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　降雪期を迎えるにあたり、国道20号は国が、国道142
号と県道は県が除雪します。
　町道は、積雪15cm以上の場合に幹線道路を中心に除
雪を行いますが、町民の皆さんにはそれ以外の生活道
路、住宅の出入口の除雪にご協力ください。

●除雪時にご注意ください●
・道路に雪を出さないでください。
・水路、側溝に雪を捨てないでください。
・除雪の妨げとなる駐車はしないでください。
・雪を捨てる場合は、必ず町指定の雪置き場にお願い
します。

身近な生活道路の除雪にご協力を！！

　所得申告に必要な平成28年中に支払った国民健康保
険税、または後期高齢者医療保険料額がわかる資料が
必要な方は、国保年金係（町庁舎１階③番から⑤番ま
での窓口）までお越しください。
【ご持参いただくもの】
・国民健康保険証または後期高齢者医療保険証
・本人確認のできるもの（運転免許証など）
◎代理の方がお越しになる場合
・本人確認のできるもの（運転免許証など）
・委任状または本人との関係が確認できるもの
＊証明書の発送を希望の方は、電話にて申請してくだ
さい。後日、納税義務者（世帯主）宛に送付いたし
ます。
＊電話での照会は、本人からの問い合わせであっても、
個人情報保護のため回答はできません。
■問い合わせ　下諏訪町 住民環境課 国保年金係
　　　　　　　電話27－1111（内線137・140）

所得申告のため資料が必要な方へ

新年祝賀名刺交換会開催について

みんなが輝く地域づくりフォーラム
～教えて欲しいあなたのこと、知って欲しいわたしのこと～
◇日時　平成28年12月10日（土）
　　　　午後１時～午後３時
◇会場　諏訪市総合福祉センター
◇内容　
　高校生による吹奏楽の演奏
　ダンス発表・体験（スーパーボーイズ）
　チョコフォンデュ・
　綿あめの無料配布
　福祉事業所によるパン・
　クッキー・自主製品等の販売
　作品展示ほか　　
※来場者にはパン（福祉事業所製）
　の無料配布があります。
　（無くなり次第終了）
※参加無料
■問い合わせ 
　諏訪地域障がい福祉自立支援協議会
　（事務局 諏訪圏域障がい者総合支援センター オアシス）
　電話54－7363

給油中は絶対に離れちゃダメ！
－ 灯油の流出事故に注意してください －

　灯油の流出事故の多くが、一般家庭での給油中に目
を離すなどの不注意によるものです。ほんの少しの量
の灯油でも、河川や土壌など環境に与える影響は大き
いため、注意してください。
★給油中は絶対にその場を離れないでください。
★ホームタンクには防油堤を設置しましょう。
★日ごろからホームタンクのバルブや配管、防油堤
の排水コックなどをしっかり確認しましょう。
★灯油が流出してしまったら、すぐに消防署と役場
住民環境課へ通報してください。

◇日　　時　平成29年１月４日（水）午前10時～
◇会　　場　山王閣
◇会　　費　1,000円
◇申込締切　平成28年12月９日（金）
◇申込場所　下記主催各団体
◇主　　催　下諏訪町（総務課扱い）
　　　　　　下諏訪商工会議所
　　　　　　信州諏訪農業協同組合下諏訪支所
※申込締切後のお申込みにつきましては、印刷等の関
係により参会者名簿には掲載いたしかねますので、
期日までにお申込みください。
■問い合わせ　下諏訪町 総務課 秘書室
　　　　　　　電話27－1111（内線210）

お 知 ら せお 知 ら せ

■問い合わせ　下諏訪町 建設水道課 建設管理係
　　　　　　　電話27－1111（内線241）

■通報先・問い合わせ
　諏訪広域消防 下諏訪消防署　電話28－0119
　下諏訪町 住民環境課 生活環境係 
　　　　　　　　　　　　　電話27－1111（内線142）

↑ダウン症や知的障害の
ある若者でつくるダンス
クラブチーム『スーパー
ボーイズ』結成は昨年秋。
メンバーは松本養護学校
卒業生等。

給油が終わるまで離れない！
バルブや配管をチェック

防油堤を設置しましょう。
排水コックは必ず閉めて！



「ゆたん歩°」
高浜健康温泉センター

12月の行事予定
２日（金）どならない子育て練習法⑤
５日（月）うたのぽけっと
６日（火）ファーストブック
８日（木）０歳児ママ講座
９日（金）どならない子育て練習法⑥
12日（月）おはなしいっぱい
15日（木）スクラップブッキング講座
20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。

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10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
  88 立　町 賃貸 木造２階建 月5万6千5百円
  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 1,980万円
 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
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。

17日（土）　わらべうたベビーマッサージ講座
わらべうたの心地良いリズムに合わせて赤ちゃんのマッサ
ージを行います♪詳細はセンターの行事予定をご覧下さい。

● ３日（土）   クリスマスケーキ作り
　17日（土）   わらべうたベビーマッサージ

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ
― ファミリーデー  ―― ファミリーデー  ―

■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。

第５期（12月1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：12月７日、14日、21日
　　　　　１月18日、25日　　　　水曜日　全５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：12月８日、15日、22日
　　　　　１月５日、19日、26日　木曜日　全６回
　時　間：10：00～11：30、14：00～15：00

冬至　特別講座
　日時：12月21日（水）10：00～11：00
　内容：アロマの香りのなかで行うセルフコンディショニング教室

♨ゆたん歩 の゚日　健康相談♨（12月26日）
９：30～12：00
♨ゆたん歩 の゚日　健康ミニ講座♨（12月26日）
10：00～11：00

※入館者は当日ご自由に参加していただけます。

◇12月のゆたん歩 の゚日は26日㈪です◇
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

＊12月21日㈬にゆず湯を行います。是非お越しください！
　からだポカポカ　元気に冬を過ごしましょう!!
＊12月31日㈯は、17：00閉館です。

季節のお知らせ

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。

※休日・夜間緊急医療案内　
　下諏訪消防署　☎28－011912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
23日
25日
29日
30日

31日

1日

2日

3日

日
日
日
金
日
木
金

土

日

月

火

急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日
たちばな歯科医院（岡谷市）
栗田歯科医院（岡谷市）
さつき歯科医院
小松歯科医院
早出歯科医院（岡谷市）
浜歯科医院
林歯科医院

山岡歯科医院（岡谷市）

南信堂歯科医院（岡谷市）

あさひ中央台歯科診療所

あさひ中央台歯科診療所

高市薬局（岡谷市）
永田薬局
山一小口薬局（岡谷市）
ウエルシア薬局（岡谷市）
盛栄堂小池薬局

ウエルシア薬局（岡谷市）
御子柴薬局（岡谷市）
ひまわり薬局
やまびこ薬局
土田薬局
マツモトキヨシ・岡谷天竜町店（岡谷市）
かえで薬局
コスモファーマ岡谷薬局（岡谷市）
ひまわり薬局

浜整形形成外科医院（岡谷市）
溝口医院
山崎医院（岡谷市）
野村ウィメンズクリニック（岡谷市）
平山医院

今井整形外科（岡谷市）
林眼科医院（岡谷市）
諏訪共立病院
向山内科医院（岡谷市）
諏訪マタニティークリニック
花岡医院（岡谷市）
市瀬医院
小口医院（岡谷市）
諏訪共立病院

24－3011
27－6266
22－3287
24－1103
27－8053

28－9933
28－6596
28－2012
23－6272
28－6100
22－3525
26－1717
22－3068
28－2012

22－1228
24－5756
27－5858
27－8226
28－0024
28－4649
28－6586

22－2472

22－3341

26－1414

26－1414

22－0781
27－8123
23－2206
26－2510
28－6473

26－2510
27－7056
26－7226
21－2144
28－3232
24－1801
26－1929
78－8023
26－7226

H29.1月

12月の湖岸清掃：12月11日（日）みずべ公園AM７：45集合 清掃範囲：高浜信号機から艇庫
　　　　　　　　中止の場合はAM７：00に広報無線と町メール配信でお知らせします

※12/29（木）～１/３（火）の間は休館です。


