
締切間近！
「地域戦略プロフェッショナル・ゼミ」受講生募集！

花とくだもの 秋の農産物まつり　信州大学は、文部科学省「地(知)の拠点整備事業」
の一環として、今年で３年目となる信州の未来を担う
地域人材育成プログラム「地域戦略プロフェッショナ
ル・ゼミ」を開催します。現場で地域再生や活性化に
取り組む皆様とともに信州を未来へと繋ぐための「課
題解決知」を学びます。
◇コース名とテーマ
　①中山間地域の未来学Ⅲ
 　『本当に集落は限界なのだろうか』/長野市
　②芸術文化の未来学Ⅲ 
　『地域をつくる市民プロデューサー/松本市・上田市
　③環境共生の未来学Ⅲ 
　『地域の総合診断』/伊那市・南箕輪村
◇期　　間　平成28年10月～平成29年３月
◇募集定員　各コース最大30名（選考あり）
◇受 講 料　20,000円
※各コース全15回、教材費・施設使用料等を含
む）、この他に宿泊費･食事代など実費がかか
ることがあります。

◇申込締切　平成28年９月５日（月）
■問い合わせ　
　信州大学 産学官連携･地域総合戦略推進本部　
　電話0263－37－2075  E-mail COCpro@shinshu-u.ac.jp
　HP  http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/areas/

平成28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
【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28年９月５日（月）～９月８日（木）
　◇防衛大学校学生（一般前期）防衛医科大学校
　　平成28年９月５日（月）～９月30日（金）
※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

長野県計量モニターを募集
　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。
採用された方には、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。また、２月に松本市（松本合
同庁舎内）で開催予定の懇談会に出席していただきま
す。懇談会にご出席いただいた方には、県の規定に基
づき、旅費を支給します。
◇募集人員　10名程度
◇調査期間　平成28年11月１日（火）～
　　　　　　　　　平成28年11月30日（水）まで
◇応募期限　平成28年９月30日（金）
■申込み・問い合わせ
　長野県計量検定所（松本市島立1020松本合同庁舎内）
   電話0263－47－4006　 FAX 0263－47－9895
   E-mail  keiryo@pref.nagano.lg.jp
　HP http://www.pref.nagano.lg.jp/keiryo/index.html

　下諏訪町では、特定任意講習会を下記のとおり開催
します。これから免許更新をむかえる対象者の皆さん
の受講をおすすめします。
　特定任意講習とは、道路交通法により義務付けられ
た運転免許証更新時の４区分講習（優良運転者講習、
準優良運転者講習、通常更新者講習、初回更新者講
習）が免除される講習会のことです。この講習を受講
された方は、警察署で更新手続きができます。
◇日　程　平成28年９月７日（水）午後６時00分受付
　　　　　午後６時30分から午後８時30分まで
◇場　所　下諏訪総合文化センター（小ホール）
◇対　象　平成29年３月７日（火）までに更新手続

きをする方。
※ただし、70歳以上の方は高齢者講習が義務付けら
れているため受講できません。
◇受講料　1,500円（県の収入証紙購入代金）
※詳しくは、下記まで問い合わせください。
■問い合わせ　諏訪交通安全協会　電話52－3050

運転免許特定任意講習会について

　放送大学では平成28年度第２期（10月入学）の学
生を募集しています。
　放送大学はテレビ、ラジオ、インターネットを通し
て学ぶ通信制の大学です。心理学・福祉・歴史・文
学・自然科学など幅広い分野を学べます。
◇出願期間　（受付中）～9月20日（火）必着
※ホームページ（http://www.ouj.ac.jp）でも受け付
けています。

■問い合わせ　放送大学長野学習センター
　　　　　　　電話58－2332

放送大学第2期（10月入学生）募集

◇日時　平成28年９月10日（土）
　　　　午前10時30分～
◇場所　下諏訪総合文化センターイベント広場
　地元で採れた新鮮で
安心な各種野菜、リン
ゴ、花を低価格で即売
します。同時に下諏訪
ライオンズクラブ主催
による恒例の鮮魚の無
料配布も行われます。
ご近所お誘い合わせのうえお出かけください。
■問い合わせ　下諏訪町農業祭実行委員会
　　　　　　　電話27－1111（内線275・276）

募 集 情 報募 集 情 報

お 知 ら せお 知 ら せ

第４６回下　諏　訪　町　農　業　祭
第１２回ＪＡ信州諏訪農業祭下諏訪会場



子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ
● ３日（土）　自由にご利用ください
●17日（土）　自由にご利用ください
９月の行事予定

ファミリーデーファミリーデー

５日（月）うたのぽけっと　
６日（火）ファーストブック
９日（金）ＢＰ①
12日（月）おはなしいっぱい
15日（木）０歳児ママ講座「ベビーオイルマッサージ講座」
16日（金）ＢＰ②
23日（金）ＢＰ③
26日（月）知恵袋講座「ぽけっとカレー」
28日（水）２，３歳児ママ講座
30日（金）ＢＰ④

■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♨（９月26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♨（９月26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。
●９月単発講座　※事前申込み制
　今年も開催します！「お達者フィットネス」（定員10名）
　　　日にち：９月５日（月）　時　間：13：30～15：00

◇９月のゆたん歩 の゚日は26日㈪です◇

敬老週間のお知らせ

我が家のペットがみんなに迷惑をかけている！？
～飼い主としてのルールとマナーを守りましょう～
我が家のペットがみんなに迷惑をかけている！？
～飼い主としてのルールとマナーを守りましょう～

※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

4日
11日
18日
19日
22日
25日

日
日
日
月
木
日

急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日

つるみね共立診療所（岡谷市）

信濃医療福祉センター

花岡医院（岡谷市）

諏訪共立病院

小野医院（岡谷市）

今井整形外科（岡谷市）

溝口歯科診療所

三井歯科医院（岡谷市）

藤岡歯科医院（岡谷市）

笠原歯科医院（岡谷市）

下島歯科医院（岡谷市）

山岡歯科医院（岡谷市）

高市薬局（岡谷市）

土田薬局

ファミリー薬局（岡谷市）

ひまわり薬局

長地中央薬局（岡谷市）

ウエルシア薬局岡谷長地店（岡谷市）

22－6680
27－8414
22－3525
28－2012
28－2776
28－9933

27－3838
23－8427
22－2138
22－2837
28－0333
22－2472

22－0781
28－3232
24－1801
26－7226
26－2522
26－2510

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７月31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。

ケアプログラム講座を開講します！
子どもの気持ちを汲みつつ、うまくコミュニケーションが
とれるように学んでいく講座です。
10月５日（水）12日（水）の２回講座です。　９／１～受付

９月14日（水）～９月19日（月・祝）の６日間
敬老週間を行います。
高齢者１回券、高齢者回数券で入館した方に
次回から使える入館券をプレゼント!!
ご利用お待ちしています♪

９月の湖岸清掃：９月４日（日）みずべ公園 AM６：45集合　清掃範囲：高浜信号機から艇庫
　　　　　　　　中止の場合はAM６：15に広報無線と町メール配信でお知らせします。
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