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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　☎28－0119４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

5日
12日
19日
26日
29日

日
日
日
日
水

急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日

●18日（土） 「三角八丁」 ９：００～１５：００開館
絵本の譲渡会／フリーマーケット／ぽけったーさんのおやつ（無料）

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ

４月の行事予定

― ファミリーデー  ―― ファミリーデー  ―

諏訪湖周クリーンセンター
“ecoポッポ”の工事現場見学会の開催！

消防団員募集

都市計画道路の変更案の縦覧

平成27年度自衛隊幹部候補生募集

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

　長野県及び下諏訪町では、下諏訪都市計画道路の変
更案を縦覧し、意見書の提出を受け付けます。この変
更案は、クローズアップしもすわ2015年３月号でお知
らせした都市計画道路の変更に関する素案の閲覧を経
て作成したものです。都市計画審議会へ提出する意見
を受け付けるために以下により縦覧します。
◆計画案の縦覧
・縦覧期間　平成27年４月16日（木）～４月30日（木）
　※土･日･祝日を除く午前８時30分～午後５時15分
◆意見書の提出
・意見書を提出できる方
　町内在住の方、その他利害関係を有する方
・提出方法
縦覧場所に用意してあります所定の用紙に必要事項
を記入のうえ、縦覧期間中に持参又は郵送で提出し
てください。（郵送の場合は、４月30日必着）
◆意見書の取り扱い
提出された意見の要旨は、長野県都市計画審議会及
び下諏訪町都市計画審議会へ提出し、都市計画決定
に関する審議の資料とします。
■問い合わせ及び計画案の縦覧場所、意見書の提出先
　長野県 建設部都市･まちづくり課　電話026－235－7298
　長野県諏訪建設事務所 整備課　電話57－2936
　下諏訪町 建設水道課 都市整備係　電話27－1111（内線244）

不動産評価等の無料相談会のご案内
　土地についての関心を高め、その理解を深めること
を目的に不動産評価等の無料相談会を開催しますので、
お気軽にお出かけください。

　将来、陸上・海上・航空自衛隊の幹部自衛官となる
コースです。詳しくは、下記までお問合せください。

　工事現場見学会を下記のとおり開催いたします。
◆日　時　４月11日（土）　午前10時～
◆集　合　岡谷市やまびこ公園第２駐車場
◆内　容　工事概要説明、現場見学、建設機械試乗等
※当日は、建設機械の試乗や撮影もありますので、保
育園児や小学生のお子さまもご参加ください。
■問い合わせ　湖周行政事務組合
　　　　　　　電話23－4811（内線1443・1444）

マイナちゃんのマイナンバー便り　No.１

マイナンバー制度を知ろう！

平成２７年度
春の「家庭犬しつけ方教室」募集

　国民一人ひとりが持つ、12桁の番号のことです。
 原則として一度指定されたマイナンバーは生涯変わ
らず、平成28年１月から、社会保障・税・災害対策
の行政手続きで使用が始まります。

※時間はいずれも午前10時～午後４時まで
　（午後12時～午後１時の間を除く）
※売買、交換、相続、借地、担保、賃貸借等に係る不
動産評価について不動産鑑定士に相談できます。
■問い合わせ（一社）長野県不動産鑑定士協会
　　　　　　　電話026－225－5228

お 知 ら せお 知 ら せ

生活環境係からのお知らせ生活環境係からのお知らせ

募 集 情 報募 集 情 報

■問い合わせ　自衛隊長野地方協力本部 茅野（諏訪）
　　　　　　　地域事務所
　　　　　　　電話82－6785

受付期間
受験資格
試 験 日

平成27年５月１日（金）まで
22歳～26歳未満（大卒程度）
平成27年５月16日（土）

期　間 会　場

あざみ胃腸科クリニック
イマムラ脳神経外科クリニック（岡谷市）
林眼科医院（岡谷市）
春山眼科医院（岡谷市）
諏訪共立病院

28－0505
27－0019
28－6596
21－2525
28－2012

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）
スマイル歯科医院（岡谷市）

菜の花薬局
アイビー薬局（岡谷市）
御子柴薬局（岡谷市）
梅垣薬局（岡谷市）
ひまわり薬局

28－4649
28－6586
21－1555
22－3341
24－0315

26－1500
26－1670
27－7056
23－4888
26－7226

４月１日（水）
４月２日（木）

伊那市役所　303会議室
松本市役所本庁舎　第２応接室

マイナンバー（個人番号）って？

　平成27年10月に、皆さんにマイナンバーをお知ら
せする通知カードが配布されます。その後、平成28
年１月から、マイナンバーの利用と個人番号カードの
交付が始まります。

いつから始まるの？

　皆さんにマイナンバーを通知するためのカードです。
券面には氏名、住所、生年月日、性別の基本４情報と、
マイナンバーが記載されています。
　通知カードは住民票を有するすべての方に送られま
すが、身分証明書として利用することはできません。
◎次号は、個人番号カードの利用方法
についてご説明します。
■問い合わせ　全国共通ナビダイヤル
　電話0570－20－0178※通話料がかかります

通知カードとは何ですか？

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27年３月17日現在〉

■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
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
67 南高木 賃貸 木造２階建 月6万円/応相談
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
78 湯田町 売却 木造２階建 500万円
79 新　町 賃貸/売却 木造２階建 月５万円/480万円
80 東山田 賃貸 木造２階建 月６万８千円

 ７日（火）ファーストブック
15日（水）1歳児ママ講座
20日（月）0歳児ママ講座

 ６日（月）おはなしいっぱい
13日（月）うたのぽけっと
18日（土）三角八丁
24日（金）つくるよぺたぺた

ＢＰプログラムのお知らせ
H26年11月～H27年3月生まれの初心者ママ集まれ！
～初めて赤ちゃんを育てているママのためのプログラムです～
◆５月７日・14日・21日・28日（毎週木曜日）
　時間：10時～12時
子育ての仲間作り・親子の絆づくり・育児の学び　を目的にしたプロ
グラムです。

吸い殻を側溝に捨てた。むしろ、隠した。
ある日曜日、地区の行事に参加した。
こども達と諏訪湖でごみ拾い。
湖岸で小２の息子が吸い殻を手に取った。
「パパのと同じだね。」こどもが言った。
ハッとした。もうしない。
身近にある川についてもう一度考えてみませんか。
湖岸に漂着するごみは川から流れて来たものが多くです。
山に捨てた物も川に流れていきます。
たばこだけではありません。飲料用の缶やペットボトル
も見受けられます。川や山はごみ箱ではありません。

－場所を問わず、不法投棄は犯罪です－
不法投棄の原因者は投棄した廃棄物(ごみ)の撤去を求め
られるとともに、５年以下の懲役または1,000万円（法
人は１億円）以下の罰金です。
　～考えてみませんか、この街のこと、
　　　　　この地球のこと、限りある資源について～

◆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）
◆申し込み　５月１日（金）までにハガキか電話で
○ハガキ：392－8601　諏訪保健所内
　　　　　動物愛護会諏訪支部事務局宛
　※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）
☆主催：長野県動物愛護会諏訪支部
■詳しくは下記へお問い合わせください。
　電　話：23－5998（内田宅）
　ＦＡＸ：57－2953（諏訪保健福祉事務所内）

＜日時・場所＞いずれも13：30～15：30

※開講式は犬を同伴しないでください。
　２回目以降に犬を同伴して参加してください。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

開講式
実　技
実　技
実　技
実　技
実　技
終了式

５月10日（日）
５月17日（日）
６月24日（日）
６月31日（日）
６月  7日（日）
６月14日（日）
６月21日（日）

合庁講堂

合庁駐車場

マイナンバー 検索


