9月の休日当番医院・歯科医院・薬局
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。
日

2日
9日

16日
17日

曜日

日
日

日

月

22日

土

30日

日

23日

日

諏訪共立病院
小谷内科医院
川岸医院
諏訪共立病院
山崎医院

浜整形形成外科医院
平林医院

28−2012

山岡歯科医院

22−2562

あさひ中央台歯科診療所 26−1414 川岸薬局

28−4509
28−2012
22−3287

24−3011
22−3952

山田歯科医院
牛山医院歯科
浦野歯科医院
太田歯科医院
大滝歯科医院

〈平成24年８月８日現在〉

●登録物件情報
所在地
社ヶ丘
武居北
広瀬町

32
36
39
43

南四王
社東町
町屋敷
赤 砂

賃貸等
条件等
売却 木造２階建 価格応談
賃貸 木造２階建 月６万円
売却 木造２階建 1,300万円
賃貸 木造平屋建 月４万５千円
賃貸 木造平屋建 月５万円
賃貸/売却 木造２階建 価格応談
賃貸 木造平屋建 月7〜8万円（価格応談）

《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）43件 （内26件成約）
●利用登録済者（買いたい等） 57人（内８人成約）

【お問い合わせ先】
貸したい方・借りたい方の
下諏訪町役場 総務課 企画係
登録受付中！
電話 27−1111（内線258）
E-mail kikaku@town.shimosuwa.lg.jp
http://www.town.shimosuwa.lg.jp/akiya/index.html

ポリオの予防接種方法が変わります！
０歳〜１歳代で受けていただいているポリオの予
防接種は、９月１日から新しい接種方法に変わりま
す（不活化ポリオワクチンの導入）。詳しくは対象
となる方に個別通知いたしますのでご確認ください。
●開始時期
町では集団接種で行うため、10月の接種予定日
から不活化ワクチンの実施を開始します。
●接種方法
これまでの生ポリオワクチンは経口接種（口か
ら飲む）でしたが、不活化ポリオワクチンは皮下
接種（注射）になります。
●不活化ワクチンでは、4回の接種が必要です。
●対 象 者
生後３か月〜７歳半の児で、ポリオ予防接種が
完了していない方
■お問い合わせ先 下諏訪町保健センター
電話27−8384（直通）
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※事前に電話で確認の上受診してください。

急 病 当 番 医（診療時間9：00〜17：00） 歯 科 当 番 医 （診療時間9：00〜正午）

下諏訪町空き家情報バンク登録状況
№
23
28
31

※休日・夜間緊急医療案内
下諏訪消防署 ☎28−0119
当番薬局

22−2472 ひまわり薬局
22−2131 アイビー薬局

22−6422 ひまわり薬局
22−2854 山一小口薬局

22−4648 湖北堂薬局
22−5678 高市薬局

26−7226
26−1670

24−3103
26−7226
23−2206
22−2325
22−0781

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ

― ファミリーデー ―

●１日（土）
「ファーストパパママ講座」 １０時〜11時

初めての子育てに奮闘中の０歳児のパパとママのための講座です。
講座の後はオイルを使ったベビーマッサージも行いますのでハイハイ
前の赤ちゃんは参加してください。
（バスタオル２枚持参、参加無料）

●15日（土）ピラティス １０時半〜

毎日の子育てで肩こりが治らない、腰が痛いなどお悩みのお母さんの
ための講座です。リフレッシュしたいと思っている方も是非参加して
ください。
※どちらの講座も予約が必要です。

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 程 平成24年９月６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）
◇内 容 特定任意講習とは、道路交通法により義務化さ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。
◇対 象 平成25年３月５日（火）までに更新手続きをする方。
ただし、70歳以上の人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。

平成２４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 2012

― 知恵袋ランチ ―

― みんなでつくろう、未来の諏訪湖 ―

●10日（月）
「畑の芋でおいしいものを作ろう。」１０時半〜

日

時：平成24年９月９日（日）

場

所：クリーンレイク諏訪（豊田終末処理場）

ふれあいセンターでとれた芋を使って、昔ながらのおやつを紹
介します。

9月の行事予定
１日（土）ファミリーデー
４日（火）ブックスタート
10日（月）知恵袋ランチ
15日（土）ファミリーデー
21日（金）0歳児ママのつどい
28日（金）1歳児ママのつどい

３日（月）のびのびららら
７日（金）2、3歳児ママのつどい
11日（火）おはなしいっぱい
20日（木）0歳児ママのつどい
24日（月）つくるよぺたぺた

※ぽけっとでボランティアをしてくださる方（環境美化、昔の
味の紹介など）を募集しています

■お問い合わせ先 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。

花とくだもの 秋の農産物まつり
第42回 下 諏 訪 町 農 業 祭
第8回ＪＡ信州諏訪農業祭下諏訪会場
と き：９月８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
所お誘いのうえお出かけく
ださい。
■お問い合わせ先

下諏訪町農業祭実行委員会
電話27−1111（内線274・275）

午前９：00〜午後３：00

イベント（諏訪湖をもっと知ろう！）
お楽しみ広場
・クリーンレイク諏訪 施設見学・諏訪湖展望
・環境に関する各団体のブース展示
・ポップコーン、わたあめ、
・記念スポーツ大会
かき氷（無料）
（少年野球、ゲートボール・マレットゴルフ）
・移動販売者の出店（有料）
・スタンプラリー（参加賞あり!!）
・スーパーボールすくい
・親子ミジンコ観察会
１回目：11：00〜 ２回目：13：00〜
※内容は変更になることがあります。
主

催：平成24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2012』実行委員会
（社）長野県経営者協会諏訪支部・（社）長野県環境保全協会諏訪支部・信州大学山岳科学総合研究所・
公益社団法人諏訪圏青年会議所・美しい環境づくり諏訪地域推進会議・諏訪湖浄化対策連絡協議会・
長野県諏訪地方事務所・岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村・立科町・
長野県諏訪建設事務所

■お問い合わせ先：事務局

長野県諏訪湖流域下水道事務所

消防団員 募 集
消防団員は、火災、風水害や地震などの災害から、
住民の生命や財産を守るため、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
な人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：下諏訪町役場 消防課 庶務係
電話28−0119

電話58−2955

FAX58−2958

個人事業税（前期分）の納期限は８月３１日です
個人事業税は、個人で事業を行っている方に課税さ
れる県の税金です。前期分の納税通知書がお手元に届
きましたら８月31日
（金）
までに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
人事業税や来年度以降の自動車税のご納付に、ぜひご
利用ください。
■お問い合わせ先
諏訪地方事務所税務課 管理係／課税係
電話：57−2905／57−2909
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