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ふるさとまちづくり寄附金で
下諏訪町の応援をよろしくお願いします

ふるさとまちづくり寄附金で
下諏訪町の応援をよろしくお願いします
　「ふるさとまちづくり寄附金（ふるさと納税制度）」がはじまり、10年が経過しました。制
度開始10年目を迎えた、平成29年度は下諏訪町に429件、5,587万8千円のご厚意をお寄せい
ただきました。いただきました寄附金は、寄附をされた方の意向に基づき活用させていただい
ております。
　ふるさとまちづくり寄附金は、「思い出のある下諏訪町のために」「下諏訪町を応援した
い」「まちづくりに参加・貢献したい」などの意思がある方がその使い道を決めて寄附できる
制度です。下諏訪町から離れて暮らすご家族、ご親族、ご友人の皆様にぜひお声がけください。

　下諏訪町ではふるさとまちづくり寄附金として、２万円以上のご寄附をいただいた町外在住
の方に、感謝の気持ちとしてお礼の品をお贈りしております。
　ふるさとまちづくり寄附金が制度として定着してきている一方、返礼品のあり方についての
課題が指摘されており、当町といたしましては、制度本来の趣旨を踏まえ、総務省の通知に基
づき、返礼品について見直すこととしました。現在協賛事業者と調整中ですが、現在の返礼品
の内、高額なオルゴール及び家電品等の一部について、平成30年９月末日をもって取止める予
定です。
　現在寄附のご検討をしていただいている皆様におかれましては、制度本来の趣旨を踏まえ、
ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
　皆様からいただいた寄附金は「小さくてもきらりと光る美しいまち」の実現にむけて、有効
に活用してまいります。今後も当町に対しまして、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し
上げます。
■問い合わせ　下諏訪町 税務課 収納係
　　　　　　　電　　話　27－1111（内線236・237）
　　　　　　　E－mail　syuunou@town.shimosuwa.lg.jp

※項番7番を新設しました。下記の内容で活用します。
◆県内唯一の常設ボートコースである下諏訪町漕艇庫をいかしたまちづくりに活用します。
◆地元中高生を始めとする利用者が、安全かつ快適に漕艇場を利用できる環境整備に活用
します。
◆湖畔のスポーツゾーン構想の実現を目指し、住民の健康増進に繋げます。
◆誰もが氷上スポーツを楽しめる環境づくり（底辺拡大）と競技力の向上の両面を支援し
ます。

　お寄せいただいた寄附金は、町の貴重な財
源として、大切に活用させていただきます。
　詳細は、町ホームページをご覧いただくか
下記までお問合せください。
　下諏訪町ホームページ
（http://www.town.shimosuwa.lg.jp）
または下諏訪町で検索をお願いします。

下記の活用分野（１～10）を指定して、ご寄附いただけます。

１.力を合わせて未来を拓くまちづくり ２.自然の恵みを大切にするまちづくり
３.優しさと生きがいをもつひとづくり ４.絆で支え合う健康長寿のまちづくり
５.産業の活力と賑わいのあるまちづくり ６.安心安全で暮らしやすいまちづくり
７.諏訪湖を活用したまちづくり ８.下諏訪町こども未来基金　　　　　
９.特別養護老人ホームハイム天白の整備充実のために 10.町長におまかせ

現在ふるさとまちづくり寄附金をご検討中の皆様へ
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平成31年度 保育園入園説明会と申込みの受付を行います平成31年度 保育園入園説明会と申込みの受付を行います
　平成31年４月以降に、保育園へ新規に入園を希望される乳幼児の保護者を対象に入園説明会を開催します。
保育園の入園には、子ども・子育て支援新制度に基づき、保護者（両親）が保育を必要とする事由に該当する
ことが必要です。
●保育を必要とする事由●
（１）就労（会社員・パート・臨時・自営業・内職など）
（２）妊娠・出産（出産予定日とその前後２か月を含む計５か月）
（３）保護者の疾病・障がい（療養等に必要だと医師が認めた期間）
（４）同居親族の介護・看護（介護・看護に必要だと医師が認めた期間）
（５）災害復旧（震災・風水害・火災その他の災害の復旧にあたっている期間）
（６）求職活動（求職活動に係る証明書の提出後、仕事を始めるまで（最長３か月））
（７）就学（就学中の場合は在学期間）※ 趣味の講座やカルチャースクールを除く。
（８）育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること（条件有）
※ 保育園の定員に余裕がある場合は、保育を必要とする事由に該当しない家庭の乳幼児も入園することができます。
　 この場合は私的契約となり、保育料は最高金額になります。

●入園説明会日程●

●町内保育園一覧●

●保育園入園申込み受付日程●

●事業所内保育所入園受付●

さくら保育園　11月 １日（木） ９：30～10：30
とがわ保育園　10月26日（金）  ９：30～10：30
みずべ保育園　10月29日（月）  ９：30～10：30

日　時：10月10日（水）　①14：30～15：30　　②19：00～20：00
場　所：下諏訪総合文化センター小ホール　／　持ち物 ： 筆記用具
※ どちらの時間帯も説明会の内容は同じです。ご都合のよい時間帯にご出席ください。
※ お子さんとご同席いただけます。若干名の託児も可能ですので、当日、受付にてご相談ください。
※ 年度途中の入園希望の方（妊娠中の方を含む）もご出席ください。
※ 当日出席できない方は、この日の前後で文化センター１階 子育て支援係までお越しください。
　（窓口受付時間　平日８：30～17：15）

さくら保育園
とがわ保育園
みずべ保育園

たんぽぽ保育園

所 在 地 電話番号 定員 対象
214-16　（矢木町）
社6725-2（東山田）
4729-1　（西四王）

134-8  　（矢木町）

27-8764
27-3315
27-8781

55-1096 地 域 枠　４
従業員枠  11

170
170
160

生後８ヶ月から
就学前

生後８週から３歳未満

おはなしの広場

保育園へ遊びに来てね！（各保育園）

（とがわ保育園内） （とがわ保育園内）
在園のお子さんを対象に、ことばの
発達や行動に心配がある場合、こと
ば遊びや親子遊びなどしながら、相
談・指導を行っています。お気軽に
ご相談ください。

未就園のお子さんを対象にした保育園開放日や、来
年度入園予定のお子さんを対象にした一日入園（来
入児交流）を行っています。保護者の方も一緒に、
保育園での遊びや食事など体験してみませんか。

だっこの会
（各保育園内）

未就園児・在園児の母親でつくる子
育て勉強会「だっこの会」が各保育
園内にあります。親子で活動しなが
ら交流しています。お近くの保育園
にお尋ねください。

せせらぎ園

せせらぎ園は親子で通園していただ
き、お子さんの療育や保護者の方か
らの相談をお受けしています。また
専門機関と連携して親子への支援を
行っています。

入園希望の各保育園にて受付を行います。

教育こども課子育て支援係へ11月16日（金）までにお申込みください。

受付当日は三者面談がありますのでお子様と一緒にお越しください。
※ 面談は入園可否とは関係ありません。

■問い合わせ　下諏訪町教育委員会 教育こども課 子育て支援係　電話27－1111（内線716）

保育園名区分

公　　立

事業所内
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町内8地区で「地区防災計画」作成完了町内8地区で「地区防災計画」作成完了
　平成29年度に、４区、６区、10区の３地区において地区防災計画を作成しました。これで町内８地区にお
いて地区防災計画が作成されました。
　平成30年度は３区、８区で実施しています。

災害による被害をできるだけ小さくするには、「自助」「共助」「公助」
の連携が不可欠です。地域コミュニティにおける共助による防災活動
の推進の観点から、市町村内の一定の地区の居住者及び事業者（地区
居住者等）が行う自発的な防災活動に関する計画です。

町や県から事前に「地区防災計画」の説明
等受けた後、町自主防災会会長、区議会議
長、町内会会長等の地区の役員にて、会議
を行い、計画策定のための組織「地区防災
計画策定委員会」を設置し、地区防災計画
の策定に取り組みます。

防災意識日本一のまちを目指して

「地区防災計画」とは

地区防災計画ができるまで
事前準備

計画を策定する対象地区の地域の特性を把握し、
起こりうる自然災害を推定します。実際にまち
の中を歩き現地確認する中で、各自発見したこ
とを記録し、防災マップを作ります。危険場所
や避難場所等を共有し、計画策定のためのスケ
ジュールや取組内容について話し合います。

行程確認

計画素案を基に計画を策定し、対象地区の
住民全員に共有します。

計画策定

各地区が作成した地区防災マップ

定期継続的にまち歩きや各種訓練などを実施し、
対象地区の全員が実行可能な計画となるように
随時見直しを行います。

計画の見直し

「地区防災計画」を策定する中で作成した町内３地区の「地区防災マップ」をご紹介します。
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家族で「危険箇所」「避難経路」の確認をしましょう

■問い合わせ　下諏訪町 総務課 危機管理室　電話27－1111（内線260）
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各種証明書のコンビニ交付が始まります！各種証明書のコンビニ交付が始まります！

しもすわフォトコンテスト応募受付中しもすわフォトコンテスト応募受付中

平成31年３月１日から平成31年３月１日から

コンビニ交付には 　
『マイナンバーカード』
が必要です

通知カードとマイナンバーカードは何が違うの？

※利用者証明用電子証明書が搭載されている
　必要があります。

※コンビニ交付サービスは、通知カードでは
ご利用いただけませんのでご注意ください。

■問い合わせ　下諏訪町 住民環境課 総合窓口係
　　　　　　　電話27－1111（内線131・135）

マイナンバーPRキャラクター
マイナちゃん

み ほ
ん

マイナンバーカードは、おもて面は公
的な身分証明書として使えるので運転
免許証を取得する前や返納した後の本
人確認書類としてもオススメです。

「しもすわフォトコンテスト」を下記のとおり開催しています。
あなたのとっておきの“下諏訪のベストショット”をぜひご応募ください。
お待ちしています！

通知カード

身分証明書として
利用できない

マイナンバーの
確認ができる

マイナンバーカード

身分証明書として
利用できる

マイナンバーの確認と
身元確認ができる

マイナンバーカードの申請はマイナンバーカードの申請は

町庁舎１階の「マイナンバー相談窓口」でも
マイナンバーカード申請手続きのお手伝いを
しています！

◇募集期間　　平成31年１月31日（木）まで
◇募集対象　　一般の方（プロ・アマ問わず）
◇テ ー マ　　○自然（諏訪湖・八島湿原など）
　　　　　　　○歴史（町並み・温泉・諏訪大社など）
　　　　　　　○お祭り（三角八丁・お舟祭り・桜まつりなど）
　　　　　　　　※いずれも下諏訪町内で撮影した写真。
◇応募方法　　下諏訪観光協会公式ホームページの専用ページよりご応募ください。
　　　　　　　https://shimosuwaonsen.jp/photocon2018/　（5MB以上、JPEGデータに限る）
◇各 種 賞　　最優秀賞（１名）……… 30,000円　　 優秀賞（３名）………  10,000円
　　　　　　　町 長 賞（３名）…………5,000円　　 会頭賞（３名）………… 5,000円
　　　　　　　町 民 賞（３名）…………3,000円　　 佳作（数十点）………… 賞状
◇入賞作品の取扱
　入賞作品は、次の目的で使用します。
　　① 下諏訪観光協会及び下諏訪観光協会が認める団体の広報宣伝物への掲載。
　　② ホームページ・SNSへの掲載。

＜2014年 最優秀賞＞

■問い合わせ　下諏訪観光協会　電話26－2102

〈郵送でも〉 〈パソコンでも〉

QRコード

※機器の対応をご確認ください。
〈証明写真機でも〉

〈スマホでも〉
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平成30年度における県事業（町内）について-その1-平成30年度における県事業（町内）について-その1-
本年度、下諏訪町内では以下の箇所について、県による事業が実施されています。
【1】（一）砥川 河川改修工事
　砥川は下諏訪町の市街地を流下する天井川であり、
その氾濫想定区域には、約1300戸の住宅及び多く
の事業所や公共施設を含みます。そうした状況を鑑
み、県では平成17～32年度の工期で、橋の架け替
えや護岸工等をはじめとした広域河川改修を行って
います。本年度は、富士見橋－JR鉄橋間（左岸）
の護岸及び赤砂橋上流（左岸）の樋門1基の工事が
予定されています。また、昨年度から実施している
富士見橋上流（左岸）につきましても、現在工事が
継続されています。

【2】武居地区急傾斜地崩壊対策工事
　当該箇所は最大勾配35°、最大がけ高さ35mの急
斜面で、保全対象として人家11戸及び月岡ケアサ
ービスが存在します。斜面崩落、風化による浸食も
進んでいることから、早急な対策が必要となります。
本年度は５月21日～８月末までの工期で、月岡ケ
アサービス裏に、約21mの崩落土砂防止柵を設置
します。期間中、8：30～17：00の時間帯で、周
辺を工事関係車両が通行します。
　近隣の皆さまには大変ご迷惑をおかけしておりま
すが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し
上げます。

　諏訪広域連合では、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）への入
所手続きの円滑化を図るため、入所申込みについて、平成30年10月よ
り市町村窓口での申込みから入所希望施設への直接申込みに変更します。
また、入所申込み等の窓口に加え、入所希望者の順位決定を行う入退所
検討委員会についても、各施設に事務を移行します。
【今後、申込みを希望される方】
・平成30年９月28日までについては、市町村窓口へ申込みください。
・平成30年10月１日以降については、諏訪圏域内の各施設に直接申込みください。
・標準的な入所申込書類等については、諏訪広域連合のホームページに掲載します。なお、施設独自の入所
申込書類等については、直接各施設へご確認ください。

【申込中の方】
・現在、入所申込済の方については、再度の申込手続は必要ありません。
　（市町村より各施設に申込情報を引継ぎます。）
・平成30年10月１日以降、入所希望施設を変更（追加）する場合については、各施設へ直接手続きをお願
いします。

■問い合わせ　諏訪広域連合 介護保険課 介護審査係　電話82－8162
　　　　　　　下諏訪町 健康福祉課 高齢者係　　　　電話27－1111（内線127）

■問い合わせ　下諏訪町 建設水道課 関連調整係　27－1111（内線246）
　　　　　　　長野県諏訪建設事務所 整備課 【1】整備第三係0266－57－2938（直通）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【2】整備第二係0266－57－2940（直通）

【1】砥川河川改修工事 工事現場（富士見橋上流左岸）

【2】武居急傾斜地 工事箇所図

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の入所申込について
市町村受付から施設への直接申込に変更します
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9月10日は「下水道の日」です9月10日は「下水道の日」です
下水道の日は、国土交通省、環境省、都道府県、市町村などが全国一体となって、下水道についてみなさんの
ご理解と関心を深めていただき、下水道の普及を促進するために設けられたものです。

　下水道は、快適で衛生的な生活環境づくりと豊かな自然環境の保護に大きな役割を果たしています。これま
で公共下水道事業には多額の費用を投資しており、その結果、川や諏訪湖の水質や周辺の環境が改善されてき
ました。自然環境保護・生活環境の向上と施設を有効利用するためには、まだ接続を済ませていない家庭の一
日も早い接続が望まれています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　下水道には、お風呂や台所、トイレなど家庭等から出る汚水を下水道管を通して下水場に集め、浄化し
自然に帰す役割のほかに、雨水をすみやかに流し、街が水浸しにならないようにする役割もあります。
　例年１年を通して短い時間に多く雨が降るのは８月から10月の台風がくる季節です。中でも、９月10日
は立春から数えて220日目にあたり、昔は大きな台風が来る日とされていました。この台風の季節の特別
な日が下水道の雨水を流すという役割となじみがあるという理由で、９月10日が「下水道の日」と定めら
れました。

　公立諏訪東京理科大学内の茅野市情報プラザは、
皆さんにパソコン、タブレット端末などの情報機器
を活用していただくために、情報機器とインターネ
ットが利用できる施設です。
　スタッフが初心者の方向けに、アプリの使い方な
ど問題解決のお手伝いをしています。パソコンなど
を持ち込んでインターネット接続も可能で、個人が
無料でご利用いただけます。
　パソコンを設置して講習会等にご利用いただける
スペースもあり、非営利の団体活動に有料で貸出を
しています。（１時間770円）また、随時初心者対象
のICT講習会を開催しています。施設、講習会は諏
訪地域にお住まいの方どなたでもご利用、ご参加い
ただけますので、お気軽にお出かけください。
　詳細情報は茅野市ホームページをご覧ください。
（URL:http://www.city.chino.lg.jp）
公共施設のご案内⇒教育文化・スポーツ⇒茅野市情
報プラザ
◇開館時間　午前10時から午後６時まで　
◇休 館 日　月曜日（祝日または振替休日の場合は

翌日）･年末年始　
■問い合わせ　
　茅野市情報プラザ（公立諏訪東京
　理科大学　生涯学習センター内）
　電話82-7602

◇日時　平成30年９月８日（土）
　　　　10：00～15：00
◇場所　豊田終末処理場
　　　　（クリーンレイク諏訪）
◇イベント内容
　☆オープニングイベント
　　諏訪清陵高校書道部による書道パフォーマンス
　☆展示・実演
　　下水道関連の展示・実演、環境保全の展示
　☆クリーンレイク諏訪の施設見学
　　＊いつもは見ることができない場所に入ってみよう！
　☆プランクトン観察（親子による水生生物の観察等）
　☆ステージ発表
　　＊和太鼓
　　＊高校生ダンス・フラダンスのステージがあるよ！
　☆マスコットふれあい（アルクマ）
　☆スタンプラリー・お楽しみ広場・フワフワ・ 
猫譲渡会・樹木・庭造り相談（庭木などの写真をお
持ちいただければ具体的な相談に応じます。）

　☆軽食等の販売（キッチンカー他）
　　＊売り切れ次第終了となります。　　　　　                                     
※内容は、変更になる場合もあります。
■問い合わせ　2018ふれあいまつり実行委員会事務局
　　　　　　　（長野県諏訪湖流域下水道事務所内）
　　　　　　　電話58－2955

2018クリーンレイク諏訪
ふれあいまつり

茅野市情報プラザのご案内

下水道への接続のお願い

長野県ＰＲキャラクター
©長野県アルクマ

なぜ９月10日なの？

茅野市
ホームページ

■問い合わせ　下諏訪町 建設水道課 下水道温泉管理係　電話27－1111（内線221・222）

★公共下水道に接続するメリットは？★
◎浄化槽の維持管理が不要になります。
　公共下水道に接続しない場合、浄化槽の維持管理には定期的な保守点検費用、汚泥処理費用、浄化槽法第
11条にかかる法定検査手数料やブロア（浄化槽に空気を送り込む装置）の電気代などの費用がかかります。
　これらを踏まえると、公共下水道接続工事に一時的な負担はかかりますが、長い目で見れば公共下水道に
接続するメリットは大きいです。
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しもすわフォトストーリー まちの話題を写真でご紹介します。

防災ネットワークしもすわ

国際ソロプチミスト諏訪
町に児童書を寄贈

町の観光振興の活性化に
地域おこし協力隊１名任命

ヘルメットなどの装備品を支給

町制施行125周年記念事業
御柱の森に樅の木125本植樹5/20

㈰
　町と御柱の森づくり協議会は、御柱用材を伐採して
いる東俣国有林で、町制施行125周年記念事業とし
て樅の木の植樹を行いました。一般町民の方を含め約
250名が参加し、樅の木125本を植樹。あらかじめ
掘られた穴に高さ約２mの苗を植えた後、ニホンジカ
の食害を防止するネットを巻き付ける作業を行いまし
た。

　国際ソロプチミスト諏訪から町へ児童書62冊を寄
贈いただきました。
　子どもたちに人気で傷みの激しい児童書「かいけつ
ゾロリ」シリーズや読み聞かせで活用できる大型絵本
などが揃っています。
　同会は、2016年に発足30周年を迎えたのを機に
青少年の健全育成を願って近隣の市町村へ図書を寄贈
しており、当町へは２年前にもご寄附いただいていま
す。

　地域おこし協力隊に唐戸友里（からとゆり）さんが
委嘱されました。現在地域おこし協力隊は移住定住促
進に2名任命されています。今回唐戸さんは新たに観
光部門で任命。今昔館おいでや内に事務所がある観光
振興局を拠点に観光振興に取り組んでいきます。
　唐戸さんはこれから、下諏訪の地域が盛り上がるよ
うワークショップやイベントを開催していきたいと意
気込みを語りました。

　町は、防災士資格保持者で構成される「防災ネット
ワークしもすわ」に、ヘルメット、メッシュベスト、
アポロキャップを用意し、町内に101人防災士がいる
ことや今後増えることを見込み120セットを支給しま
した。
　装備品は、同会が活動をする際、安全確保や会員で
あることをアピールする目的で支給しました。
　今後も同会の地域防災力を高める活発な活動に期待
します。

5/24
㈭

6/1
㈮

5/29
㈫
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※申込受付初日は窓口受付のみ、その後は電話予約が可能です。（土・日・祝日は受付不可）

平日昼間の講座
講 座 名 講 座 内 容 開催場所開催日時 対象･定員･参加方法

デジタルカメラの基本的な使い方や基本的な画
像処理を学びます。

講師：河西　達雄

備蓄食糧の試食や湯煎調理の実習を行い、もし
もの事態に備えます。

講師：高木　寛子

粘土で植物や野菜、動物などのミニチュアを作
ってドールハウスを目指します。

講師：北澤　美保

11月
10：00～11：30
月曜日　全4回

文化センター
視聴覚室

一般　 10人
受講料：1,100円

10月23日
10：00～12：00
火曜日　全1回

文化センター
料理実習室

一般　 8人
受講料：500円

一般　 8人
受講料：800円

10月～11月
13：30～15：00
火曜日　全4回

文化センター
工作学習室

一般　 10人
受講料：3,000円

野菜を使ってヘルシーで美味しい軽食を作りま
す。

講師：吉澤　すえ子

10月18日
10：00～12：00
木曜日　全1回

文化センター
料理実習室

薬膳の理論で、和の食養生を学びましょう。薬
膳料理の試食、料理実習もあります。

講師：小平　紀子

10月～11月
13：30～15：00
木曜日　全5回

文化センター
工作学習室
料理実習室

一般　 10人
受講料：1,800円

薬膳講座
10月～12月
14：00～15：30
木曜日　全3回

一般　 10人
受講料：1,500円

サバとアジの２匹の正しいさばき方を学び、美
味しく調理してみましょう。

講師：岩波　茂

文化センター
料理実習室魚のさばき方講座

11月
10：00～11：30
金曜日　全2回

一般　 10人
受講料：2,000円

アロマオイルを使った、ストレスケアの方法を学
びます。お好みの香りで、アロマのルームスプレ
ーを作る体験もできます。　 講師：藤森　綾子

文化センター
講習室アロマセラピー講座

11月
13：30～15：00
金曜日　全3回

一般　 15人
受講料：900円

パンチやキックといったシンプルな動きで体を
動かすエクササイズをおこないます。

講師：長矢　良子

     ボクシング
エクササイズ講座

10月～11月
13：30～14：30
月曜日　全6回

一般　 20人
受講料：100円

初めての方でもできるように丁寧な字形説明の
時間が計画されています。墨の香の中で、細筆
を用いてゆったりと写経（般若心経）を行います。

講師：古屋　典子

文化センター
視聴覚室

文化センター
軽体育室

太極柔力球とは太極拳の論理を球技に融和させ
たニュースポーツです。ラケットと砂の入った
ボールを使います。　　　　講師：笠原　一代

太極柔力球講座
10月～11月
10：00～11：30
水曜日　全5回

一般　 10人
受講料：100円

文化センター
リハーサル室

はじめての写経講座

申込受付：９月13日（木） 　午前９時～　文化センター小ホール（１階）

◆ 実施機関および問い合わせ・申込み先 ◆
下諏訪町公民館・下諏訪町勤労青少年ホーム（下諏訪総合文化センター内）　　☎２８-０００２

◆講座等の申込みをされる皆さんへ◆
町民すべてが「一生涯学習」を目指していますので、新しく受講される方を優先とさせていただきます。
・申込みは町内在住在勤の方で先着順とし、定員になり次第締め切らせていただきます。
・申込み受付初日の午後１時以降より代筆での申込みが可能です。（午前中の受付は本人に限り）
・講座ごとの受講料は、教材費・保険料等で全日程分です。（受付時に前納していただきます）
・講師の都合、または受講者が少人数の場合は、中止になることがあります。

生涯学習に参加してみませんか生涯学習に参加してみませんか
～下半期（10月～3月）に教育委員会が行う事業・行事計画～

★できることから始めませんか

「生涯学習」 532号 保存版

はじめてのデジカメ講座

食育応援隊の講座

大人の粘土講座

★体を動かして健康になろう

災害食講座

食育応援隊の講座
野菜のお菓子講座

ダンスやエアロビクスの動きを取り入れたフィ
ットネスで体を動かし、寒い冬を乗り切りまし
ょう。　　　　　　　　　講師：唐木田　由紀

11月
10：30～11：30
木曜日　全4回

文化センター
小ホールZUMBA講座 一般　 15人

受講料：100円

new

new

new

new

new

new

new
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講 座 名 講 座 内 容 開催場所開催日時 対象･定員･参加方法

講 座 名 講 座 内 容 開催場所開催日時 対象･定員･参加方法

★未就園児とその保護者対象

★できることから始めませんか

★体を動かして健康になろう

★古き良き日本の伝統文化を

平日夜間の講座

講 座 名 講 座 内 容 開催場所開催日時 対象･定員･参加方法
土曜日の講座

11月
19：00～21：00
木曜日　全4回

文化センター
料理実習室ハーブ講座 一般　 10人

受講料：2,100円

ワードとエクセルを基礎から学びます。テキス
トを使うので、わからないことも自分で復習で
きます。　　　　　　　　　講師：新間　寛之

10月～1月
19：00～21：00
月曜日　全10回

文化センター
視聴覚室

ワード＆エクセルの
あれこれ

一般　 10人
受講料：2,400円

コーヒー豆の種類、歴史や豆から挽くおいしい
淹れ方を学びます。

講師：三澤　顕介

10月～11月
19：00～20：30
火曜日　全3回

10月～11月
19：00～21：00
水曜日　全2回

文化センター
料理実習室コーヒーの淹れ方講座 一般　 15人

受講料：1,600円

正しい座り方、歩き方を学んで美しい姿勢の保
ち方を学びます。体の歪みを直して健康を目指
します。　　　　　　　　講師：小池　三和子

様々なハーブを自分でブレンドしたオリジナル
ハーブティ作りと、ハーブを用いた小物作りを
体験します。　　　　　　　講師：中村　陽子

11月～1月
19：00～20：00
金曜日　全3回

文化センター
講習室ハーバリウム講座 一般　 10人

受講料：3,600円

ドライフラワーなどを専用のオイルと一緒に瓶
に詰める、話題の手作りインテリアを体験しま
す。　　　　　　　　　講師：久保田　みすず

12月17日
19：00～20：00
月曜日　全1回

文化センター
軽体育室立ち方＆歩き方講座 一般　 15人

受講料：100円

台湾出身の先生から、家庭で作れる台湾の薬膳
料理を学びます。

講師：王　崇娟

11月
19：00～21：00
火曜日　全2回

台湾薬膳料理講座 一般　 12人
受講料：1,800円

伝統的な煎茶の世界を体験します。
講師：河西　浩園

10月～1月
19：00～20：30
月曜日　全4回

文化センター
和室煎茶道体験講座 一般　 10人

受講料：1,500円

茶道の表千家の所作やお点前の基本を学びます。
おいしいお茶とお菓子をいただきながら、楽し
く学びましょう。　　　　講師：小口　あつ子
小原流生け花で、クリスマスのお花を生けまし
ょう。　　　　　

講師：本田　順子

10月～1月
19：00～21：00
木曜日　全6回

文化センター
和室茶道講座（表千家）

生け花体験講座（小原流）

一般　 10人
受講料：2,000円

12月21日
19：00～21：00
金曜日　全1回

一般　 10人
受講料：1,100円

保育園入園前のお子さんをお持ちの親子で集ま
って、体操やレクリエーションを楽しみましょ
う。

1月～2月
10：00～11：00
火曜日　全2回

文化センター
軽体育室

文化センター
工作学習室

しもすわっこひろば
未就園児とその
保護者　 30組
受講料：100円

お正月に向けて、自分で一から着物を着付けら
れるように学びます。

講師：小口　友子

10月～12月
19：00～21：00
木曜日　全6回

文化センター
和室着物の着付け講座 一般　 10人

受講料：200円

一般　 16人
受講料：1,900円

旬のリンゴを使って、アップルパイやパウンド
ケーキなどを作ります。

講師：永谷　恒夫

10月
19：00～21：00
水・木曜日　全3回

　プロから学ぶ！
リンゴのスイーツ講座

家庭で簡単にできる、豪華でおしゃれなフラン
ス料理と中華料理を学びます。

講師：笠原　邦子

文化センター
料理実習室

食育応援隊の講座
世界の料理講座

一般　 12人
受講料：1,500円

11月17日
10：30～12：30
土曜日　全1回

そば粉を用いたクレープ、ガレット作りを体験
します。

講師：楠　好延、中村　光宏
文化センター
料理実習室

食育応援隊の講座
ガレット講座

一般　 20人
受講料：1,500円

11月21日
19：00～21：00
水曜日　全1回

寒い季節にぴったりの、体が温まるぽかぽか鍋
料理を作ります。

講師：笠原　邦子

文化センター
料理実習室

文化センター
料理実習室

文化センター
料理実習室

道具に頼らず手だけで完成させるひも手芸。ペ
ットボトルホルダーなどを作ります！

講師：松倉　貴子

11月～12月
19：00～20：30
水曜日　全3回

はじめての
ひも手芸講座

一般　 10人
受講料：1,000円

文化センター
講習室

食育応援隊の講座
おいしい鍋講座

一般　 12人
受講料：700円

★体を動かして健康になろう

有酸素運動のバレトンをおこなった後に、骨盤
体操のピラティスでリフレッシュ。両方を体験
できます。　　　　　　　講師：唐木田　由紀

バレトン＆
ピラティス講座

1月～2月
10：30～11：30
金曜日　全3回

一般　 15人
受講料：100円

文化センター
リハーサル室

文化センター
軽体育室

ヒモで身体に軸をつくることで、姿勢・呼吸を
補いながらトレーニングができます。　　　　

　　　講師：阪上　晃子

10月～11月
10：00～11：30
木曜日　全3回

ヒモトレ講座 一般　 20人
受講料：400円

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new
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平成10年４月２日か
ら平成11年４月１日
までに生まれた方

成人式式典

成人式

町制施行125周年
記念事業
企画展
「下諏訪町のあゆみ　
 学校・スポーツ編（仮称）」

子ども映画会

1月13日（日）
12：00～

3月27日（水）
13：30～16：00

10月上旬
から12月下旬
（開催期間未定）

文化センタ－
やまびこホール

文化センタ－
あすなろホール

文化センタ－
やまびこホール

文化センタ－
やまびこホール

文化センタ－
やまびこホール

文化センタ－
モミの木モール

文化センタ－
やまびこホール

下諏訪町立 諏訪湖博物館・赤彦記念館　　☎２７-１６２７実施機関および問い合わせ・申込先

生涯学習係　　☎２７-１１１１（内線７１８）

下諏訪町公民館　　☎２８-０００２

実施機関および問い合わせ・申込先

事 業 名 事 業 内 容 開催場所開催日時 対象･定員･参加方法

下諏訪総合文化センター　　☎２８-００１８実施機関および問い合わせ・申込先

家族で楽しめる映画会を予定しています。

アララギ派を代表する郷土の歌人「島木赤彦」
を偲び、業績を伝承していくため、式典及び記
念講演会等を行います。

町民大学

町民大学講演会　―下諏訪を学ぶ―
・個性豊かな人たちを理解し支え合う社会へ
　　　　　～発達障がいを持つ方の療育や地域支援の経験から～ 

講師：岡本　武己（信濃医療福祉センター）

・下諏訪の文学〈11〉
『時代の切れ目の下諏訪を描いた「文学作品」が多いのは何故か…を探る』

講師：小口　明（元下諏訪町教育長・島木赤彦研究会名誉会長）

・ メンデル講演会
　『記憶力を鍛える』

講師：石浦　章一博士（同志社大学特別客員教授・東京大学名誉教授）
　『メンデル生誕200年に向けて』

講師：長田　敏行博士（東京大学名誉教授・法政大学名誉教授）

２）親と子どものためのコンサート
　　①児童・生徒の演奏
　　②オーケストラ演奏
③みんなで「ふるさと」合唱　　　

　　　指揮　濵　一

１）ロビーコンサート
　　下諏訪ギター同好会

４）ブラジル音楽を聴く
　　　演奏　赤羽泉美カルテット

３）ホルンとピアノの響き
　　①諏訪ホルンアンサンブル演奏
　　②ピアノとホルンによるデュオ

北欧音楽祭すわ2018

9月23日（日）
13：30～15：00

10月6日（土）
13：00～13：45

10月6日（土）
14：00　開演

10月7日（日）
15：00　開演

文化センタ－
集会室

一般　50人
受講料　各100円

入場無料
（要整理券）

入場無料

入場無料
（要整理券）

10月8日（月）
15：00　開演

５）吉江忠男　冬の旅　バリトンリサイタル 10月21日（日）
15：00　開演

2月3日（日）
時刻未定

一般　1,000円
高校生以下　500円

一般　1,000円
高校生以下　500円

中学生以下　700円
大人　1,000円

個人
大人350円
子供170円（小中学生）
※小中学生及び障
　がい者等の入館
　料減免制度があ
　ります。

下諏訪町立
諏訪湖博物館
・赤彦記念館
特別展示室

下諏訪町立
諏訪湖博物館
・赤彦記念館
講堂

一般
＊申込み不要
＊入場無料

11月24日（土）
13：30～15：30

10月21日（日）
13：30～15：00

〈下諏訪町を主にした諏訪地域の文化を学びます〉

町制施行125周年記念事業の一環として、町制
施行から現在にかけての下諏訪町のあゆみを、
古写真や関連する文書、民俗資料などによって
紹介する企画の第２弾。
町内小中学校の姿や様子の移り変わりや下諏訪
町におけるスポーツをテーマに展示する予定で
す。

第32回　赤彦忌
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参加自由　30人
概ね4歳以上

大人対象

参加自由　30人
概ね3歳以下

中学生以上
定員30名

2歳を迎えた子どもと
親

絵本の読み聞かせや紙芝居、パネルシアターな
ど

手遊び、絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシ
アターなど

おはなしのへや

おはなしのへやプチ

家庭で絵本の読み聞かせの習慣が育つことを願
い、2歳を迎えた子どもさんに、２冊目の絵本
を手渡しで贈る。

「セカンドブックのつど
い」での読み聞かせ

毎週土曜日
11：00～11：30

毎週木曜日
11：00～11：30

自由参加

自由参加

自由参加

自由参加

昔話の語りを聞く会。図書館職員が出演。語りの夕べ 11/2（金）、3/1（金）
19：00～

10月20日（土）～
　　　21日（日）

家庭で読書に親しんでもらうため、毎月テーマ
を決め本等を紹介する。家庭読書の日

お話し広場、マジックショー、音楽鑑賞、朗読
会、ブックカフェなどの企画で図書館に親しん
でもらう。

図書館まつり

11月4日（日）図書館で廃棄する本・雑誌、町民から提供され
た本などを無料で持ち帰ってもらう。古本市

11月3日（土）宿場街道資料館で下諏訪の古い写真を飾りトー
クイベントを行う。おでかけトークイベント

クリスマス工作会

幼児から大人1月6日（日）
11：00～

図書館所蔵の絵本カルタ、郷土カルタ、布カル
タ、百人一首などで楽しみます。図書館カルタ大会

毎月第2日曜日

季節にちなんだ本の紹介と展示館内「テーマブックス」
の展示

「ＮＯＵＲＩＮＮ　TEN　稲塚権次郎物語」
「富士ファミリー」「汚れなき悪戯」の3本を
上映します。

9月15日（土）
～17日（月）
14：00～16：00

9月23日（日）
10：30～

12月2日（日）
10：30～

図書館シネマ

春休みこども映画会 図書館所蔵のDVDを上映 3月27日（水）
10：30～、13：30～

5歳以上の方おやこ工作会 親子で紙飛行機を作ってあそびます。 2月17日（日）
11：00～

JAZZのレコード・ＣＤの鑑賞会です。篠原豊
先生の選曲・解説で大人のJAZZを楽しみまし
ょう。

12月23日（日）図書館　de　JAZZ

図書館でデジタル化した昔の下諏訪の写真、DVD
を見ながら懐かしい思い出を語る。参加者の方
にも所蔵する古い写真をお持ちいただく。

2月24日（日）ワークショップ
「写真昔語り」

幼児から小学生

大人対象

幼児から小学生

子どもたちにお話のプレゼント！ 12月15日（土）お話の部屋
　　　クリスマス会

クリスマスにお部屋に飾れる簡単な工作

9月～3月

北欧音楽祭にちなんでムーミンの映画を上映ムーミン映画会

月1回（木 ）10：30～
9/6、10/4、11/1、
12/6、1/10、2/14、
3/7

事 業 名 事 業 内 容 開催場所開催日時 対象･定員･参加方法

下諏訪町立図書館　　☎２７-５５５５実施機関および問い合わせ・申込先

1チーム5人構成
参加無料（要申込）

第17回
チャンスボール大会

12月2日（日）
8：30～

下諏訪町発祥のニュースポーツ「チャンスボー
ル」の大会

第31回全国マシンロー
イング大会 ～長野大会～

ローイングエルゴメーターによる性別、年齢別
記録会

体育館アリーナ

町立図書館

参加無料（要申込）

参加無料（申込不要）秋宮スケートリンクにて氷上の大運動会を行い
ます。氷上祭 1月27日（日）

9：00～
秋宮スケート
リンク

詳しくはスポーツ
振興係まで町民マラソン大会、各種スポーツ教室を開催町民スポーツ祭 10月8日（月）

8：30～ 総合運動場ほか

早朝ラジオ体操
参加者

早朝ラジオ体操
閉会式

下諏訪町全９会場でおこなわれていた早朝ラジ
オ体操の閉会式

10月8日（月）
6：30～

11月4日（日）
8：00～

あすなろ公園
（雨天時は体育
館アリーナ）

下諏訪体育館　　☎２７-１４５５実施機関および問い合わせ・申込先
体育施設無料開放日は、10月７日（日）、８日（月・体育 の日）、２月11日（月・建国記念の日）、３月21日（木）です。
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－ 10月～３月の町内各校の公開日時等 －
「いつでも・どこでも・どなたでも」町内４校の小中学校自由参観出来ます。

※来校の折には、事務室で受付を通していただくようお願いします。

下諏訪町立下諏訪南小学校 27-5000
行事名 実施日時 対象（学年）及び内容

全学年
全　校8：40～12：15

8：40～12：15

9：00～12：00

10 / 12（金）
11 / 22（木）

校内音楽会

学年別地域公開
参観日

学年別地域公開
参観日

家族祖父母参観日

授業参観・学級懇談会　13：55～14：40

授業参観・人権講演会・学級懇談会

授業参観・学級懇談会　13：55～14：40

音楽会

展示見学・音楽会

展示見学

授業参観・地域公開講座（なぎがまＣＳ共催）
合唱、合奏の発表

全学年
全　校

全　校

２学年（職場体験）
１学年（職場見学）３学年（進路講話他）

全学年

全学年

全学年

全　校

全　校

キャリア教育の日

なぎがま祭

地域公開参観日

地域公開参観日

地域公開参観日

11 /   1（木）
２ / 18（月）

11 /   4（日）

11 /   2（金）

10 /   9（火）

11 /   3（土）

10 / 23（火）

8：45～16：00

9：00～16：00

２ / 12（火）

全校、合唱発表、PTA・地域コーラス校内音楽会

長野県花田養護学校 28-3033

中学部（岡谷市レイクウォーク）

全校授業参観　小学部運動会

全校授業参観　高等部運動会

全校授業参観　中学部バザー　高等部まとめの会

展示見学・体験、音楽のつどい、
（花田養護学校３、４階）

２校時授業公開
中学生授業見学に合わせて公開
＊事前に教頭まで電話で申込み。

第12回学校祭
　　　花はな祭

地域公開参観日

地域公開授業

校外バザー（製品販売）

１ / 25（金）
２ / 22（金）

10 / 10（水）
10 / 12（金）

9：00～12：00
一般公開 ３日（土）

10：00～13：30

10：30～13：30

校内音楽会 11 /  ２（金）

９/14㈮15㈯

全　校絆祭 9：00～16：00９/14㈮15㈯

10 / 16（火）
10/16㈫～17㈬

11 / 16（金）

13：30～15：30

10：05～10：55

8：45～14：40

下諏訪町立下諏訪北小学校 27-2288

下諏訪町立下諏訪中学校 27-3000

下諏訪町立下諏訪社中学校 28-7600

●学校へどうぞ気軽にお出かけください●

公開授業・給食試食会・人権講演会
公開授業・PTA後期総会

公開授業、給食試食会
公開授業、PTA後期総会

下諏訪向陽高等学校 28-7582

※紙面の関係上、記載されていない行事があります。ご了承ください。

２ /  ８（金）５・６年、２ / 13（水）３・４年、２ / 20（水）1・2年

２ /  ７（木）3・4年、２ / 13（水）5・6年、２ / 19（火）1・2年
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教育委員会からのおしらせ

作品展　日 時：９月28日（金）～９月30日（日）
　　　　　　　 28日・29日　午前９時～午後６時
　　　　　　　 30日　　　　 午前９時～午後４時
　　　　場 所：下諏訪総合文化センター
　　　　内 容：華道・書道・絵画・手芸・彫刻・陶芸 などの展示
芸能祭　日 時：９月30日（日）未定
　　　　場 所：下諏訪総合文化センター　やまびこホール
　　　　内 容：木遣り・大正琴・詩吟・踊り・ダンス などの発表
音楽祭　日 時：10月28日（日） 第１部 午前10時・第２部 午後１時 開演予定
　　　　場 所：下諏訪総合文化センター　やまびこホール
　　　　内 容：合唱・合奏・吹奏楽・フルート・オカリナ・ギター などの発表

町民総合文化祭（民公協働事業）　

※ 開演時間等のお問い合わせ：下諏訪町公民館 ☎28－0002（下諏訪総合文化センター内）　

※ お問い合わせ：教育こども課 生涯学習係　担当：山田 ☎27－1111（内線）719　

　　　　　　　　　　　　　様々な場面で私たちの暮らしを彩り、今やこの上ない便利な道具、生活の必需
品として欠かすことができない、スマホを始めとする様々な情報機器。その便利さとは裏腹に、子どもたち
の未来を閉ざしかねない一面があることを知り、今、わたしたちができること、しなくてはならないことを
考え合いたい。

芸
能
祭
の
一
コ
マ

町社会人権教育研修会のお知らせ

日時：９月20日（木）　午後２時00分～午後５時00分
会場：文化センター集会室他
公演：音読ボランティアの皆さんによる公演
内容：ＩＴ機器と子どもの人権

in下諏訪町
町制施行１２５周年記念・下諏訪総合文化センター開館３０周年記念

平成30年９月22日（土）下諏訪総合文化センター（やまびこホール）
開場：午後１時30分／開演：午後２時
入場料金：2,000円（当日2,500円）（全席自由・消費税込）
　　　　　　※宝くじの助成による特別料金

本年度のテーマ：今、そしてこれからの子どもたちに大切なこと
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　地元で採れた新鮮で安心な各種野菜、りんご、花を
低価格で即売します。また、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。皆さ
まぜひお越しください。
◇日時　平成30年９月８日（土）
　　　　午前10時30分～
◇場所　赤砂崎公園 多目的広場
※第１部は昨年度から会場が変更になりました。
■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）

花とくだもの秋の農産物まつり

特別講演会
『「恋愛」と「結婚」の秘訣～恋愛学の見地から～』
　早稲田大学の人気講義『恋愛学入門』を開講してい
る森川教授をお招きして、学術的根拠にもとづいた恋
愛のスキルとテクニックや結婚後の生活をより充実さ
せるための秘訣を伝授します。
◇日　時　平成30年９月29日（土）
　　　　　午後２時～午後４時
◇会　場　下諏訪商工会議所３階大会議室
◇対　象　どなたでも
◇定　員　100名
◇参加費　無料
◇申込み　平成30年９月27日（木）までに
　　　　　総務課企画係までお申込みください。
■申込み・問い合わせ　下諏訪町 総務課 企画係　
　　　　　　　　　　　電話27－1111（内線257）

国民健康保険証が更新となります
　10月１日から有効の新しい保険証をお送りします。
記載事項の確認をお願いします。
　一般被保険者証………うぐいす色　　　　
　退職被保険者証………オレンジ色
　原則として世帯主宛に世帯全員分をお送りしていま
す。お間違えの無いようお使いください。有効期限が切
れた保険証は、ご自身で裁断のうえ破棄してください。
　また、社会保険など他保険の保険証をお持ちの方は、
国民健康保険を抜ける手続きが必要となります。手続
きについては下記にお問い合わせください。
■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140）

◇日時　平成30年10月２日（火）午後５時～午後７時
◇場所　町庁舎地下１階 地下会議室
◇相談内容　・相続に関すること
　　　　　　・空き家に関すること
　　　　　　・高齢者等の財産管理に関すること
　　　　　　・カードローンと債務に関すること
　　　　　　　など
◇相談料　無料
予約制ではありませんので、当日お越しください。相
談者多数の場合お待ちいただくことがあります。
■問い合わせ　長野県司法書士会諏訪支部
　　　　　　　電話28－0011

　特定任意講習会を下記のとおり開催します。この講
習を受講された方には、講習修了証明書が交付され、
免許更新時の講習が免除されます。
◇日　時　平成30年９月７日（金）　　
　　　　　午後６時30分から午後８時30分まで
　　　　　（午後６時00分受付）
◇場　所　下諏訪総合文化センター ２階 集会室
◇対　象　平成31年３月６日（水）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）
◇持ち物　免許証
■問い合わせ　諏訪交通安全協会　電話52－3050
　　　　　　　（受付平日８：30～17：00）

県下一斉司法書士無料相談会

運転免許特定任意講習会開催

◇日時　平成30年９月29日（土）
　　　　午前9時40分～午前11時30分
◇場所　長野県諏訪養護学校（諏訪郡富士見町）
◇内容　児童生徒の作品展示、
　　　　手作り作品のバザー、模擬店　ほか
※お車でお越しの際は、本校係員の指示に従い、学校
校庭または校舎周辺をご利用ください。
■問い合わせ　諏訪養護学校　電話62－5600

『すわよう祭』一般公開
　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
見をいただく、「長野県計量モニター」を募集してい
ます。詳細はお問い合わせください。
◇募集人員　30名まで
◇応募期限　平成30年９月28日(金）
■申込み・問い合わせ
　長野県計量検定所  電話0263－47－4006

長野県計量モニターを募集

○ 余分に買わない、作らない　○ いつもの習慣　○ さあ、おいしく、食べきろう！
下諏訪町食べ残しゼロ　よいさ運動を推進しましょう！

よ い さ

国民健康保険加入者の方へ

ノルディックウォーキング10月コース参加者募集
◇日時　10月５日･12日･19日･26日 金曜日 全４回
　　　　午後１時30分～午後３時30分まで
◇会場　赤砂崎公園　諏訪湖畔を歩きます。
◇講座内容
第１回「ポールの取り扱い方・はじめのポール術」
第２回「基本の歩き・ポールストレッチ」
第３回「ポールエクササイズ・歩きのバリエーション」
第４回「the ノルディックウォーキング」
◇申込み　８月27日（月）から受付開始◇
ノルディックウォーキングとは??
膝や腰の負担は軽減し、上肢運動量が多くエネルギ
ー消費量はアップ！初めての方でも安心して取り組
める新しいウォーキングスタイルです。
■申込み・問い合わせ
　下諏訪町保健センター　電話27－8384（直通）
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下諏訪町空き家情報バンク物件情報下諏訪町空き家情報バンク物件情報
〈平成30年７月31日現在〉

諏訪湖博物館・赤彦記念館　　☎27-1627 下諏訪町立図書館 　　☎27-5555
◆休 館 日　９月３日（月）・７日（金）・10日（月）・18日（火）
　　　　　　　　　25日（火）
◆開館時間　午前９時30分～午後７時（火～金）
　　　　　　午前９時30分～午後６時（土日祝）

◆休 館 日　９月３日（月）・10日（月）・18日（火）・25日（火）
◆料　　金　一般　350円　小・中学生　170円
　※諏訪６市町村に在学または在住の「小学生・中学生」及び下諏訪
　　町内に在住・在学する「高校生」は、入館無料となります。その
　　他、障がい者等の入館料免除や各種割引があります。
◆開館時間　午前９時～午後５時（ただし入館は午後４時30分まで） ◎図書館シネマ◎

◎郷土の歌人 島木赤彦 の住居（柿蔭山房）公開中

しもすわ今昔館 おいでや
時計工房 儀象堂 ☎27－0001 星ヶ塔ミュージアム 矢の根や ☎27－1800

＊開館時間　午前9時～午後5時
＊正面入り口横：足湯　１階：売店・休憩コーナー
　はご自由にご利用いただけます。

広
告

広告の内容については広告主にお問い合わせください。

◆『敬老の日』９月17日（月・祝）
シニア65歳以上の方入館無料

　日本を代表するアララ
ギ派歌人島木赤彦（1876
－1926）の旧宅であり、
江戸時代に高島藩へ仕え
た久保田家の住宅でもあ
る建物は、文化文政年間
（1804－1829）に建て

られたと推定され、ほぼ当時のままの姿を今に伝えてい
ます。
　町指定文化財でもある貴重な建物の内部を、10月まで一
般公開しています。この機会にぜひ訪れてみてください。

　時計の原点でもある「水運儀象台」をはじめ、和
時計から現代の時計までを展示しています。昔懐か
しい時計をご覧いただきながら歴史を感じてみませ
んか。

アルパ奏者 河瀬あゆかさんによ
るロビーコンサートです。癒しの
演奏をお楽しみください。

■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

※詳細は町ホームページでもご覧いただけます。

日　時　９月15日(土)～17日(月)
　　　　14：00～16：00
場　所　下諏訪町図書館２階会議室
参加費　無料

《上映作品》
15日　「ＮＯＲＩＮ　ＴＥＮ　稲塚権次郎物語」

稲と小麦の品種改良に取り組んだ生涯を描く。
16日　「富士ファミリー」　

富士山を背に立つコンビニを営む大家族のちょっ
と変わった日常。

17日　「汚れなき悪戯」　
マルセリーノの歌で有名なスペイン映画の名作。
字幕スーパー。

◎ムーミン映画会◎
日　時　９月23日（日）
　　　　10：30から11：30　「ムーミン谷の夏まつり」
場　所　下諏訪町立図書館２階会議室
参加費　無　料

行政区

第１区 矢木町

立町

新町上

南四王

武居南

上久保

北高木

下屋敷

東山田

東山田

社東町

高浜

117

131

134

118

137

138

135

132

130

133

126

129

売却

賃貸

売却

賃貸

売却

賃貸

売却

売却

賃貸

売却

売却

売却

木造平屋建

木造２階建

木造２階建

木造２階建

木造２階建

木造２階建

木造２階建

木造２階建

木造２階建

木造２階建

木造２階建

木造２階建

1,490万円　　　　　　　　

月5万6千5百円

応相談　　　　　　　　

月6万円

応相談

月4万円

450万円

300万円

月3万8千円

250万円

2,292万円

1,050万円

第２区

第３区

第４区

第５区

第６区

第７区

第８区

第10区

所在地 No. 賃貸等 条件等

◆河瀬あゆかのアルパコンサート◆

◇公開期間　７月から10月までの土日と祝日
　　　　　　午前９時～午後５時(入館４時30分まで）
◇入 館 料　無料　※予約は不要です。

９月の湖岸清掃：９月２日（日）午前７時 みずべ公園 集合・開始　清掃範囲：みずべ公園から高浜信号
　　　　　　　　機･艇庫。中止の場合は午前６時15分に防災無線と町メール配信でお知らせします。

※年齢がわかるものをご提示ください。
―タイムスリップしてみませんか―

９月15日（土）14：00～
しもすわ今昔館
おいでやロビーにて開演
＊観覧は無料です。
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９月の行事予定９月の行事予定

子育てふれあいセンターぽけっと
 １日（土）土曜開館
 ３日（月）うたのぽけっと
 ４日（火）ファーストブック
 ７日（金）子どもとの接し方講座①
10日（月）おはなしいっぱい
14日（金）子どもとの接し方講座②
15日（土）土曜開館
19日（水）0歳児ママ講座
20日（木）ママ講座１・２・３
21日（金）子どもとの接し方講座③
25日（火）知恵袋講座『ぽけっとカレー会』
28日（金）子どもとの接し方講座④

■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

オイルを使ったマッサージを行います。
詳細は月の予定でご確認ください。

９月　各種相談 相談は無料です。＊は事前に予約が必要です。

広
告

広告の内容については広告主にお問い合わせください。

※面談日については事前に確認をお願いします。

税理士事務局
（下諏訪商工会議所会館２階）

下諏訪商工会議所

ものづくり支援センター

教育委員会

住民環境課 生活環境係
☎27-1111（内線143）
までお問い合わせください。

住民環境課 なんでも相談室

※面接での相談については事前に予約をお願いします。

※面接での相談については事前に予約をお願いします。

☎57-2902諏訪地域振興局

諏訪保健福祉事務所

午後1時～午後5時
午後1時～午後3時
午前10時～午後3時

午前9時～午後5時

午前9時～正午

午前10時～正午

午前8時30分～午後5時15分

午前8時30分～午後5時15分

午前8時30分～午後5時15分

午前10時～午後3時

午前10時～午後3時

午前8時30分～午後5時15分

午前8時30分～午後5時15分

☎27-7396

☎26-3377

☎28-2827

下諏訪町社会福祉協議会

下諏訪町地域包括支援センター

老人福祉センター　相談室

☎57-2927

日 曜日 時　　　間相　　談　　名 場　　　　　所
法 律 相 談
行 政 相 談
特 設 人 権 相 談
住 民 相 談 ・ 一 般 相 談
消 費 生 活 相 談
交 通 事 故 相 談

児 童 家 庭・教 育 相 談

女 性 総 合 相 談

建 築 な ん で も 相 談
（リフォーム・耐震改修など）
工 業 相 談

税 務 相 談

福 祉 総 合 相 談

 27日 木
18日 火
 4日 火

木13日

水12日

土・日・祝日を除く毎日

土・日・祝日を除く毎日

土・日・祝日を除く毎日

毎月第3土曜日

土・日・祝日を除く毎日

土・日・祝日を除く毎日

土・日・祝日を除く毎日

＊

＊

・福祉相談
・介護相談、権利擁護相談、
　成年後見相談
・結婚相談

なんでも相談

毎週金・土曜日

どんな些細なことでも結構です。お気軽にお電話ください。

９／19（水）０歳児ママ講座
　　『ベビーマッサージ講座』

■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。

●休日・夜間緊急医案内サービス　☎0570－088199（ナビダイヤル）
●諏訪地区小児夜間急病センター（15歳以下・午後7時～9時）　☎54－4699         

♨ゆたん歩 の゚日　健康相談♨
　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♨
　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月のゆたん歩 の゚日は19日㈬です◇

敬老週間のお知らせ

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１2日（水）～９月１７日（月・祝）の６日間
敬老週間を行います。

☎27-8533

☎27-3204

☎26-2226
☎28-6666

☎28-3366
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※休日・夜間緊急医療案内　
　下諏訪消防署　☎28－0119

当番歯科医（診療時間9：00～正午） 当番薬局
2日
9日
16日
17日
23日
24日
30日

日
日
日
月
日
月
日

当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日
野村ウィメンズクリニック（岡谷市）
山田外科医院（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
サツマ外科医院（岡谷市）
西川小児科医院
林内科・循環器科クリニック（岡谷市）

24－1103
22－2382
27－0019
28－2012
22－5180
27－0011
26－8100

藤森医院歯科（岡谷市）
しんえい歯科クリニック
溝口歯科診療所
あさひ中央台歯科診療所
ホワイト歯科医院（岡谷市）
三井歯科医院（岡谷市）
アポロ歯科医院（岡谷市）

ウエルシア薬局（岡谷市）
山一小口薬局（岡谷市）
アイビー薬局（岡谷市）
ひまわり薬局
アイン岡谷薬局（岡谷市）
かえで薬局
御子柴薬局（岡谷市）

22－1829
27－7500
27－3838
26－1414
28－2635
23－8427
23－8100

26－2512
23－2206
26－1670
26－7226
23－2808
26－1929
27－7056

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」を必ずお持ちください。９月の休日当番医

９月　健康診査 等

９月　休日水道工事店９月　休日水道工事店 ９月の休日納税相談９月の休日納税相談
日 曜 指 定 工 事 業 者 住　　所 電　話
1
2
8
9
15
16
17
22
23
24
29
30

土
日
土
日
土
日
月
土
日
月
土
日

※都合により工事店が変更される場合があります。　
■問い合わせ　下諏訪町 建設水道課 上水道管理係 電話27－1111（内線228）

２８－８２９５
２８－０９１９
２３－５３３０
２７－８３９９
２８－８１３９
２７－０５７５
２８－６４６２
２６－８８６６
２８－６３８３
２７－６６２２
２７－７２８９
２８－８２９５

㈱ 総 　 　 建
松 澤 工 業 ㈱
㈱ 上 條 電 設 工 業
㈱ 親 水 工 業
水 道 建 設 ㈱
杉 村 設 備 ㈱
㈲ 諏 訪 冷 熱
ス ワ ン シ ス テ ム ㈲
㈲ 林 組 工 業 所
㈱ オ ス ガ 設 備
㈲藤森水道（藤のや）
㈱ 総 　 　 建

五 官
曙 町
社 東 町 第 ２
東 山 田 第 ２
町 屋 敷 ３ 組
塚 田 町
西 赤 砂
東 弥 生 町
本 郷
岡谷市長地権現町
岡谷市長地御所
五 官

○開 設 日 時　１日（土）・２日（日）
　　　　　　　午前10時～午後４時まで
○開 設 場 所　町庁舎2階 税務課窓口
○内 　 　 容　税金等の納付及び納税相談
■問い合わせ　下諏訪町 税務課 収納係
　　　　　　　☎27-1111（内線236･237）

９月の税金等納期限・口座振替日９月の税金等納期限・口座振替日
〈10月１日（月）〉
・国民健康保険税 ６期９月分
・後期高齢者医療保険料 ６期９月分
・温泉使用料（8月使用料） ９月分
・介護保険料 ６期９月分
・保育料 ９月分
・水月霊園管理料 随時

広
告

広告の内容については広告主にお問い合わせください。

もぐもぐ学習会（離乳食教室）

すこやか相談（育児・栄養相談）
産前・産後サポート事業

成人検診等
子宮検診

胃・大腸検診
国保特定健診・前立腺がん検診

午後1時30分～午後3時30分心のほっと相談 ※要予約

12日
21日

4・26日
13日

水
金
火・水
木

7日 金
火・木
火・木

月
3・18日

18・20　
25・27日

土29日
月～金10～14日

3日
月・火

午後2時～午後2時30分
午後2時～午後2時30分
午後2時～午後2時30分

２　か　月（平成30年 7月生）
４　か　月（平成30年 5月生）
10　か　月（平成29年 11月生）
１歳６か月（平成29年 2月生）
２　　　歳（平成28年 6月生）
３　　　歳（平成27年 8月生）

乳
幼
児
健
診

午前9時～
午後0時45分～
午後0時45分～
午後0時45分～
午前9時～
午後0時45分～

28日
28日
14日
10日
4日
5日

金
金
金
月
火
水

保健センター

　　☎27-8384

種　　　　　　　　　　別 日 曜日 時　　　間 場　　　所

午後1時～午後1時45分

午前9時～午前11時
午前9時～午前11時

午前7時30分～午前9時30分

午前10時～午前11時

午前8時～午前10時

予防接種
四 種 混 合

日 本 脳 炎
Ｂ　Ｃ　Ｇ

●休日・夜間緊急医案内サービス　☎0570－088199（ナビダイヤル）
●諏訪地区小児夜間急病センター（15歳以下・午後7時～9時）　☎54－4699         
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広
告

広告の内容については広告主にお問い合わせください。

■所在地：諏訪技術センター　
　　　　　下諏訪町8974－6（南高木）
　　本社：徳島県阿南市上中町岡491番地
■電  話：26－2022  本社（0884）22－2311

下諏訪町の企業紹介 第72弾「日亜化学工業株式会社」下諏訪町の企業紹介 第72弾「日亜化学工業株式会社」
　クローズアップしもすわでは毎月、町内の企業を紹介しています。内容は各企業から提出いただいた原稿を基に掲載
しています。掲載を希望する企業は下諏訪町 総務課 情報防災係（電話27－1111 内線261）までご連絡ください。

諏訪技術センターでは、当社の主力製品であるLEDや半導体レ
ーザー等を利用したアプリケーションの開発を行っております。
LEDは液晶バックライトや車のヘッドライト等の様々な光源に、
半導体レーザーはプロジェクターや医療検査等に利用されてお
り、世界的な省エネルギーや次世代の製品開発に貢献しており
ます。これらは当社が医薬品原料に始まり、蛍光体原料から蛍
光体等の製造・販売を主体に、発光物質を追及して積極的な研
究開発を行ってきた延長にある分野です。このような当社の中
で諏訪技術センターは自由な発想で新しい取り組みをしている
開発拠点です。

　残暑厳しい９月ですが、いつの間にか朝晩が涼しくなってきています。秋
が近づいてきていますね。
　さて、ミーミーセンタースメバは、移住交流スペースとして下諏訪町の情
報を提供しているのですが、昨年はスメバと交流をもってくれた方の中で、
７名が下諏訪町に移住してくれました！今年もすでに移住した方がいて、移
住検討者も少しずつ増えてきています！
　スメバでの対応で物件相談を聞いていると、「賃貸で中古物件に住みたい」
とか、「小さいスペースの空き店舗で開業したい」などの要望が多くありま
す。下諏訪は空き家や空き店舗がたくさんありますが、中には物置の代わり
に使っていたり、２階だけ住んでいたりと、貸すことが難しい所もあるよう
です。実際貸して頂ける物件がなかなか増えないため、ご紹介ができず、違
う地域に移住を検討する方もいます…。
　空き家や空き店舗を活用し、少しずつでも町が賑やかになっていけばよい
なと思います！ 
　ちなみにスメバが入っている物件は、も
ともと空き店舗で、一つの建物の中に、ス
メバと飲食店が入っています。空き店舗の
活用事例として見学でもよいのでお気軽に
お越しくださいね！

地域おこ
し

協 力 隊
Vol.5

下諏訪町

地域おこし協力隊の活動や日々の何気ないことなどなど。

「ボンゴザ」って？
諏訪地方の方言で「宴会で最後まで残ってお酒を飲んでいる人」
の意味です。ここでは転じて、町と一緒にまちづくりを考える
「仲間」としての意味で使っています。

mee mee center Sumeba（ミーミーセンタースメバ）
　■下諏訪町3205-10（御田町）■78-9110　 
　■木～日曜日 10：00-15：00 ※臨時休業あり 
　■駐車場　町営四ツ角駐車場2台

最新情報をチェック！

Facebook
もチェック！ ミーミーセンタースメバ

にちあにちあ

◀
ス
メ
バ
で
地
域
情
報
交
換

◀
ス
メ
バ
の
外
観

［イベント情報］
　ホシスメバ マルシェ＆キャンプ
　◇日時：９月23日（日）～24日（月・祝)
　◇場所：ホシスメバ（下諏訪社7001）
ホシスメバにマルシェができる日！
色々なお店が出店予定。お楽しみに！

平成30年４月19日
 「災害時における避難者支援に関する協定書」調印　

世界Topシェアを誇る製品群

ココ★

髙木 20

★
中央本線

光を操る開発拠点

半導体レーザー LED Li 電池正極材料


