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「ゆたん歩°」
高浜健康温泉センター

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　☎28－0119８月の休日当番医院・歯科医院・薬局

歯科当番医（診療時間は午前中のみです） 当番薬局
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急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日

●28    時～
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!?

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ

８月の行事予定

― ファミリーデー  ―― ファミリーデー  ―

― スクラップブッキング講座―― スクラップブッキング講座―

花岡医院（岡谷市）
酒井医院（岡谷市）
武井医院
平林医院（岡谷市）
イマムラ脳神経外科クリニック（岡谷市）
諏訪共立病院
祐愛病院（岡谷市）
向山内科医院（岡谷市）

牛山医院歯科（岡谷市）
浦野歯科医院（岡谷市）
三輪歯科医院
早出歯科医院（岡谷市）
アルプス矯正・
小児歯科クリニック（岡谷市）
太田歯科医院（岡谷市）
大滝歯科医院（岡谷市）

ファミリー薬局（岡谷市）
湖北堂薬局（岡谷市）
永田薬局
やまびこ薬局（岡谷市）
ウエルシア薬局岡谷長地店（岡谷市）
ひまわり薬局
梅垣薬局（岡谷市）
やまびこ薬局（岡谷市）

22－3525
22－2121
27－8029
22－3952
27－0019
28－2012
23－0222
23－6272

22－6422
22－2854
27－3084
28－0024

55－4477

22－4648
22－5678

24－1801
22－2325
27－8123
21－2144
26－2510
26－7226
23－4888
21－2144

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６月30日現在〉

平成27年度自衛官募集受付が始まります

長野県後期高齢者医療広域連合から
歯科検診のお知らせ

司法書士による「全国一斉 養育費相談会
～こどもの笑顔のために～」開催のお知らせ

消防団員募集

　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27年８月２日（日）
　　　　　　午前10時～午後４時
◆電話番号：0120－567－301（フリーダイヤル）
※相談料は無料です。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0265－48－0315

　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27年度緑の募金内訳」は、5,403件、
募金総額1,348,712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・276）

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

『緑の募金』にご協力いただきありがとうございました！

　入園前のお子さんがいるお母さんお父さん、１歳半
や３歳児検診を受けて、子育ての悩みや不安を抱えて
いませんか？あそびのひろばで他の親子と交流したり
相談したりすればより多くの情報を得ることができ、
悩みや不安を解消できるかもしれません。
　こんなあそびなら家でもできそう、専門的に相談に
のってもらえるところがあって安心した等、参加者の
皆さんからそんな声を聞ける場をご用意しました。ぜ
ひご利用ください。
◆日　時　平成27年８月４日（火）
　　　　　午前９時30分～午前11時30分
◆場　所　諏訪市いきいき元気館３階交流ひろば
◆対　象　３歳児までの親子15組(定員で締切)
◆申込先　諏訪圏域障がい者総合支援センターオアシス

アンケート付き申込書に記入しFAXにて
申込みをしてください。
※申込書は市町村内にもあります。

■問い合わせ　諏訪圏域障がい者総合支援センター
　　　　　　　オアシス
　　　　　　　電話54－7713　FAX 54－7723

第1回オアシス企画あそびのひろばのご案内

　昭和14年４月１日～昭和15年３月31日生まれの方
を対象に歯科検診を行います。対象の方に案内通知お
よび問診票を直接郵送します。受診を希望する方は通
知をご覧のうえ、受診してください。
◆健診期間　平成27年９月１日（火）～
　　　　　　平成27年11月30日（月）
◆場　　所　県歯科医師会所属の歯科医院（要予約）
◆自己負担　無料（治療や精密検査が必要な場合は自

己負担となります）
※詳しくは、広域連合から７月中旬送付予定のお知ら
せをお読みください。
■問い合わせ　
　長野県後期高齢者医療広域連合 給付課 給付係 
　電話026－229－5320

　　　　　　　※1 いずれか１日を指定されます
　　　　　　　※2 期間中の指定日
お気軽にお問い合わせください。
■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

■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
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
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
85 武居北 賃貸 木造２階建 月6万円
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
89 社東町 賃貸 木造２階建 月4万5千円
90 西赤砂 賃貸 木造平屋建 月6万5千円
91 社東町 賃貸 木造平屋建 月5万円
92 矢木西 賃貸 木造２階建 月5万7千円
93 西赤砂 賃貸 木造平屋建 月6万2千円
94 西　豊 賃貸 木造平屋建 月5万円

〈日にち・場所〉　　　主催:長野県動物愛護会諏訪支部
① 開講式  ９月 ６日（日）13：30～15：30 合庁講堂
② 実技　  ９月13日（日）13：30～15：30 合庁駐車場
③ 実技　  ９月20日（日）13：30～15：30 合庁駐車場
④ 実技　  ９月27日（日）13：30～15：30 合庁駐車場
⑤ 実技　 10月 ４日（日）13：30～15：30 合庁駐車場
⑥ 実技　 10月11日（日）13：30～15：30 合庁駐車場
⑦ 終了式 10月18日（日）13：30～15：30 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）
〈申 込 み〉８月28日（金）までに下記までハガキか電

話でお申込みください。
※ハガキの場合、裏面に住所・氏名・電話・犬種・性別
を記載をして送付してください。
■申込み・問い合わせ
　　　〒392-8601 諏訪保健所内 愛護会支部事務局宛
　　　電話：23－5998 （内田宅）
　　　FAX：57－2953（諏訪保健福祉事務所）

■問い合わせ　ゆたん歩゜　電話26－2626　
※教室の参加方法等、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24日）
９：30～12：00
♨ゆたん歩 の゚日　健康ミニ講座♨（８月24日）
10：00～11：00

※健康相談とミニ講座は当日ご自由に参加していただけます。
第3期（8月9月講座）　
①アクアツール・エクササイズ（午後）
日にち：８月５日、19日、26日（水）
　　　　９月２日、９日、16日、30日（水）
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６日、13日、20日、27日（木）
　　　　９月３日、10日、17日（木）
●ノルディックウォーキング教室
●８月21日（金）・８月28日（金）2回シリーズ
開催時間：午前10：00～12：00　ポール貸出し有り

◇８月のゆたん歩 の゚日は24日㈪です◇

秋の｢家庭犬しつけ方教室｣秋の｢家庭犬しつけ方教室｣
募集のお知らせ募集のお知らせ

■問い合わせ　下諏訪町子育てふれあいセンター  ぽけっと  
　　　　　　　電話・FAX：27－5244

14日（金）休館日
24日（月）0歳児ママ講座

 ４日（火）ファーストブック
 ８日（土）ファミリーデー（わらべうたベビーマッサージ）
10日（月）1歳児ママ講座
22日（土）ファミリーデー
28日（金）スクラップブッキング

平成２７年3月～７月生まれの初心者ママ集まれ！BPプログラムのお知らせ
赤ちゃんがきた”―親子の絆づくりー

８月５日・12日・19日・26日　※毎週水曜日 
時間：10時～12時／定員：８名 ※託児はありません

[4回講座]

●８日(土)「わらべうたベビーマッサージ」10時30分～
●内容：わらべうたに合わせて行う赤ちゃんマッサージです。
●対象：０歳児の赤ちゃん（町内在住）●定員：5組（無料）
●講師：高橋千代子先生

●22日(土)　自由にご利用ください。

募 集 情 報募 集 情 報

お 知 ら せお 知 ら せ

◆受付期間　平成27年８月１日（土）～９月８日（火）

◆試験日

募集種目

航空学生

一般曹候補生

自衛官候補生

航空学生

一般曹候補生

自衛官候補生

特徴
自衛隊パイロット
を養成

1次：９月23日（水）
2次：10月17日（土）～22日（木） ※１
3次：11月14日（土）～12月17日（木） ※２
1次：９月18日（金）または19日（土）
2次：10月８日（木）～14日（水） ※１
筆記試験：９月18日（金）または19日（土）
身体検査は、筆記試験以降９月中に実施
されます

高卒（見込含）
21歳未満

18歳以上27歳未満

将来、部隊の中核
として働く
任期制の自衛官で
技能訓練などによ
りキャリアアップ
できる

応募資格

・材料費500円 ※託児はありません。

平成
27年

度

※情報は町ホームページでもご覧いただけます。


