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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
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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

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。


