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「ゆたん歩°」

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

6日
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21日
22日
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27日

日
日
日
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火
水
日

急病当番医（診療時間９：00～17：00）日 曜日

●28日（月）　 じゃがいももちづくり　10時30分～
ぽけっとの畑でとれたじゃがいもを使ってじゃがいももちを作り
ます。もちもちとした食感が人気です。

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  ―

― 知恵袋講座―― 知恵袋講座―

山崎医院（岡谷市）
信濃医療福祉センター
林眼科医院（岡谷市）
川岸医院（岡谷市）
諏訪共立病院
よねやま内科クリニック（岡谷市）
浜整形形成外科医院（岡谷市）

笠原歯科医院（岡谷市）
小口歯科第2クリニック（岡谷市）
さつき歯科医院
アルプス矯正・小児歯科クリニック（岡谷市）
ジュンデンタルクリニック（岡谷市）
はつお歯科クリニック（岡谷市）
たちばな歯科医院（岡谷市）

22－3287
27－8414
28－6596
22－2562
28－2012
22－8863
24－3011

22－2837
28－2883
27－5858
55－4477
24－8220
23－8345
22－1228

アイビー薬局（岡谷市）
土田薬局
御子柴薬局（岡谷市）
川岸薬局（岡谷市）
ひまわり薬局
矢崎薬局（岡谷市）
高市薬局（岡谷市）

26－1670
28－3232
27－7056
24－3103
26－7226
23－7125
22－0781

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７月31日現在〉

諏訪湖ふれあいまつり2015
―みんなでつくろう未来の諏訪湖―

平成27年度 防衛大学校学生
防衛医科大学校（医学科学生・看護学科学生）募集

諏訪広域連合の職員を募集します
平成28年4月採用

消防団員募集

◆願書受付期間　平成27年９月１日（火）～
　　　　　　　　　　　平成27年９月18日（金）
　　　　　※平日午前８時30分～午後５時15分
◆第一次試験日　平成27年10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、下記までお問い合わせください。
■申込み・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）
　　　　　　諏訪広域連合事務局 企画総務課 総務係
　　　　　　電話52－4141（内線373・374）
　　　　　　HP:http://www.union.suwa.lg.jp/

※住所要件：平成27年９月18日現在、諏訪圏域内に
住所を有し（勉学などのため他市区町村へ転出し
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。

◆日　時　平成27年９月６日（日） 午前10時～午後３時
◆場　所　クリーンレイク諏訪
　　　　（諏訪市豊田湖畔1866－１豊田終末処理場）
◆主な内容
　○展示・発表・体験
　　環境保全・自然保護活動の展示・発表
　　下水道関連の展示・実演、体験学習
　　稚エビの放流、打ち水体験
　○下水道処理場の施設見学
　○お楽しみ広場、スタンプラリー
　　お楽しみ抽選会
　○地域マスコットの出演
　　記念スポーツ大会など
■問い合わせ　
　長野県諏訪湖流域下水道事務所
　電話58－2955
　またはホームページを参照
http://www.pref.nagano.lg.jp/suwakoryuiki/index.html

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

第68回諏訪美術展の開催について長野県計量モニターを募集しています
◆日　時　平成27年９月６日（日）～13日（日）
　　　　　午前９時～午後６時（最終日は午後３時まで）
◆会　場　岡谷駅前ララ・オカヤ２階
◆入場料　300円（70歳以上・学生・子どもは無料）
◆会期中のイベント　地元作家によるパネルディスカ

ッション
　　　　　　　　　　９月12日（土）午後３時～
■問い合わせ　諏訪美術会事務長　牛山和雄
　　　　　　　電話090－4819－2169

◆募集種目
　○防衛大学校学生（推薦・総合選抜・一般前期）
　○防衛医科大学校（医学科学生・看護学科学生）
◆受付期間
　○防衛大学校学生（推薦・総合選抜）
　　平成27年９月５日（土）～平成27年９月９日（水）
　○防衛大学校学生（一般前期）
　　防衛医科大学校
　　平成27年９月５日（土）～平成27年９月30日（水）
※受験資格、試験期日及び試験内容など詳しい内容は
下記まで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諏訪（茅野）地域事務所
　電話82－6785

　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、感想やご意
見を頂く、「長野県計量モニター」を募集しています。
計量に使用するデジタルキッチンスケールを支給しま
す。詳細はお問い合わせください。
◆募集人数：10名程度
◆委嘱期間：平成27年11月１日（日）～
　　　　　　　　　　　　　　11月30日（月）
◆応募期限：平成27年９月30日（水）
■申込み・問い合わせ
　長野県計量検定所
　TEL　0263-47-4006　FAX　0263-47-9895
　E-mail:keiryo@pref.nagano.lg.jp
　HP:http://www.pref.nagano.lg.jp/keiryo/index.html

■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4万9千5百円
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4万9千5百円
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

　イヌやネコの糞や臭い、鳴き声など、飼
い方に対する苦情がたびたび寄せられます。
　自分たちのことだけではなく、人にもペ
ットにも住みやすい環境づくりにお互い心
がけましょう。
◆フンの後始末はきちんとしましょう！
　散歩時のフンの持ち帰りはもちろん、家にいるときもきち
んとフンの後始末をしましょう。不衛生は病気の元です！
◆鳴き声に注意しましょう！
　なぜ吠えるのか、ペットの気持ちを考えてあげることも飼
い主の役割。近所迷惑とならないよう、しつけと快適な飼養
環境、健康管理をお願いします。また、ネコは屋内で飼うよ
うにしましょう（県動物愛護条例で規定）
◆最後まで愛情と責任を持って飼いましょう！

　大切な“家族”です。亡くなるまで愛情を持
って飼いましょう。なお、野良ネコであって
も、餌を与えているのであれば立派な“飼い
ネコ”です！飼い主としての責任と義務を果
たしましょう。

■問い合わせ　諏訪保健所　電話57－2929　または
　　　　　　　下諏訪町 住民環境課 生活環境係
　　　　　　　電話27－1111（内線142・143）

■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♨（９月28日）
９：30～12：00
♨ゆたん歩 の゚日　健康ミニ講座♨（９月28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。

◇９月のゆたん歩 の゚日は28日㈪です◇

我が家のペットがみんなに迷惑をかけている!?我が家のペットがみんなに迷惑をかけている!?

■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

 ７日（月）うたのぽけっと
14日（月）おはなしいっぱい

28日（月）スクラップブッキング

 １日（火）ファーストブック
 ５日（土）ファミリーデー
 ８日（火）1歳児ママ講座
15日（火）0歳児ママ講座「ペビーマッサージ」
26日（土）ファミリーデー

CSP講座 ９月４日・11日・18日・25日※毎週金曜日 
時間：10時～12時／定員：８名[4回講座]

● ５日(土)　自由にご利用ください。
●26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

職　種
消防士
（救急救命士）
消防士

上級
中級
初級

若干名
諏訪圏域内
の消防署の
いずれか

試験区分 勤務場所 採用予定数

※情報は町ホームページでもご覧いただけます。

持続可能な生活排水
対策を推進する公式
キャラクター
　　　　めぐるん

保健師による体組成測定と個別相談

健康運動指導士による簡単エクササイズ

CSP講座とは…コモンセンスペアレンティングの略です。親子のより
良い関係が築けるように具体的な子育て技術を身につ
けるための講座です。


