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行政相談のご案内

赤十字救急法救急員資格継続研修等のお知らせ

　行政に対する苦情、意見・要望、制度の疑問点等を
住民の皆様からお聴きして、その解決や実現を目指す
制度に「行政相談」があります。
　相談は、総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が
応じています。相談は無料で秘密は固く守られます。
当町では、下記のとおり相談所を開設していますので、
お気軽にご利用下さい。原則として、予約制です。
　日　　　時：毎月第３火曜日　午後１時～午後３時
　場　　　所：町庁舎３階　第３委員会室
　行政相談委員：工藤惠子さん
■問い合わせ　下諏訪町 住民環境課 生活環境係
　　　　　　　電話27－1111（内線143）

防災ラジオの販売について
　町では、平成19年に販売した防災ラジオ（アナロ
グ式）を再斡旋いたします。ご購入を希望される方は、
下記によりお買い求め下さい。
【販売方法】購入をご希望される方は、現金をお持ち

の上、下諏訪町総務課危機管理室でお買
い求め下さい。なお、多くの皆さんに購
入いただけるよう１世帯１台のみとさせ
て頂きます。

【販売代金】１台2,000円　
【販売台数】300台（１世帯１台）
【販売開始日時】平成28年６月６日（月）午前９時～
【注意事項】国では、防災行政無線のデジタル化を進

めています。このため、平成32年頃か
ら、防災行政無線を聞くことができなく
なると予想されますので、ご理解の上で
購入して下さい。（デジタル化後もラジ
オは聞くことができます。）

■問い合わせ　下諏訪町 総務課 危機管理室
　　　　　　　電話27－1111（内線260）

●講座内容
（１）救急法資格継続研修

日　時：平成28年９月11日（日）
　　　　午前９時～午後２時30分
場　所：茅野市健康管理センター
　　　　（茅野市塚原２－５－45）
申込先：日赤茅野市地区（茅野市地域福祉推進課）
電　話：72－2101　ＦＡＸ：73－0391
※平成25年４月以降に資格を取得され、資格有
効期間の残り期間が１年以内の方です。

（２）【救急法基礎講習】
日　時：平成28年11月27日（日）
　　　　午前９時～午後２時

　 【救急員養成講習】
日　時：平成28年12月３、４日（土･日）
　　　　午前９時～午後５時30分
場　所：茅野市健康管理センター
　　　　（茅野市塚原２－５－45）
申込先：日赤茅野市地区（茅野市地域福祉推進課）
電　話：72－2101　ＦＡＸ：73－0391

●申込方法
所定の申込用紙にご記入のうえ、開催日の２週間前
までに各会場の申込先へ郵送またはＦＡＸにて申込
用紙を提出してください。
　※各講習会は別の日程もあります。
■問い合わせ
　日本赤十字社長野県支部　電話026－219－2563

オアシスによる市町村巡回相談会
　諏訪圏域障がい者総合支援センター「オアシス」は、
諏訪地域６市町村にお住まいの、障がいや難病のある
方、ご家族の皆さんなどの相談に応じ必要な支援や情
報提供を行い、どう暮らしていけばよいかを共に考え
ていく機関です。経済的な問題（障がい年金も含め）、
就労、健康面、人間関係等、生活全般のお困りごとに
対応します。
　「オアシス」まで移動手段のない方や平日お時間の
ない方、事情がありなかなか相談できない方に対して、
お住まいの近くで障がい福祉の相談に係わる専門員が、
各市町村を巡回して相談会を実施します。
　日　時：平成28年６月25日（土）
　　　　　午後１時～午後４時
　会　場：下諏訪総合文化センター
　担　当：オアシス相談員
対　象：諏訪圏域の障がいのある方または、障がい

と認定されていなくても、同じような生活
しづらさを抱えている方、障がいを疑われ
ている方。ご本人、ご家族、支援関係者。

　相談費用：無料
　申込制とさせていただきますので、事前にオアシス
にご連絡ください。当日会場に直接お越しいただくこ
とも可能ですが、お待たせすることがありますので、
ご了承ください。
■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54－7363

　この度今迄ご愛顧いただいておりましたオルゴール
博物館『奏鳴館』をリニューアルし、日本電産サンキ
ョーオルゴール記念館『すわのね』として、平成28
年３月19日より開業をいたしました。
　１階は自由に入館できる喫茶と売店があります。有
料ゾーンは１階に体験工房、日本のオルゴール、２階
には女優と古典オルゴールのコラボと古典オルゴール
を展示しており試聴ができます。
　この度、下諏訪町民の皆様方に『特別優待券』を発
行させていただきますので、切り取りご持参いただく
か、町民であることを証明
できるもの（免許証等）を
ご提示ください。

お 知 ら せお 知 ら せ

日本電産サンキョーオルゴール記念館
すわのね リニューアルオープン!!!!

下諏訪町民特別優待券
（本券5名までＯＫです）
大　人:1,000円→500円
小中学生:500円→250円
【有効期限:平成28年７月31日】

■問い合わせ　日本電産サンキョーオルゴール記念館
　　　　　　　すわのね　電話26－7300

【期間限定:平成28年６月１日～７月31日まで】



21　2016.6

６月の休日当番医院・歯科医院・薬局

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ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４月30日現在〉

● ４日（土） 男性保育士によるパパ講座「親子で遊ぼう」
●18日（土） 自由にご利用ください
６月の行事予定

ファミリーデーファミリーデー

１日（水）BP④　
６日（月）うたのぽけっと
７日（火）ファーストブック　　
10日（金）どならない子育て練習法①　　　　
13日（月）おはなしいっぱい
17日（金）どならない子育て練習法②
20日（月）知恵袋講座「お好み焼き」６／１～受付
22日（水）０歳児ママ講座「ベビーサイン」
24日（金）どならない子育て練習法③
28日（火）１歳児ママ講座

■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　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
 90 西赤砂 賃貸 木造平屋建 月4万9千5百円
 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

■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。

◇６月のゆたん歩 の゚日は27日㈪です◇

　　アメリカシロヒトリを駆除しましょう　　アメリカシロヒトリを駆除しましょう

※休日・夜間緊急医療案内　
　下諏訪消防署　☎28－0119

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

日
日
日
日

急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日

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）

市瀬医院

28－2012
22－8863
24－3011
26－1717

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

28－0024
28－3001
26－0648
28－4649

ひまわり薬局

矢崎薬局（岡谷市）

高市薬局（岡谷市）

かえで薬局

26－7226
23－7125
22－0781
26－1929

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。

※情報は町ホームページでもご覧いただけます。

６月22日（水）０歳児ママ講座『ベビーサイン』
まだおしゃべりできない赤ちゃんとコミュニケーション
をとりましょう♪講師の先生をお招きします。
午前10：30～  定員10名  参加費：300円  要予約です。

　アメリカシロヒトリが発生する時期となりました。生態
を知り、各家庭や事業所などで発生したアメリカシロヒト
リの駆除にご協力ください。
　駆除は、樹木の所有者の責任で実施していただきま
す。町では町有地以外の駆除は行っていません。個人
で駆除していただくか、専門業者へご依頼ください。
◆アメリカシロヒトリとは？　～生態～
　外来種の蛾[ガ]です。幼虫は始め白く、その後黒くなり
長い白毛で覆われます。卵からかえると“網状の巣”をつ
くり、10日前後集団生活をした後、一気に巣を出て分散
し、葉をすべて食べつくしてしまいます。発生時期は、気
候によって若干変動しますが、だいたい６月上旬から７月
中旬ころと、８月中旬から９月下旬ころの年２回です。
◆効果的な駆除方法は？
“網状の巣”は容易に発見できます。幼虫が集団生活をし
ているこの段階で巣ごと枝を切り落とし処理するのが最適
です。なお、巣へ薬剤を散布しても、直接幼虫にかからな
いためあまり効果がありません。巣立ち後は、幼虫へ直接
薬剤散布し駆除するしかありません。
■問い合わせ　下諏訪町 住民環境課 生活環境係
　　　　　　　電話27－1111（内線142）

♨ゆたん歩 の゚日　健康相談♨（６月27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♨（６月27日）
10：00～11：00　健康運動指導士による簡単エクササイズ

※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２期（６月 ７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：６月８日、15日、22日、29日
　　　　　　７月６日、13日、20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：６月９日、16日、23日、30日
　　　　　　７月７日、14日、21日　木曜日　全７回
　　時　間：②10：00～11：30　③14：00～15：00
６月単発講座
　●ゆたん歩ﾟヘルス＆フィットネス（定員12名）
　　日　時：６月24日（金）　10：00～11：30


