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個人事業税（前期分）の納期限は８月31日（水）です

全国一斉養育費相談会

　個人事業税は、個人で製造業・請負業・物品販売業・
不動産貸付業・医業などの事業を行っている方に課税
される県の税金です。
　平成28年度分の納税通知書を８月中旬に発送します
ので、お手元に届きましたら、納期限までにお近くの
金融機関又は地方事務所税務課窓口で納めてください。
　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からぜひ御利用ください。
　なお、県では障がい者の雇用、母子家庭の母・父子
家庭の父の雇用等の取組みを応援する、減額制度を行
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 課税係
　　　　　　　電話57－2909　
　　　　　　　E-mail suwachi-zeimu@pref.nagano.lg.jp

平成28年度県営住宅8月統一募集について

平成29年4月採用 諏訪広域連合職員募集

　平成28年度県営住宅の８月統一募集を行います。
◇募集期間　平成28年８月22日（月）～８月31日（水）
　　　　　　（27日、28日の土日も受付します）
◇受付場所　長野県住宅供給公社 諏訪管理ｾﾝﾀｰ
　　　　　　（諏訪合同庁舎１階）
◇募集団地　諏訪地方事務所管内の県営住宅
◇募集内容　平成28年10月１日付入居可能住宅
■問い合わせ　長野県住宅供給公社 諏訪管理センター
　　　　　　　電話54－2010

　子どもさんやお孫さんと一緒に、また家族みんなで
ボートに乗ってみませんか？今年は「初心者教室」も
同時開催し、パワーアップ!!
　初めての「山の日（祝日）」開催です。夏休みの一
日、諏訪湖に遊びにきませんか。
◇日　　時　平成28年８月11日（木）
　　　　　　午前８時～午前10時（１クルー約1時間）
◇集合場所　下諏訪町漕艇場艇庫前
◇乗艇資格　原則小学校4年生以上なら
　　　　　　誰でも参加自由
◇参 加 費　なし
◇参 加 賞　飲み物
◇申 込 み　事前申込み不要（当日受け付けます）
◇主　　催　下諏訪町漕艇協会 長野県ボート協会
※コーチが同乗し指導します。
※子どもは救命ジャケットを着用。
■問い合わせ　下諏訪町 教育こども課 体育係
　　　　　　　電話27－1455

「親と子のボート教室」「初心者教室」のご案内

　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
に使用されます。また、平成28年６月５日に長野県で
開催の「第67回全国育樹祭」等にも活用されています。
町内の「平成28年度緑の募金内訳」は、5,258件、募
金総額1,328,000円でした。ご協力いただきありがと
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275・277）

緑の募金ありがとうございました

　平成28年５月20日（金）午後２時35分頃、国道142
号焙烙橋（ほうろくばし）付近で交通死亡事故が発生
しました。
　制限速度を守る 無理の付く運転はしない こまめな
休憩を心がけ、安全運転をお願いします。
■問い合わせ　諏訪警察署　電話57－0110

下諏訪町で交通死亡事故発生

　長野県青年司法書士協議会と全国青年司法書士協議
会では、養育費に関する電話相談会を開催します。
◇日時　平成28年8月7日（日）
　　　　午前10時～午後4時
◇電話　0120-567-301（フリーダイヤル）
※相談は無料です。秘密は厳守します。
■問い合わせ　長野県青年司法書士協議会
　　　　　　　電話026－274－5641

※住所要件　平成28年８月22日現在、諏訪圏域内に
住所を有し（勉学などのため他市町村へ転出してい
る者で、家族が諏訪圏域内に居住している者も含
む。）採用後も諏訪圏域内に住所を有する者。　
◇受 付 期 間　平成28年８月１日（月）～８月22日（月）
　　　　　　　（土日祝日を除く）
　　　　　　　午前８時30分～午後５時15分
◇第一次試験　平成28年９月18日（日）
受験資格など詳しくは、諏訪広域連合ホームページを
ご覧いただくか、下記まで問い合わせください。
■問い合わせ
〒392－8511 諏訪市高島一丁目22番30号（諏訪市役所内）
　　　　　　諏訪広域連合 企画総務課 総務係
　　　　　　電話52－4141（内線373・374）
　　　　　　HP: http://www.union.suwa.lg.jp/
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若 干 名

区　分 採用予定数勤務場所

～養育費に関するあなたの悩みを教えてください～

取り決めがなくてもＯＫ！

消防本部または
諏訪圏域内の消
防署のいずれか
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子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ
● ６日（土）　わらべうたベビーマッサージ
●20日（土）　自由にご利用ください
８月の行事予定

ファミリーデーファミリーデー

 ２日（火）ファーストブック
10日（水）１歳児ママ講座
15日（月）休館
24日（水）０歳児ママ講座
30日（火）スクラップブッキング講座

■問い合わせ　下諏訪町子育てふれあいセンター  ぽけっと
　　　　　　　電話・FAX：27－5244
　　　　　　　※詳しくは町のホームページをご覧ください。

「ゆたん歩°」
高浜健康温泉センター

■問い合わせ　ゆたん歩゜　電話26－2626　
※教室の参加方法など、詳しくは町のホームページまたはお電話ください。

♨ゆたん歩 の゚日　健康相談♨（８月22日）
９：30～12：00　保健師による体組成測定と個別相談
♨ゆたん歩 の゚日　健康ミニ講座♨（８月22日）
10：00～11：00　健康運動指導士による簡単エクササイズ

※入館者は当日ご自由に参加していただけます。

８月単発講座　※事前に申込みが必要です。
　●楽しいマレットゴルフ（定員16名） ※2回シリーズです。
　　　　日にち：①８月26日（金）　②８月29日（月）
　　　　時　間：10：00～12：00

第3期（８月９月講座）全コース事前に申込みが必要です
　①アクアツール・エクササイズ　
　　　　日にち：８月３日、10日、17日、24日、31日
　　　　　　　　９月７日、14日　　水曜日　全７回
　　　　時　間：14：00～15：00
　②ゆたん歩ﾟ健康学級（午前）
　③らくらく・水中歩行教室（午後）
　　　　日にち：８月４日、18日、25日
　　　　　　　　９月１日、８日、15日、29日　木曜日　全７回
　　　　時　間：②10：00～11：30　③14：00～15：00

◇８月のゆたん歩 の゚日は22日㈪です◇
〈日にち・場所〉
①開講式 9月 11日㈰ 13：30～15：30 諏訪合庁講堂
②実技 9月 18日㈰ 13：30～15：30 諏訪合庁駐車場
③実技 9月 25日㈰ 13：30～15：30 諏訪合庁駐車場
④実技 10月 2日㈰ 13：30～15：30 諏訪合庁駐車場
⑤実技 10月 9日㈰ 13：30～15：30 諏訪合庁駐車場
⑥実技 10月 16日㈰ 13：30～15：30 諏訪合庁駐車場
⑦終了式 10月 23日㈰ 13：30～15：30 諏訪合庁駐車場
※ 開講式には犬を同伴しないでください。
　 ２回目以降は犬を同伴して参加してください。
〈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）
〈募集と申込み〉９月２日（金）までにハガキか電話で
○ハガキ 〒392－860 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）
※詳しくは下記へ問い合わせください。
■問い合わせ
　　電話　23－5998 （内田宅）
　　FAX　57－2953 （諏訪保健福祉事務所）

平成２８年度 
秋の「家庭犬しつけ方教室」

募集のお知らせ

平成２８年度 
秋の「家庭犬しつけ方教室」

募集のお知らせ

※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
7日
11日
14日
15日

16日

21日
28日

日
木
日
月

火

日
日

急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日
林眼科医院（岡谷市）
イマムラ脳神経外科クリニック（岡谷市）
あざみ胃腸科クリニック
林内科・循環器科クリニック（岡谷市）
諏訪共立病院
牛山医院（岡谷市）
春山眼科医院（岡谷市）
サツマ外科医院（岡谷市）

28－6596
27－0019
28－0505
26－8100
28－2012
78－1192
21－2525
22－5180

しんえい歯科クリニック
早出歯科医院（岡谷市）
土田歯科医院
なわ歯科医院（岡谷市）

浜歯科医院

前川歯科医院（岡谷市）
ホワイト歯科医院（岡谷市）

御子柴薬局（岡谷市）
アイビー薬局（岡谷市）
菜の花薬局
やまびこ薬局（岡谷市）
ひまわり薬局
しなの調剤薬局（岡谷市）
アイン岡谷薬局（岡谷市）
アイン岡谷薬局（岡谷市）

27－7500
28－0024
28－3001
26－0648

28－4649

22－3871
28－2635

27－7056
26－1670
26－1500
21－2144
26－7226
75－5993
23－2808
23－2808

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。
※歯科診療は「保険証・老人手帳」を必ずお持ちください。午前中のみの診療となります。

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28年６月30日現在〉

■問い合わせ　下諏訪町 産業振興課 移住定住促進室
　　　　　　　電話 27－1111（内線274）
　　　　　　　E-mail iju@town.shimosuwa.lg.jp

 № 所在地   賃貸等　　　　　　条件等
 71 東山田 賃貸 木造２階建 月4万8千円
 78 湯田町 売却 木造２階建 応相談
 83 菅野町 賃貸 木造２階建 月6万円
 84 東高木 売却 木造平屋建・２階建　3,465万円
 86 東高木 賃貸 木造２階建 月6万5千円
 88 立　町 賃貸 木造２階建 月5万6千5百円
 93 西赤砂 賃貸 木造平屋建 月4万9千5百円
 95 新町上 賃貸/売却 木造２階建 応相談
 97 西高木 売却 鉄骨３階建 3,500万円
 101 矢木町 売却 木造２階建 580万円
 104 下屋敷 売却 木造２階建 応相談
105 立　町 売却 木造２階建 応相談
106 高　浜 賃貸 木造平屋建 月3万5千円
107 南高木 賃貸 木造２階建 月6万円
108 星が丘 賃貸/売却 木造平屋建 月3万5千円/応相談
109 社東町 賃貸 木造２階建 月9万5千円
110 西鷹野町 売却 木造平屋建 550万円
111 大　門 賃貸 木造平屋建 月5万円
※情報は町ホームページでもご覧いただけます。

６日（土）わらべうたベビーマッサージ　10：30～
　ハイハイ前のお子さんが対象になります。

30日（火）スクラップブッキング講座　10：00～
　お手元の写真をかわいくデコレーションしてみませんか？
　材料費：500円　定員８組
　※町内在住の方優先、要予約　（８月１日～受付）

主催：長野県動物愛護会諏訪支部


