現職５人、新規４人）
　町選挙管理委員会は７月７日に当選証書付与式を行い、当選者一人ひとりに当選証書を手渡しました。
任期は平成26年７月20日から平成29年７月19日までの３年間です。
　農業を取り巻く厳しい情勢のなか、農業者の代表として、また公正な立場で、農業に関わる様々な決定
や承認、子どもたちへの食農教育の推進、農産物即売会や農業祭などの事業に携わることになり、魅力と
やりがいのある農業経営づくりに期待がかかります。

会　長
牛山 光春 さん
（南四王１部）

職務代理
濵 秀明 さん
（仲町）

委　員
髙木 正文 さん
（東山田第４）

委　員
友野 久良夫 さん
（東山田第２）

委　員
松沢 邦江 さん
（東赤砂）

委　員
吉澤 廣志 さん
（高浜）

委　員
大和 一男 さん
（東高木）

委　員
小松 紀昭 さん
（萩倉東組）

委　員
宮坂 昌明 さん
（上久保１部）

学識経験者選任委員
　農業委員会等に関する法律
による学識経験者として選任
された委員は次の方です。

○議会推薦　青木利子さん
（東町中）

○農協推薦　小口照文さん
（東高木）

■問い合わせ
　下諏訪町保健センター
　電話27－8384

完璧な親なんていない
― ＮＰプログラム ―

　完璧な親なんていないという考えのもと、参加者同士が子育ての関心事を話し合うことで前向きな子育
てを見いだすことができるプログラムです。
　毎日の子育てがより楽しくなるように、自分に合った子育てをみつけましょう！

■問い合わせ　下諏訪町子育てふれあいセンター　電話27－5244

☆日　程　平成26年９月11日（木）、18日（木）、25日（木）
　　　　　　　　　10月２日（木）、９日（木）、16日（木）、23日（木）、30日（木）
　　　　　※全８回連続講座になります。
☆時　間　午前10時～正午
☆場　所　下諏訪町子育てふれあいセンター
☆対　象　下諏訪町在住の１歳～５歳のお子さんを育てているお母さん
☆定　員　10名
☆受講料　無料　テキストは貸し出しします。
☆託　児　無料
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今年も大賑わい！今年も大賑わい！
～お舟祭り～～お舟祭り～
８月１日（金）８月１日（金）

力を合わせて お願
いだぁ！

力を合わせて お願
いだぁ！

猛暑の中、私たちも頑張りました！猛暑の中、私たちも頑張りました！

下諏訪町公民館・勤労青少年ホーム講座紹介

公民館講座に参加してみませんか？公民館講座に参加してみませんか？

レジンアート講座 ビーズクロッシェ講座
　７月22日（火）の夜７時にレジンアート講座
が開催されました。講師は菊島美奈子先生です。
　レジンアートとはＵＶライトで固まるレジンと
いう樹脂を使ってアクセサリーやチャームを作る
ことです。今回はチャームやペンダントにもなる
作品作りを行いました。最初に使いたい色や素材
を決め、何層かに分けてレジンを流し入れていき
ました。受講者は「入れたいものが多すぎて悩ん
でしまう」「きれいな作品が出来てうれしい」な
ど初めてのレジンアートに楽しみながら取り組め
ている様子でした。

　６月13日から７月18日の金曜日にビーズクロ
ッシェ講座が全４回開催されました。講師は山崎
奈美先生です。
　ビーズクロッシェとはビーズを通した糸をかぎ
針を使って編みながらネックレスやブレスレット
のアクセサリーを作ることです。受講者からは「ビ
ーズを間違えて通してしまいそう」「なかなかき
つく編めない」などの声も聴かれましたが、先生
にいろいろ尋ねながら黙々と作品作りに没頭する
姿が見られました。少人数の講座でしたので、一
人一人が興味のあるデザインに挑戦し、充実した
講座となりました。

■問い合わせ　下諏訪町公民館・勤労青少年ホーム　　電話28－0002

平成26年度諏訪湖浄化・環境保全促進イベント

よみがえれ諏訪湖 ふれあいまつり２０１4よみがえれ諏訪湖 ふれあいまつり２０１4よみがえれ諏訪湖 ふれあいまつり２０１4よみがえれ諏訪湖 ふれあいまつり２０１4
― みんなでつくろう、未来の諏訪湖 ―

■平成26年９月７日（日）　10：00～15：00
■クリーンレイク諏訪（諏訪市豊田湖畔　豊田終末処理場）
■開催イベント（予定）
★○ソーラー施設見学会（豊田終末処理場の水処理施設屋上にて）
★○稚エビの放流（小川漁港にて）
★○クリーンレイク諏訪の施設見学・クイズラリー
　○ゆるキャラマスコット出演（写真撮影ができるよ！）
　　※アルクマ・めぐるん他５つの市町村キャラクター
　○お楽しみ抽選会（７市町村の特産品があたるよ！）
　　※★印のいずれか１つに参加した方に抽選券を差し上げます。
　○環境・下水道に関する展示、体験コーナー
　○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）

万治くんも来るよ～！

■問い合わせ　長野県諏訪湖流域下水道事務所　電話58－2955　FAX58－2958
　　　　　　　〒392－0016　諏訪市大字豊田字湖畔1866－１

個人事業税（前期分）の納期限は９月１日（月）です個人事業税（前期分）の納期限は９月１日（月）です
　個人事業税は、個人で製造業や請負業、物品販売業あるいは不動産貸付などを行っている方に課税される
県の税金です。
　個人事業税を納めていただく方には前期分の納税通知書を送付しております。お近くの金融機関または地
方事務所税務課窓口で納めてください。また、納税に便利な口座振替制度もありますので、後期分の個人事
業税の御納付に、ぜひご利用ください。
　なお、県では「創業等応援減税（障害者・母子家庭の母の雇用等）」及び「消防団応援減税（消防団の活
動に協力する個人）」制度を行っております。詳しくは地方事務所税務課までお問い合わせください。
■問い合わせ　長野県諏訪地方事務所税務課 管理係／課税係
　　　　　　　電話：57－2905／57－2909　E-mail：suwachi-zeimu@pref.nagano.lg.jp
※長野県ホームページからもご覧いただけます。
　【http://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/kurashi/kenze/aramashi/aramashi/kozafurikae.html】

　平成26年10月１日に予防接種法が改正されるため、高齢者の肺炎球菌ワクチンの予防接種は、その年度
に65歳になる方を対象にした定期接種に変わります。そのため、これまで75歳以上の方を対象に行ってい
た「高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の助成」は９月30日接種分で終了します。
　平成30年度まではその年度内に65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる方が接種の
対象になります。（過去に成人用肺炎球菌ワクチンを接種したことがある方は、副反応が強く発現する可能
性があるため対象外です。）また、来年の３月31日までは、101歳以上の方も対象になります。
　対象となる方には、改めて通知します。
■問い合わせ　下諏訪町保健センター　電話27－8384

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用の助成の終了のお知らせ高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用の助成の終了のお知らせ75歳以上の皆さんへ

～今年の御頭郷は「
岡谷市川岸・湊地区

」の方々でした～

～今年の御頭郷は「
岡谷市川岸・湊地区

」の方々でした～

※クローズアップしもすわ8月号で掲載した電話番号が間違っておりました。関係者及び、誤記によってご迷惑をお
かけした方に心よりお詫び申し上げます。正しくは下記の問い合わせになります。
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※申込受付初日は窓口受付のみ、その後は電話予約が可能です。（土・日・祝日は受付不可）

平日昼間の講座

土曜日昼間の講座

事 業 名 事 業 内 容 開催場所開催日時 対象･定員･参加方法

ハーブティーやハーブの効能について学びます。
毎回２種類のハーブについて学習し、実際に試
飲してみます。　　　　　　

講師：中村　陽子

10月～11月
10：00～11：30
月曜日　全3回

文化センター
講習室

一般　 10人
受講料：1,500円ハーブティー

まゆだまを作ったり、節分やひな祭りを楽しん
だり…。季節の行事をみんなで楽しみながら交
流します。
講師：荻原　静枝、浜　美恵子、笠原　真琴

1月～3月
10：00～11：30
火曜日　全4回

文化センター
軽体育室ほか

未就園児とその保護
者　 25組
受講料：500円

あすなろ倶楽部

ストレスケアを目的として、セルフリンパケア
とアロマセラピーを学びます。

講師：武井　良恵、藤森　綾子

11月
13：00～15：00
土曜日　全2回

文化センター
和室、講習室リラックス体験

ボール・ベル・ベルダーと呼ばれる３つの器具
を使い、楽しく体を鍛えましょう。様々な動き
から脳のトレーニングにもつながります。

講師：星野　千枝子

11月～12月
13：30～15：00
火曜日　全5回

文化センター
軽体育室

パステル和みアート
パステル和みアートとは、パステルを削ってパ
ウダー状にして主に指で描きます。どなたでも
簡単にステキなアートをかくことができます。

講師：武居　香歩

11月
10：00～12：00
木曜日　全3回

文化センター
工作学習室

一般　 10人
受講料：1,500円

フォークダンス

世界各国のダンスを踊りながら、楽しく健康作
りを行います。老若男女問わず、誰でも踊って
楽しむことができます。子ども連れでも大丈夫
です。　　　　　　　　　

講師：小松　志津子

10月～2月
14：00～16：00
水曜日　全8回

文化センター
軽体育室

一般　 20人
受講料：200円

一般　 15人
受講料：100円

一般　 15人
受講料：700円

食育応援隊出張講座
信州の郷土食

１回目はおはぎや五平餅を今風にアレンジした
レシピを、２回目は塩分控えめの漬け物の作り
方を学びます。

講師：吉澤　すえ子　　吉澤　夏美

10月
10：00～12：00
木曜日　全2回

文化センター
料理実習室

一般　 12人
受講料：1,500円

超初心者のための
パソコン講座

３B体操で
いきいき生活

パソコンやデジタルカメラの利用方法などを、
幅広く基礎から学びます。パソコンってこんな
に便利なのです。　　　　　

講師：河西　達雄

11月～12月
10：00～12：00
火曜日　全7回

文化センター
視聴覚室

パソコンをお持ちの方
一般　 10人
受講料：100円

申込受付：９月10日（水） 　午前９時～　文化センター小ホール（１階）

◆ 実施機関および問い合わせ・申込み先 ◆
下諏訪町公民館・下諏訪町勤労青少年ホーム（下諏訪総合文化センター内）　　☎２８-０００２

◆講座等の申込みをされる皆さんへ◆
町民すべてが「一生涯学習」を目指していますので、新しく受講される方を優先とさせていただきます。
・申込みは町内在住在勤の方で先着順とし、定員になり次第締め切らせていただきます。
・申込受付初日は窓口受付のみ、その後は電話予約が可能です。（土・日・祝日は受付不可）
・講座ごとの受講料は、教材費・保険料等で全日程分です。（受付時に前納していただきます）
・講師の都合、または受講者が少人数の場合は、中止になることがあります。

生涯学習に参加してみませんか生涯学習に参加してみませんか
～下半期（10月～3月）に教育委員会が行う事業・行事計画～

★体を動かして健康になろう

★できることから始めませんか
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事 業 名 事 業 内 容 開催場所開催日時 対象･定員･参加方法

ワードとエクセルの基礎を学びます。
講師：河西　達雄

10月～12月
19：00～21：00
月曜日　全7回

パソコンをお持ちの方
一般　10人
受講料：200円

文化センタ－
視聴覚室

ワード・エクセルの
あれこれ

プロから本格的なお菓子作りを学びます。初回
はクッキーとマフィン、２回目以降はクリスマ
スケーキなどを作る予定です。

講師：永谷　恒夫

11月～12月
19：00～21：00
火曜日　全3回

一般　16人
受講料：1,900円

文化センタ－
料理実習室

プロから教わる
スイーツ

初めての方でも出来るように、丁寧な字形説明
の時間が計画されています。墨の香の中で、細
筆を用いてゆったりと写経（般若心経）を行い
ます。　　　　　　　　　　講師：古屋　典子

10月～2月
19：00～20：30
金曜日　全8回

一般　15人
受講料：1,800円

文化センタ－
視聴覚室初めての写経

なりたい自分になれるメイクセラピー、指先を
おしゃれに変えるネイルアート、似合う色のヒ
ントの見つけ方を一回ずつ学びます。
講師：藤森　綾子、武居　香歩、奥原　知歌子

11月
19：00～20：30
水・木曜日　全3回

一般　10人
受講料：1,600円

文化センタ－
和室、集会室キレイ度アップ

直径23cmほどのクリスマスリースを作成し、
クリスマスに備えましょう。

講師：久保田　みすず

11月
19：00～21：00
全1回

一般　15人
受講料：1,900円

文化センタ－
工作学習室

プリザーブドフラワーは水やりをしなくても２
～３年はきれいに咲き続けるふしぎな花です。
プリザーブドフラワーを使って、ハロウィンを
イメージしたインテリア小物を作ります。

講師：堀　美智子

10月15日（水）
19：00～21：00

一般　10人
受講料：2,600円

文化センタ－
集会室

プリザーブド
フラワー

年末を彩る
クリスマスリース

韓国の文化について学びながら、楽しく韓国語
の基礎を学びます。

講師：李　亭潤（イ・チョンユン）

10月～2月
19：00～20：30
金曜日　全10回

高校生以上　15人
受講料：2,700円

文化センタ－
会議室ほか初歩の韓国語

表千家のお点前の基礎を学びます。
講師：木村　和子

10月～1月
19：00～21：00
水曜日　全10回

高校生以上　10人
受講料：3,100円

文化センタ－
和室茶道講座（表千家）

池坊の生け花の基礎を学びます。
講師：牛山　寿子

10月～12月
19：00～20：00
木曜日　全5回

高校生以上　10人
受講料：5,100円

文化センタ－
工作学習室生け花講座（池坊）

お正月に向けて、自分で一から着物を着付けら
れるように学びます。

講師：篠原　和子

10月～12月
19：00～21：00
木曜日　全7回

高校生以上　10人
受講料：200円

文化センタ－
和室着物の着付け講座

スポーツ吹矢

はじめての方向けに、ゆっくり丁寧にカレーの
作り方を学びます。一緒にインドの食文化につ
いて学びましょう。　　講師：アニル・クマル

10月～11月
19：00～21：00
火曜日　全2回

一般　12人
受講料：1,100円

文化センタ－
料理実習室

食育応援隊出張講座
はじめてのカレー

★外国の文化に触れよう

★古き良き日本の伝統文化を

★体を動かして健康になろう

★できることから始めませんか

平日夜間の講座

インドの家庭で食べられているカレーのレシピ
を学びます。サラダやチャパティ、チャイなど
を添えて、インドの食卓を体験してみましょう。

講師：アニル・クマル

10月～11月
19：00～21：00
火曜日　全2回

一般　12人
受講料：1,500円

文化センタ－
料理実習室

スポーツ吹矢は腹筋を鍛えたり、ストレス解消
になったりと様々な効果があります。男女年齢
問わず、だれでも楽しむことができます。

講師：小平　はる美

10月～11月
19：00～21：00
火曜日　全4回

一般　20人
受講料：200円

文化センタ－
軽体育室

食育応援隊出張講座
北インドカレーⅡ
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平成6年４月２日から
平成7年４月１日まで
に生まれた方

成人式式典成人式

悠遊工房
能面写真撮影会
～幽玄の美を
　　　　写し撮る～

悠遊工房
水墨画を描く

子ども映画会

1月11日（日）
12：00～

10月19日（日）から翌
年1月31日（金）まで。　
説明会10月19日（日）
13：30

1月31日（土）、2月1
日（日）、7日（土）、8日
（日）の全4回　
13：30～15：30

11月8日（土）
13：30～15：30
講座終了後、特別展
示を案内します。

3月27日（金）
13：30～16：00

11月23日、31日いず
れも日曜日の全2回
13：30～15：30

文化センタ－
やまびこホール

諏訪湖博物館・
赤彦記念館
講堂

諏訪湖博物館・
赤彦記念館
講堂

諏訪湖博物館・
赤彦記念館
講堂、
特別展示室

文化センタ－
あすなろホール

文化センタ－

文化センタ－
やまびこホール

下諏訪町立 諏訪湖博物館・赤彦記念館　　☎２７-１６２７実施機関および問い合わせ・申込先

生涯学習係　　☎２７-１１１１（内線７１８）

生涯学習係　　☎２８-０００２

実施機関および問い合わせ・申込先

事 業 名 事 業 内 容 開催場所開催日時 対象･定員･参加方法

下諏訪総合文化センター　　☎２８-００１８実施機関および問い合わせ・申込先

講師：宮坂　清
　（諏訪湖博物館・赤彦記念館　学芸員）

家族で楽しめる映画会を予定しています。

撮影できる機会の少ない能面を使って、面の持
つ「幽玄」の美を写し撮ることをテーマに行い
ます。撮った作品は企画展「みんなの広場」で
展示します。

江戸時代幕末に起こった水戸天狗党と諏訪高島・
松本両藩との合戦から150年という節目の年に、
当時の出来事の時代背景と今を考えてみます。

郷土が生んだアララギ派歌人島木赤彦を偲びま
す。式典、記念講演

万治の石仏の
謎を解く

12月14日（日）
13：30～15：00

町民大学
町民大学講演会　―下諏訪を学ぶ―

⑥

講師：田口　信
　　　（鷲ヶ峰ひゅってオーナー）

１）親と子どものためのコンサート
　　　出演：諏訪地方の子どもたちほか

２）諏訪交響楽団第156回定期公演
　①　オーボエコンチェルト
　②　伊福部　昭　シンフォニア・タプカーラ
　③　ドヴォルザーク　交響曲第８番
　　指揮：濱 一　　オーボエ：青山 聖樹

八島湿原NOW

北欧音楽祭すわ2014

講演会「ムーミンの作者ヤンソンのアトリエと渡邉暁雄の
　　　フィンランドの旅」

9月28日（日）
13：30～15：00

10月11日（土）
14：00　開演

10月12日（日）
15：00　開演

文化センタ－
集会室

④

一般　50人
受講料　各100円

入場無料
（要整理券）

入場無料
（要整理券）

３）渡邉康雄と諏訪クァルテットコンサート 10月13日（月）
18：00　開演

10月13日（月）
15：00　開演

2月8日（日）
15：00　開演

一般　1,000円
高校生以下　500円

一般　1,000円
高校生以下　500円

こども　700円
大人　1000円

対象　一般15人
参加費無料
電話で申し込み

対象　一般20人
教材費実費
電話で申し込み
対象　一般20人
教材費実費
電話で申し込み

対象　一般20人
教材費実費
電話で申し込み

対象　一般50人
参加費無料
（特別展観覧料も
　無料）

対象　一般100人
参加費無料
申込み不要

講師：未定
　　　（日本メンデル協会会員）

メンデルの遺伝に
関する講演

11月22日（土）
13：30～15：00⑤

〈下諏訪町を主にした諏訪地域の文化を学びます〉

講師　写真家　木之下　晃　先生（諏訪市出身）

水墨画の技法を学びます

悠遊工房
季節を折り紙に

12月14日（日）
13：30～15：30

日本の伝統文化「折り紙」。ちょっと難しい折
り紙に挑戦します。
正月にむけて「福鶴」を折ります。

悠遊工房
落款を作る

赤彦忌

お来楽ゼミナール
「和田嶺合戦150年を
考える」

初心者を対象に、落款の基本的な作り方と、
様々な楽しみ方をお伝えします。
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参加自由　30人
概ね4歳以上

中学生以上
定員30人

自由参加

自由参加

自由参加

自由参加

大人対象

幼児から小学生

自由参加
5歳以上の方

参加自由　30人
概ね3歳以下

2歳を迎えた子どもと
親

絵本の読み聞かせや紙芝居、パネルシアターな
ど

手遊び、絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシ
アターなど

昭和39年～平成25年の朝日新聞号外の拡大パ
ネルを展示

おはなしのへや

おはなしのへやプチ

家庭で絵本の読み聞かせの習慣が育つことを願
い、2歳を迎えた子どもさんに、２冊目の絵本
を手渡しで贈る。

セカンドブックのつどい

毎週土曜日
11：00～11：30

毎週木曜日
11：00～11：30

9月6日（土）～
　　　15日（月）

10月18日（土）～
　　　19日（日）

家庭で読書に親しんでもらうため、毎月テーマ
を決め本等を紹介する。家庭読書の日

お話し広場、マジックショー、音楽鑑賞、朗読
会など楽しい企画で図書館に親しんでもらう。図書館まつり

11月15日（土）～
　　　16日（日）

1月4日（日）～
　　　12日（月）

図書館で廃棄する本・雑誌、町民から提供され
た本などを無料で持ち帰ってもらう。古本市

図書の貸出、返却、書架整理等、図書館の仕事
を体験する。春休み一日図書館員

敬老映画会

毎月第2日曜日

季節にちなんだ本の紹介と展示

「命捧げ候～夢追い坂の決闘～」の上映

館内「テーマブックス」
の展示

朝日新聞135周年
記念号外写真展　Part2

宮澤賢治の詩の英訳絵本を講師に解説してもら
い、ネイティブの朗読をお聞きし学ぶ。 9月7日（日）

9月21日（日）

クリスマスの工作教室 クリスマスにちなんだ工作 12月7日（日）

JAZZを聴く会 JAZZを楽しむ大人のクリスマス

図書館探検隊 本を使った調べ物ゲーム

3月19日（木）～
　　　20日（金）春休み映画会 昔話の語りのＤＶＤ上映会

12月23日（火）

5歳以上

小学生4年以上

ひな祭り工作会 ひな祭りにちなんだ工作 2月15日（日）

3月の春休み

子どもたちにお話のプレゼント！ 12月20日（土）

講座『アメニモマケズﾞ』
を英語で読む

お話の部屋
　　　クリスマス会

10月～3月

月1回　10：30～
9/4、10/2、11/6、
12/4、1/8、2/19、
3/5

事 業 名 事 業 内 容 開催場所開催日時 対象･定員･参加方法

下諏訪町立図書館　　☎２７-５５５５実施機関および問い合わせ・申込先

参加自由
1チーム5人構成

第13回
チャンスボール大会

12月7日（日）

下諏訪町発祥のニュースポーツ「チャンスボー
ル」の大会

第27回全国マシンロー
イング大会 ～長野大会～

ローイングエルゴメーターによる性別、年齢別
記録会

体育館アリーナ
参加自由
参加費　無料

参加自由氷上の運動会氷上祭 1月25日（日） 秋宮スケート
リンク

町立図書館

早朝ラジオ体操
参加者

早朝ラジオ体操
閉会式

下諏訪町全９会場でおこなわれていた早朝ラジ
オ体操の閉会式 10月13日（月）

11月9日（日）

あすなろ公園
（雨天は体育館
　アリーナ）

下諏訪体育館　　☎２７-１４５５実施機関および問い合わせ・申込先
体育施設無料開放日は、10月12日（日）、13日（月・体育の日）です。
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－ 10月～３月の町内各校の公開日時等 －
「いつでも・どこでも・どなたでも」町内４校の小中学校自由参観出来ます。

※来校の折りには、事務室で受付を通していただくようお願いします。

下諏訪町立下諏訪南小学校 27-5000
行事名 実施日時 対象（学年）及び内容

全学年

全学年

全学年
全　校

全学年

5・6年
3・4年
1・2年

8：40～12：30

8：45～15：35

8：55～12：30
13：55～15：30

10：45～12：20
13：55～15：00

8：45～12：00

14：15～15：00

10 / 24（金）
11 / 22（土）

１ / 16（金）

２ / 12（木）
２ / 18（水）
２ / 20（金）

校内音楽会

イングリッシュ・
　チャレンジ・デー

インターナショナルデー

地域公開参観日

家族祖父母参観日

10 / 24（金） 9：00～12：00

授業参観・学級懇談会

授業参観・学級懇談会

授業参観、民生委員・地域の皆様と語る会
音楽会

授業参観・学習発表など
3、4校時授業参観
チャレンジタイム5校時参観・学級懇談会

合唱、合奏の発表

NLTの先生方と子どもたちが英会話
を楽しむ（大体育館にて）

1時間に1学年ずつ、子どもたちがNLTの先
生方とゲームやクイズをしながら交流します

全学年
全学年

全　校

１学年（職場見学）
３学年（WAZACAN）地域の方に教えて頂きます
２学年（職場体験）

全学年

全学年

全　校

全　校

キャリア教育の日

地域公開参観日

地域公開参観日

地域公開参観日

11 /  ５（水）
２ / 24（火）

11 /  ５（水）

11 / 11（火）

8：45～16：00

11 /  １（土）

11 / 25（火）
２ / 12（木）

合唱発表、PTAコーラス校内音楽会

社中を語る回

長野県花田養護学校 28-3033

高等部（下諏訪町イオン予定）
中学部（下諏訪町イオン予定）

全校授業参観　小学部運動会

全校授業参観　高等部運動会

全校授業参観　高等部まとめの会　中学部バザー

展示見学・体験、音楽のつどい、
製品の販売など

第8回学校祭
　　　花はな祭

地域公開参観日

校外バザー

11 / 21（金）
11 / 22（土）
９ / 16（火）

１ / 23（金）
２ / 20（金）

11 /  ６（木）
10 / 10（金）

（9：00～13：50）

10：00～13：30

10：30～13：40

未定

校内音楽会
第２回北小を語る会

２ / 10（火）
２ / 17（火）
２ / 25（水）

９ / 30（火）

９ / ９（火）

10 / 22（水）

10/22㈬～23㈭

11 / 21（金）

9：00～12：00

8：45～14：40

14：30～17：00

下諏訪町立下諏訪北小学校 27-2288

下諏訪町立下諏訪中学校 27-3000

下諏訪町立下諏訪社中学校 28-7600

●学校へどうぞ気軽にお出かけください●

13：55～16：25

13：55～14：40
3・4年
5・6年
1・2年

公開授業・給食試食会・人権講演会
公開授業

公開授業、給食試食会
公開授業、PTA後期総会

本校生徒有志・職員・地域の方  々※どなたでもご参加
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教育委員会からのおしらせ

演 題： 「八島湿原NOW」
講 師： 田口　信　(鷲ヶ峰ひゅってオーナー)
日 時： ９月28日（日） 午後１時30分～午後３時00分
会 場： 文化センター集会室　　※当日受付可（受講料100円）

作品展　日 時：10月３日（金）～10月５日（日）
　　　　　　　 ３、４日　午前９時～午後６時
　　　　　　　 ５日　　　午前９時～午後４時
　　　　場 所：下諏訪総合文化センター
　　　　内 容：華道・書道・絵画・手芸・彫刻・陶芸 などの展示
芸能祭　日 時：10月５日（日）午前10時00分 開演予定
　　　　場 所：下諏訪総合文化センター　やまびこホール
　　　　内 容：木遣り・大正琴・詩吟・踊り・ダンス などの発表
音楽祭　日 時：10月26日（日） 第１部 午前10時・第２部 午後１時 開演予定
　　　　場 所：下諏訪総合文化センター　やまびこホール
　　　　内 容：合唱・合奏・吹奏楽・ギター などの発表

町民大学

町民総合文化祭（民公協働事業）　

※ 開演時間等のお問い合わせ：下諏訪町公民館 ☎28－0002（下諏訪総合文化センター内）　

　霧ヶ峰高原の八島湿原は、「七島八島」の名前で下諏訪町民に親しまれてきました。昭和30年代前
半に草刈り場として利用されなくなった八島湿原は、高度経済成長期を伴う時代の変化に対応するた
め、観光地としての再利用が始まり現在に至っています。モータリゼーションなど、各時代に求めら
れる利用方法を模索しつつ、約55年の歳月が流れました。
　本講座では、現在の八島湿原の最新情報をお伝えすることによって、将来の八島湿原の在り方を考
えたいと思います。(講師コメント)　　　　　　☎28－0002(生涯学習係)

芸能祭の一コマ

―下諏訪を学ぶ④―

町人権教育研修会にご参加ください！！

9月26日（金）午後２時から４時50分まで　　文化センター２階集会室にて

ハンセン病問題を通して、人権を考えるハンセン病問題を通して、人権を考えるハンセン病問題を通して、人権を考えるハンセン病問題を通して、人権を考える

　学校関係者・保育園・PTA・青少年育成関係団体・婦人会など関係機関や各地区の方々にお集
まりいただいて、誰もが気持ちよく暮らせるためにはどうすればよいか、考え合っています。平成
25年度より一般の町民の方たちにも自由に参加していただき、広く意見を交換し合うことになり
ました。
　絵本『時の響きて』の読み聞かせのあと、10人くらいのグループに分かれて感想や人権に関わ
って日頃から感じたり考えたりしていることを、話し合います。
　毎回参加された方たちの多くが、「知らなかった」「考えさせられた」など、新鮮な感想を持た
れています。有意義な時間を過ごしてみませんか？
　参加される方はご連絡ください。当日、直接おいでくださっても結構です。

☎28－0002（生涯学習係）
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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
7日
14日

15日

21日
23日
28日

日
日

月

日
火
日

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

９月の行事予定

― ファミリーデー ―― ファミリーデー ―

あざみ胃腸科クリニック
花岡医院（岡谷市）
林眼科医院（岡谷市）
諏訪共立病院
武井医院
浜整形形成外科医院（岡谷市）
今井整形外科（岡谷市）

土田歯科医院
あさひ中央台歯科診療所

浜歯科医院

林歯科医院
ララ歯科医院（岡谷市）
南信堂歯科医院（岡谷市）

菜の花薬局
ファミリー薬局（岡谷市）
御子柴薬局（岡谷市）
ひまわり薬局
永田薬局
高市薬局（岡谷市）
ウエルシア薬局岡谷長地店（岡谷市）

28－0505
22－3525
28－6596
28－2012
27－8029
24－3011
28－9933

28－3001
26－1414

28－4649

28－6586
21－1555
22－3341

26－1500
24－1801
27－7056
26－7226
27－8123
22－0781
26－2510

 １日（月） うたのぽけっと
 ５日（金） ０歳児ママ（ベビーサイン）
19日（金） 2・3歳児ママ講座
22日（月） おはなしいっぱい

20日（土）ファミリーデー
29日（月）知恵袋講座

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８月８日現在〉

「緑の募金」ありがとうございました

しもすわフォトコンテスト募集中

諏訪広域連合の職員を募集します
平成27年４月採用

消防団員募集

　下諏訪町内で撮影された皆さんの素晴らしい下諏訪
写真を募集しています。
●募集テーマ　自然部門／歴史部門／お祭り部門
●応 募 締 切　平成27年１月31日まで
●申 込 方 法
　①オンライン申込【http://shimosuwaonsen.jp/】
　※５ＭＢ以上、ＪＰＥＧデータに限る
　②事務局へ郵送又は持ち込み
　　【〒393-0015　下諏訪町3289（立町）】
　※写真サイズ：四ツ切サイズ又はＡ４サイズ
■申し込み・問い合わせ先
　下諏訪観光協会事務局内しもすわフォトコンテスト係
　電話26－2102
　　☆下記ＨＰからも詳細を確認できます☆
　　　　【http://shimosuwaonsen.jp/】
　　たくさんのご応募お待ちしています!!

　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公共施設及び各区の緑化事業に
使用され、一部は東日本大震災復興事業の取組みにも
活用されています。また、平成28年春季に長野県で開
催される「第67回全国植樹祭」にも活用されます。
　町内の「平成26年度緑の募金内訳」は、5,501件、
募金総額1,393,157円でした。ご協力ありがとうござ
いました。
■問い合わせ　下諏訪町 産業振興課 農林係
　　　　　　　電話27－1111（内線274・275）

無料調停相談会開催のお知らせ
　調停相談を実施いたします。お悩みのことがありま
したらお気軽にお出かけください。
●日　　時　平成26年９月10日（水）
　　　　　　午前10時～午後４時
●場　　所　茅野市役所（８階大ホール）
●相談内容
交通事故・土地建物トラブル、金銭問題、損害賠償
離婚問題、養育費や面会交流問題、遺産相続、ＤＶ
その他
※秘密は固く守られます。予約は不要です。
☆主催　公益財団法人日本調停協会連合会
☆担当　諏訪岡谷調停協会
☆後援　最高裁判所
■問い合わせ　長野地方家庭裁判所諏訪支部
　　　　　　　電話52－9211

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

長野県計量モニターを募集しています
 皆さんが日常購入している食料品等について、内容
量が正しく表記されているか調査を行い、計量制度に
ついてご意見を頂く、「長野県計量モニター」を募集
しています。詳細はお問い合わせください。
●募集人員　10人程度
●委嘱期間　11月１日（土）～30日（日）
●応募期限　９月19日（金）
■申し込み・問い合わせ　長野県計量検定所
　電　話：0263－47－4006 
　ＦＡＸ：0263－47－9895
　E-mail：keiryo@pref.nagano.lg.jp
　　　☆下記ＨＰからも詳細を確認できます☆
【http://www.pref.nagano.lg.jp/keiryo/index.html】

募 集 情 報募 集 情 報

お 知 ら せお 知 ら せ

■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
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

●受 付 期 間　９月１日（月）～18日（木）
●第一次試験　10月19日（日）
　平成27年４月消防一元化により、消防士は６市町村
の採用ではなく、諏訪広域連合での採用となり、諏訪
広域連合の職員となります。
※詳しくは下記までお問い合わせください。
■問い合わせ　諏訪広域連合 企画総務課
　　　　　　　電話52－4141（内線373・374）
　　☆下記ＨＰからも詳細を確認できます☆
　　　【http://www.wide-suwa.net/suwakouiki/】

　警察官を名乗り、「夫などが痴漢行為をしたの
で現行犯逮捕した」との電話が入り、次に「被害
者の弁護士を名乗る者から、懲戒免職、子どもの
いじめ、引っ越しが必要になる」などと言って不
安をあおり、『示談金を要求する』という詐欺が
発生しています。
　慌てず落ち着いて、本当かどうかの確認や、相
談をするようお願いいたします。
■相談・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

● ６日(土)　開館日
●20日(土)　ルームスプレーを作ろう　※要予約
― 知恵袋講座 ―― 知恵袋講座 ―
●29日(月)　「じゃがいももち」　11時～

職　　種

栄養士
消防士

（救急救命士）

救護施設八ヶ岳寮 １　名

諏訪圏域内の消防署 若干名

勤務場所 採用予定

※水曜日はＢＰプログラム、木曜日はＮＰプログラムを
　開講します！

■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。

特殊詐欺 狙われるのは
高齢者だけじゃない！

狙われるのは
高齢者だけじゃない！

♨ゆたん歩 教゚室♨全コース事前に申込みが必要です。
●健康学級（定員12人）
日　時：９月１日・８日・22日
時　間：10：00～11：30　13：30～15：00
●初心者・水中歩行教室（定員８人）
日　時：９月４日・18日・25日
時　間：14：15～15：00
●お達者フィットネス（定員12人） 参加費：600円
日　時：９月29日　
時　間：10：00～13：00（弁当付き）
♨ふろの日（26日）健康講座＆健康相談♨当日申込み可能
健康講座　時　間：10：00～11：00
健康相談　時　間：10：30～12：00　
　　　　　　　　　13：30～15：30

「ゆたん歩°」
高浜健康温泉センター

♨敬老週間イベント♨
　9月10日から15日までの期間中、町高齢者応援カード持
参し、入館していただいたお客様には、次回から使用できる
入館券を１枚差し上げます。
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カルチャーカルチャー

９ 月　休日水道工事店９ 月　休日水道工事店 庁舎耐震補強及び大規模改修工事庁舎耐震補強及び大規模改修工事

諏訪湖博物館・赤彦記念館　　☎27-1627 下諏訪町立図書館　　☎27-5555
◆休 館 日　９月１日（月）・５日（金）・８日（月）・16日（火）・
　　　　　　 　 22日（月）・24日（水）・29日（月）
◆開館時間　９時30分～19時（火～金）
　　　　　　９時30分～18時（土日祝）

日 曜 指 定 工 事 業 者 住　　所 電　　話

6
7
13
14
15
20
21
23
27
28

土
日
土
日
月
土
日
火
土
日

２７－６６２２
２７－７２８９
２８－８２９５
２８－０９１９
２８－６０００
２３－５３３０
２７－８３９９
２８－８１３９
２７－０５７５
２７－３２４９

㈱ オ ス ガ 設 備
㈲ 藤 森 水 道
㈱ 総 　 　 　 　 建
松 澤 工 業 ㈱
㈱ 六 　 　 　 　 協
㈱ 上 條 電 設 工 業
㈱ 親 水 工 業
水 道 建 設 ㈱
杉 村 設 備 ㈱
㈲ 諏 訪 建 総

岡谷市長地権現町
岡谷市長地御所
五 官
曙 町
広 瀬 町
社 東 町 第 ２
東 山 田 第 ２
町 屋 敷 ３ 組
塚 田 町
大 門 １

◆休 館 日　９月１日（月）・８日（月）・16日（火）・24日（水）・
　　　　　　　　29日（月）
◆料　　金　一般　350円　小・中学生　170円
◆開館時間　９時～17時（ただし入館は16時30分まで）

諏訪湖オルゴール博物館 奏鳴館　☎26-7300

諏訪湖時の科学館　儀象堂　☎27-0001

※都合により工事店が変更される場合があります。建設水道課 上水道管理係 内線228

＊開館時間：9：00～17：00　
＊正面入り口横：足湯・1階：売店・1階：休憩コーナーは
　ご自由にご利用いただけます。

会　期：９月13日（土）
時　間：午前９時～午後４時
場　所：諏訪湖博物館・赤彦記念館　講堂、ロビー
参　加：無料

・１日目（19日）9：00～17：00　メーカーの資料館・匠工房見学
・２日目（20日）9：00～17：00　機械式腕時計組立体験
＊申込締切：９月５日（金）

赤彦記念文学祭

９月７日（日）午後１時30分～３時30分
講師：篠原　豊　先生　
参加費無料。申込みは図書館へお電話ください

◎「Rain Won’t（雨ニモマケズ）を英語で読もう」

９月21日(日)　午前10時～　午後２時～　　無料

◎敬老映画会「命捧げ候」　２回上映　
　　　原作　藤沢　周平　出演　緒方　拳（89分）

９月６日（土）～15日（月）　　図書館１階に展示
◎朝日新聞号外写真展PARTⅠ　昭和39年～平成25年

♪アナと雪の女王オルゴール

機械式腕時計の組立体験と匠工房を見学しよう！
9月19日（金）、20日（土）の2日間

時計作り体験　毎日開催中！

◆９月15日（月・祝）『敬老の日』
　　　　　　シニア65歳以上の方、ご入館無料

映画「アナと雪の女王」のテーマ曲「Let It Go」
18弁・30弁・50弁のオルゴールを揃えました。
価格は800円～73,440円と、各種ございます。

♪９月１５日（月）　敬老の日
◇65歳以上の方は入館料が半額（400円）となり、コーヒー
又は紅茶をサービス致します。
※受付にて年齢を証明できる物をご提示頂きます。
　ご了承下さい。なお、他の割引券との併用は出来ません。

◆毎時30分より、２F展示室でアンティークオルゴールのご案内
を行っています。（大人800円　小中学生400円）

＜売店と喫茶ソナタは入館料不要です＞
開館時間９：00～17：30

その他、記念品・お返し・お祝いにおすすめのオルゴールを
多数ご用意しております。ぜひご来館下さい。

メール・Fax・お電話での問合せもお待ちしております。
Fax：0266-26-1044　　メール：info@someikan.com

 現在、別棟補強、本庁舎１階東側壁補強、オイルタ
ンク関係工事を実施しています。
★１階ロビーの諏訪信用金庫ＡＴＭが、８月28日か
ら使用できなくなりますが、平日、昼間の引出に限
っては併設の八十二銀行のＡＴＭにて手数料無料で
行えます。
★建設水道課は本庁舎４階で執務を行っています。
★本庁舎入り口及び各階通路が狭くなっています。
★防災センターと本庁舎との間は工事エリアのため通
り抜けができなくなっています。
　ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いし
ます。なお、お気づきの点等ありましたら下記担当係
へご連絡ください。
■問い合わせ　下諏訪町 総務課 管財係
　　　　　　　電話27－1111（内線263）

　島木赤彦を知っていただく事業として、赤彦記念文学祭実行委員会が
開催している催しです。関係する短歌会の作品、童謡歌唱、吟詠、朗読
語りなど多彩な催しを行います。

◎「スカイラ」　　癒しのインストゥルメンタル
　期　日：９月13日（土）
　時　間：午後７時開演
　場　所：諏訪湖博物館・赤彦記念館　ロビー
　参  加：無料
◎「ホワイトキャンパス」　下諏訪の中学生の合唱グループ
　期　日：９月21日（日）
　時　間：午後７時開演
　場　所：諏訪湖博物館・赤彦記念館　ロビー
　参  加：無料

ロビーコンサート

９月14日（日）は町内一斉家庭読書の日です。　　
ご家庭で、ご家族で本を読む習慣を身につけましょう。
また、毎日の生活の中で、ＰＣ、ＴＶ、ゲームから離れ、体験学習や
読書、スポーツなどするように心がけましょう。

図書館からのお願い図書館からのお願い

～2014諏訪湖まちじゅう芸術祭・特別企画～

日本近代時計発祥の地である地元・諏訪で腕時計の組立に挑戦！1日目は、
時計メーカーの資料館、匠工房を見学し日本の高い技術力に触れ、２日
目はご自身で組立体験。夜は源泉100％の下諏訪温泉でゆっくりとおく
つろぎいただける地元の方も諏訪の魅力を再発見できるプログラムです。

腕時計組立体験は20分・45分・3時間コース（クォーツ）があり、お子
様から大人まで幅広く楽しんでいただけます。
置時計組立体験は、ムーブメントの組立から文字盤にデコレーションも
できます♪

＊年令のわかるものをご提示ください。
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●休日・夜間緊急医案内サービス　☎0570－088199（ナビダイヤル）
●諏訪地区小児夜間急病センター（15歳以下・午後7時～9時）　☎54－4699         

●９月の休日納税相談●
○開設日時　６日（土）・７日（日）
　　　　　　（午前10時から午後４時まで）
○開設場所　町庁舎１階 税務課窓口
○内　　容　税金等の納付及び納税相談
■問い合わせ　下諏訪町 税務課 収納係　
　　　　　　　☎27－1111（内線126・127）

●９月の税金等納期限●
９月30日
  （火）

国民健康保険税 ６期９月分
後期高齢者医療保険料 ６期９月分
温泉使用料 ８月分
保育料 ９月分

育児・栄養相談（すこやか相談）

離乳食教室（もぐもぐ学習会）

子宮がん検診

インターバル速歩講座

健康生活展

胃・大腸検診

国保特定健診・前立腺がん検診

乳房マンモグラフィ検診

午前9時～午前11時

午前8時～午前10時

午前10時～午前11時

午前9時30分～午後1時

午前9時～午後3時

四 種 混 合

予
防
接
種 26日

8・24日
1日

12・29日

1日

金
月・水
月
金・月
水
月・火
水～金
土

木・月～木
火・木
金・月
火

月
5日 金

午後7時～午後9時

午後2時～午後2時15分

２　か　月（平成26年 7月生）
４　か　月（平成26年 5月生）
10　か　月（平成25年 11月生）
１歳６か月（平成25年 2月生）
２　　　歳（平成24年 6月生）
３　　　歳（平成23年 8月生）

乳
幼
児
健
診

午前9時～
午後0時45分～
午後0時45分～
午後0時45分～
午前9時～
午後0時45分～

30日
30日
25日
3日

　10日
24日

17日
1・2日
3～5日
6日

4・8～11日
16・18日
19・29日

23日

火
火
木
水
水
水

保健センター
　　☎27-8384

保健センター

老人福祉センター

保健センター

下諏訪体育館

９　 月　健  康  診  査  等

B　C　G（平成26年1月生）
（平成26年2～3月生）
（平成26年3～4月生）

９ 月　各　種　相　談

種　　　　　　　　　　別 日 曜日 時　　　間 場　　　所

心のほっと相談（事前に予約が必要です）＊

相談は無料です。
＊は事前に予約が必要です。

教育委員会　　　　　　　　☎27-3204

住民環境課 生活環境係
☎27-1111（内線143）
までお問い合わせください。

☎28-2827

☎26-3377

総合文化センター　和室（2階）
＊事前のお問い合わせは、健康福祉課
福祉係　☎27-1111（内線233）

老人福祉センター　相談室

下諏訪町地域包括支援センター
（下諏訪町社会福祉協議会内）

日 曜日 時　　　間相　　談　　名 場　　　　　所
法 律 相 談
行 政 相 談
特 設 人 権 相 談 所
住 民 相 談 ・ 一 般 相 談
消 費 生 活 相 談
交 通 事 故 相 談

児 童 家 庭・教 育 相 談

女 性 総 合 相 談
建 築 な ん で も 相 談
（リフォーム・耐震改修など）
工 業 相 談

税 務 相 談

結 婚 衣 装 等 公 開 日

福 祉 総 合 相 談

休日を除く毎日

 6日

 21日

毎月第2火曜日

土

 25日 木

月～金曜日

月～金曜日
毎週金・土曜日

午後1時～午後4時

午前10時～午後3時

午前8時30分～午後5時15分

午前9時～午後5時

午後1時～午後5時
午後1時～午後3時
午前10時～午後3時

日

木11日

水10日

随　　時

休日を除く毎日

午前9時～午後5時

午前10時～午後1時30分

毎月第3土曜日 午前9時～正午

午前10時～正午

午前8時30分～午後5時15分

午前8時30分～午後5時15分
※面接での相談については事前に予約をお願いします。

※面談日については事前に確認をお願いします。

＊

＊

＊

午前10時～午後3時

火2日
火16日

☎57-2900諏訪地方事務所

・一般相談

・一般相談、権利擁護相談、成年後見相談
・結婚相談

下諏訪商工会議所会館２階
税理士会事務局　　　　  ☎28-6666

下諏訪商工会議所　　　 ☎27-8533

ものづくり支援センターしもすわ☎26-2226

まちづくり協働サポートセンター☎27-1111（内線258）

午後1時30分～午後3時30分

午前7時30分～午前9時30分

午後1時15分～午後2時30分
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９月の暦
石仏さまは大きいな
山崎  義雄作

地域の宝を探せ！地域の宝を探せ！

※ 紙類は、雨が降っている場合は絶対に出さないでください。※第４週資源物の日の「剪定木・草葉」収集は、長さ１ｍ以内、束ねた直
径30cmにし、記名した荷札を付けて出してください。（11月までの期間限定）。建築廃材や家具等は束ねて出しても収集しません（対
象外）。「焼却ごみ」としての剪定木収集は通年で行っています。氏名を書いた45リットルの焼却ごみ袋を巻いて出してください。

～みんなの知らない
　　　下諏訪町を発見しよう～
～みんなの知らない
　　　下諏訪町を発見しよう～

【鎌倉街道ロマンの道～大岩不動尊～】
　ここは山岳宗教の霊場と
して知られ、湯沢渓谷の両
岩にひしめく石造群はここ
にこめられた祈りの膨大さ
を思わせる。この大岩不動尊は明治17年二達山信仰の行
者によって開かれたものであり、一般の信仰も広く、こ
のお不動さまは眼病に効くという言い伝えがいまでも残
っている。

☆下諏訪町情報を募集しています☆
　あなたの「下諏訪町にこんな所あるよ！」を教えてください。「きれいな景色が見える！」や「こ
んな所に銅像が！」などどんなことでも構いません。下記までお気軽にご連絡ください。
■下諏訪町 総務課 情報防災係　電話：27－1111／E-mail：jyoho@town.shimosuwa.lg.jp

●所在地　下諏訪町5531－1（大社通り）　●電話27－8861　●代表者　小林 佳史

下諏訪町の企業紹介 第31弾 「苔泉亭   萩月庵 千ひろ」下諏訪町の企業紹介 第31弾 「苔泉亭   萩月庵 千ひろ」
　毎月発行しているクローズアップしもすわで、町内の企業を紹介します。内容は各会社から提出いただいた原稿を基に
掲載しています。掲載を希望する企業は下諏訪町 総務課 情報防災係（電話27－1111　内線262）までご連絡ください。

　苔泉亭　萩月庵 千ひろは、地域の古民家再生のコンセプトを元に、2007年に旧
塚越邸から今の姿に新しく生まれ変わりました。諏訪大社下社秋宮の参道に立地し、
気軽に立ち寄れる下諏訪町の歴史スポットです。亭内には、昔のお座敷の趣を残し
た茶室、立川流による歴史的価値のある欄間、小さなせせらぎや杏子の大木のある
日本庭園、地域で活動している方々の作品が展示されているギャラリー下諏訪があ
り、どなたでもご自由に観ていただくことができます。
　亭内の奥には二つの土蔵を生かした造りの、本格手打ちそばが自慢の「萩月庵 
千ひろ」がございます。二代に渡りそば職人をしている親子が、その季節で最も状
態の良い国内産そば粉を気温や湿度の違う季節に合わせて手打ちしています。
　お昼のお食事は、名物手打ちそばに日替わり先付三品・甘味が付いた、ミニそば
コースとなっております。
　時代を超えたくつろぎのひとときと共に、そばの香りと手打ちの風味をご堪能く
ださい。

平成26年９月平成26年９月

月例資源物収集日：９月７日（日） 午前７時～午前８時の間に指定場所へ。※種類ごとに十文字にしばって出してください。
硬質プラスチック収集日：９月21日（日） 午前９時～午前11時までの間に赤砂崎へ持ち込んでください。

日 　 月 　 火 　 水 　 木 　 金 　 土

1

8

15

22

29

第１週

第２週

第３週

第４週

第１週

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

下諏訪町リサイクルカレンダー下諏訪町リサイクルカレンダー 「×」印の日は収集
を行いません

資源物等の収集品目
皆様へお願い
■「家庭ごみの正
しい出し方」「リ
サイクルカレン
ダー」で確認し
てから出してく
ださい。
氏名を必ず書いて
ください。

アルミ缶・ペットボトル・無色ビン・白色トレ
イ・発泡スチロールと色つきトレイ

アルミ缶・ペットボトル・無色ビン・白色トレ
イ・発泡スチロールと色つきトレイ

スチール缶・茶色ビン・紙類（新聞紙・ダンボ
ール紙・雑誌・紙パック・その他の紙類）
アルミ缶・ペットボトル・その他の色ビン・白
色トレイ・発泡スチロールと色つきトレイ
スチール缶・金属類・埋立てごみ
剪定木・草木・草葉

店舗情報
■営業時間■
【苔泉亭】 11：00～22：00
【萩月庵 千ひろ】
昼 11：00～14：00／
夜 18：00～23：00（L.O.22：00）

【ギャラリー下諏訪】
11：00～22：00

ふたつやま


