
               
 

NO、２７２        ２ 月 生 涯 学 習 情 報     平成２９年 
どなたでも参加できます。詳しくは中央公民館へお問い合わせください。 

クラブ名 開 催 日 場 所 時 間 学習内容 

高森囲碁クラブ 毎週日曜日 やすらぎ荘別館 午前 9 時～ 初心者歓迎(年齢･性別問わず) 

津軽三味線 毎月第 4 土曜日 やすらぎ荘別館 午後 7 時～ 民謡･津軽三味線 小野寺講師に

学ぶ 
図書館おたのしみ会 毎週土曜日 福祉センター 午後 2 時～ 本の読み聞かせや工作など 

ＰＰＫクラブ 毎月第 1・3 火曜日 町民体育館 午前 9 時～ 高齢者対象の健康体操（ﾗｰｼﾞﾎﾞｰ

ﾙ） 
木鶏の会 毎月第 3 月曜日 福祉センター 午後 7 時～ 月刊誌「致知」をﾃｷｽﾄに人間学を

学ぶ 
柿の里 SC スポーツ教室 毎週金曜日 中学校体育館 午後 7 時 30 分～ いろいろなスポーツを楽しもう 
ぐりとぐら 2 月 6 日 図書館 午前 10 時 30 分～ 読み聞かせボランティア研修会 
自分史講座 2 月 20 日 中央公民館 午後 1 時～ 文章講座 講師：後藤たづるさん 
ずく農（自然農法を学ぶ会） 不定期 下市田学校  自然農法による土と野菜づくり 
たんころりん 毎月第 2 木曜日 中央公民館 午後 7 時 30 分～ お話の語り 

パッション高森 毎月第 1・3 水曜日 やすらぎ荘 午後 7 時～ 健康体操 

高森コーラス 2 月 9・16・23 日 中央公民館 午後 7 時 30 分～ 楽しく発声と合唱練習をする 

牛牧短歌会 2 月 8 日 中央公民館 午後 1 時～ 短歌の勉強 

カラオケクラブ音和の会 2 月 5 日 福祉センター 午後 1 時～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 2 月 1・15 日 
2 月 3・17 日 中央公民館 午後 7 時～ 

午後 1 時～ 詩吟を楽しむ 

瀧里歌会 2 月 3 日 福祉センター 午後 1 時～ 短歌を楽しむ 
手まりの会 2 月 10・24 日 福祉センター 午後 1 時 30 分～ 手まり作り 

ひまわり健康体操教室 2 月 9 日 
2 月 23 日 

福祉センター 
中央公民館 午前 10 時～ 健康な体づくり 

高森美人画教室 2 月 27 日 中央公民館 午後 1 時 30 分～ 美人画の勉強 

童謡唱歌を楽しむ会 2 月 17 日 中央公民館他 午後 7 時 30 分～ 童謡唱歌だけでなく色々歌いま

す 

真向法 2 月 7・14 日 
2 月 21・28 日 中央公民館 午後 7 時 30 分～ 健康体操・老化防止 

やさしいヨガストレッチの会 2 月 10 日 
2 月 4・18・25 日 中央公民館 午後 8 時～ 

午前 9 時～ 
心と体のバランスを整えたり、呼

吸法などにより生きる力を育て

るヨガ 

 
公 民 館 教 室 (中央公民館)    それぞれの計画ですすめられています。 

 
◆公民館教室を募集しています。対象は１０人以上の町内団体です。月２回までの講師謝礼を公民館

にてお支払いします。申請が必要ですので、詳しくは中央公民館までお問い合わせください。 
◆生涯学習人材バンク登録者の募集 

※自分の知識や特技を活かせるよう、生涯学習の各分野で得意とする方を広く募集しています。登録

された方には、学校等からの依頼分野に基づき、ご連絡させていただきます。詳しくは、高森町ホー

ムページをご覧いただくか、公民館事務局へお問い合わせください。 

 

◎学習活動を始めたい方など、お気軽に中央公民館へご相談ください。 
 

高  森  町  中  央  公  民  館 （TEL ３５－９４１６） 
 

教室名 開 催 日 時 間 教 室 名 開 催 日 時 間 

英会話 
教室 

第 1・第 3 火曜日 
（中央公民館） 

午後７時３０分～ 
ウォーク＆スロー 

ランニング 
運動健康講座 

２月１２日 
吉田地区史跡巡り 
（役場駐車場） 

２月８日 
（福祉センター） 

２月１・１５日 
(福祉センター) 

午前９時３０分～ 
 
 
午前９時３０分～ 
 
午後７時４５分～ 

               
 

 

 

 

 

 

 

 脳卒中は、介護保険の原因疾患としても町の死因

としても多いですが、予防できる病気です。若くし

て、発症することもありますので、ぜひ予防につい

て話を聞き、生活にいかしていきましょう。 

お申し込みは不要、どなたでも参加できます。 

▼日時 ２月４日(土)午後１時００時～３時３０分 

▼場所 福祉センター２階大ホール 

▼内容 原因を知って予防しよう、脳卒中！！ 

▼講師 瀬口脳神経外科医院 院長 瀬口達也さん 

▼参加費 無料 

▼問い合わせ先 

健康福祉課 健康支援係 電話３５-９４１２ 

 

 

 

▼募集広告 「広報高森」平成２９年度発行分 

○広告掲載号 ４月号～翌年３月号 

○広告の大きさ １枠あたり 縦４５㎜×横８３㎜ 

○募集枠数・掲載料 

カラー （募集２枠） １枠１月 ３，０００円 

モノクロ（募集１枠） １枠１月 ２，５００円 

※掲載月数は、応募者と調整します。 

「町の封筒」 角形２０号・長形３号 

○募集枚数 各１万枚 

○掲載料  １枚３円または５円（広告の大きさによる）

▼掲載申請できる方 １年以上継続して事業を営ん

でいる業者で町税・料金等の滞納が無い業者 

▼掲載できない広告 政治・選挙・宗教・風俗・貸

金業関連の広告、事実に反する表記を含む広告等 

▼申込期限 ２月１７日（金）午後５時 

▼申込方法 申込書に原稿を添付し、下記へ提出し

てください。申込書は、役場経営企画課および町

ホームページより入手できます。 
※町ホームページのバナー広告は、随時募集しています。 

▼申込・問い合わせ先 

（「広報高森」について） 

経営企画課 協働推進係 電話３５-９４４１ 

（「町の封筒」について） 

総務課 行政係     電話３５-９４０２ 

 

 

 

▼相談日(毎月２回)  

１月２４日 (火)、２月７日（火）、２月２１日（火） 

▼時間 午後１時３０分～５時００分(要予約) 

▼内容 公認カウンセラーによるカウンセリング 

▼相談料 無料 

▼申込・問い合わせ先 

健康福祉課 健康支援係（保健師） 

電話３５-９４１２ 

 

 

 

 

 

 

 

学校給食センターでは、平成２９年度の高森町立

小中学校の給食用お米の供給者を募集します。希望

される方は、ご応募ください。 

▼募集条件 

 ・高森産「コシヒカリ」一等米 

 ・精米し炊飯できる状態で納品できる方 

 ・平成２８年および平成２９年産米を納品できる方 

 ・毎月末に炊飯業者まで運搬できる方 

▼供給量 １か月 ８００ｋｇ～１，６００ｋｇ程度

（月により変動します） 

▼価格 長野県学校給食会の単価を参考に決定します 

    （参考 平成２８年度 ３００円/kg） 

▼申込方法 申込書を提出してください。 

（用紙は学校給食センターにあります） 

▼募集期限 ２月２４日（金） 

▼申込・問い合わせ先 

学校給食センター 電話３５-２３７９ 

 

 

 

▼応募者の条件 高森町在住かつ町内で米を生産ま

たは販売している方 

▼納入期間 平成２９年１０月～平成３０年９月まで 

▼募集条件 高森町内産 コシヒカリ 

（同等以上の味覚のものであれば可） 

・上白精米し炊飯できる状態で納品できること 

・平成２９年産米を１年間安定した品質で納品できること 

・米を保管し、発注を受けて３日以内に納品できること 

▼供給量（正味量・１か月）※月によって変動 

湯ケ洞  １２０㎏～１８０㎏程度 

御大の館  ９０㎏～１２０㎏程度 

▼申込方法 「公募実施要綱」「申込書」は、信州た

かもり温泉に用意してあります。 

▼募集期限 ２月２８日（火）午後６時 

▼申込・問い合わせ先 

信州たかもり温泉「湯ケ洞」 電話３５-８２６０ 

 

 

 
▼受付期間 ３月３１日（金）まで 

▼受付場所 役場本所、山吹支所窓口 

全額を被災された皆さんにお届けします。物品に

ついては取り扱いしていません。 

受領書を希望される方はご連絡ください。 

▼問い合わせ先 

日本赤十字社長野県支部高森町分区 

事務局 健康福祉課 地域福祉係 

電話３５-９４１２ 

 

 

 

「広報高森」「町の封筒」に掲載する 

広告の募集について 

 
高森町役場経営企画課 
℡３５－３１１１(代表) 

平成 29 年１月 18 日発行 高森町役場からの 

お 知 ら せ 版 
高森町キャラクター柿丸くん 

学校給食用 お米供給者を募集します 

「湯ヶ洞」「御大の館」で使用する 

お米の供給者を募集します 

健康講演会について 

１月の夜間役場は１月２５日(水)です。 

役場窓口を午後７時まで開設します。 

こころの相談日をご利用ください 

新潟県糸魚川市大規模火災義援金受付 



               
 

 

 

身体・知的・精神に障がいを持たれる方のご家族

の皆さんのリフレッシュ交流会を行います。 
▼日時  ２月１６日（木）８時５０分 役場発 
     ※午後３時頃帰着予定です。 
▼行き先 ホテル紅やのランチと北澤美術館他 
▼参加費  1 人１，０００円  
▼申込期限 ２月３日（金） 
▼申込・問い合わせ先 

高森町社会福祉協議会 電話３４-３７１７ 
 
 

 

春休み中、保護者が仕事の都合で留守になるなど、 

家庭の事情により、ふれあいクラブの利用を必要と

する児童を対象に、参加申し込みを受け付けます。 

▼受け入れ可能人数 

 

 

 

▼申込期限 １月３１日（火）午後５時１５分 

※期限厳守でお願いします。 

（期限後の申し込みは原則お受けできません） 

※申し込み人数がそれぞれ２０人を超えた場合は、

面接による選考となることもあります。 

申込用紙は教育委員会窓口、各ふれあいスクールまた

は町のホームページよりダウンロードしてください。 

▼申込・問い合わせ先 

教育委員会事務局 こども未来係 

電話３５-９４１６ 

 

 
 

信濃武士松岡三家(市田･牛牧･吉田)の誕生した時

代背景とその盛衰について、遠江井伊家と牛牧松岡

家との長い歴史的関わりを簡単にふれる講演です。 

お申し込みは不要、どなたでも参加できます。 

▼日時 ２月４日(土)午後１時３０分～３時００分 

▼場所 高森町歴史民俗資料館「時の駅」学習室 

▼講師 鈴川博さん(飯田市美術博物館客員研究員) 

▼参加費 無料 

▼問い合わせ先 

歴史民俗資料館「時の駅」 電話３５-７０８３ 

 
 

▼日時 ２月１９日（日）午前１０時～午後３時 

▼場所 南信州・飯田産業センター 

▼問い合わせ先  

長野県行政書士会飯田支部 電話２２-１１７１ 

 
 

▼日時 ２月４日（土）午後１時～４時 

▼場所 福祉センター ３階中ホール・小ホール 

※予約は不要です。当日会場にお越しください。 

▼相談料 無料 

▼問い合わせ先  

総務課 行政係 電話３５-９４０２ 

 
 

 

日頃の慰労と介護者相互の交流を行います。是非

お誘い合ってご参加ください。 

▼日時 ２月２３日（木） 

午前８時３０分～午後４時３０分頃 

▼内容 「昼神・ふるさと一座観劇と温泉ツアー」 

▼対象者 要支援１～要介護度５の方を、在宅で 

介護している介護者 

▼募集人数 ２８人（多数の場合は抽選） 

▼参加費  １，５００円(飲食・観劇・入湯税) 

▼申込期限 ２月１３日（月） 

▼問い合わせ先 
高森町ボランティアセンター 電話３４-３００１ 

 

 

 

▼募集内容（一般コース） 

〇対象者 概ね６０歳以上で、積極的に地域活動を 

目指す方 

 

 

 

 
※平成２６年度以前に長野県シニア（老大）大学を卒業された方も入

学できます。 

（専門コース） 

〇概ね５０歳以上の県内在住者で、地域課題を解決

する専門的なスキルを身につけ、実践者として活動

しようとする方 

 

 

 

 
※他に自主的活動に要する経費が必要となる場合があります。 

※授業料の改訂があった後の授業料となります。 

▼募集期間 ２月１日(水)～２月２８日(火) 

※郵送の場合、２月２８日（火）の消印まで有効 

※定員となり次第、締め切りとなります。 

▼申込方法 入学願書を飯田保健福祉事務所福祉

課・役場健康福祉課へ持参するか郵送してくださ

い。募集案内・入学願書は飯田保険福祉事務所福

祉課・役場健康福祉課・山吹支所にあります。 

 ※学習内容などの詳細は、お問い合わせください。 

▼ 問い合わせ先 

飯田保健福祉事務所福祉課内 

長野県シニア大学飯伊学部事務局 

電話５３-０４６４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎行政相談をご利用ください。 
▼日時 ２月１４日（火）午後１時３０分～４時００分 

▼場所 福祉センター ３階中ホール 
▼問い合わせ先 

総務課 行政係 電話３５-９４０２ 

平成２９年度  

長野県シニア大学学生募集 

出張無料法律相談会 

障がいのある方のご家族に向けた 

リフレッシュ事業の参加者募集 

高森町史を読む会 特別講演会 

「信濃武士松岡三家の誕生と井伊氏」 

行政書士無料相談 

広報１月号お知らせ版訂正について 
２月４日図書館講演会講師のお名前を誤って記載しま

した。お詫びして訂正します。(正)気賀澤 明宏さん 

ふれあいスクール 
春休み参加申込について 

介護者リフレッシュ 
「介護者の集い」のご案内 

種 別 募集人員 修学 
期間 授業料等 

シニア大学 

飯伊学部 
１１０人 ２年間 

年額１０，０００円 
（予定） 

 

高森南小学校 高森北小学校 

２０人 ２０人 

 

種 別 募集人員 修学 
期間 授業料等 

シニア大学 
長野学部 ３０人 １年間 年額２６，０００円 

（予定） 
 

               
 
 

▼日時 ２月１４日（火）午前１０時～午後１時頃 

〈料理試食後解散〉 

▼場所 福祉センター２階 調理室 

▼講師 野菜ソムリエ 殿倉由紀子さん 

▼料理メニュー  

「ちょっとの工夫でステキなバレンタイン♪」 

 *冬野菜のほっこりポトフ など 

▼定員 ２０人程度（参加者が５名以下は中止） 

▼持ち物 食材費１人７００円（おつりの要らない

ように）、エプロン、三角巾 

▼申込方法 ２月６日（月）までに営農支援センタ

ー「ゆうき」へお申し込みください。 

≪参加キャンセルの受付は２月１３日午前９時まで。

それ以後のキャンセルは材料費をいただきます。≫ 

▼申込・問い合わせ先 

 営農支援センター「ゆうき」  

電話３５-３０４４ 

 

 

 

４月より、町の道路管理員として勤務いただける

方を募集します。 

▼募集人数 １人 

▼応募資格 ６５歳以下の健康な方で普通自動車運

転免許をお持ちの方 

▼勤務内容 毎月１２日程度、道路や水路等の草刈

り、清掃等の環境整備など（刈払機、チェーンソー使用） 

▼日当 町の規定による 

▼選考方法 面接（試験日は追って連絡します。） 

▼申込書類 申込書と履歴書 

 ※申込書と履歴書は建設課にあります。（町ホーム

ページよりダウンロード可） 

▼申込締切 ２月１３日（月）午後５時１５分必着 

▼申込・問い合わせ先 

 建設課 管理係 ３５-９４０７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

町では、今後、高森町公共下水道の変更等を予定

しています。そのため、次の内容で、高森都市計画

下水道の決定の案を縦覧するとともに高森町都市計

画公聴会を開催いたします。また、公聴会に出席し

て意見を述べようとする方は公述申出書を提出して

ください。 

「公聴会」 

▼開催日時 ２月５日（日）午後１時３０分～ 

▼開催場所 役場３階大会議室 

「都市計画案の概要」 

 高森都市計画下水道の決定の案 

▼案の縦覧 １月３１日(火)まで 役場建設課にて 

「公述申出について」 

公聴会に出席して意見を述べようとする方は、次

により意見の概要を記載した公述申出書を提出して

ください。 

▼公述申出のできる方 

町民その他利害関係を有する方 

▼公述申出期限 １月２７日（金） 

（郵送の場合は期限までに到着したものに限る） 

▼公述申出書の提出先  役場建設課 

※公述申出書の様式は建設課または町のホームペー

ジよりダウンロードしてください。 

「公述人の選定」 

 公述申出書を提出した方から町長が選出して公述

人に通知します。なお、公述の申出がない場合は、

公聴会は中止します。 

▼問い合わせ先  

建設課 管理係 電話３５-９４０７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

地元農畜産物を使った料理教室 高森町都市計画公聴会の開催および 

公述申出書の提出について 

役場では、４月１日採用の臨時職員を募集します。希望される方は、期限までにお申し込みください。 
◆要件：普通自動車運転免許のある方 
◆職種要件：６０歳以下（平成２９年４月１日現在）で、心身ともに健康な方 

職種区分 勤務日・賃金等 免許・資格等 

月額保育士（町立保育園）/３人 

クラス担任保育士保育業務 

月曜日～金曜日 

午前８時３０分～午後５時１５分 

時間外勤務あり 

月額１５５,７００円 勤務年数加算制度あり 

保育士の資格がある方（または、

取得見込みの方） 

※交通費は、通勤距離に応じて別途支給。 

※勤務日数が基準を満たす場合、期末手当を最高２.５か月分（年間）支給。 
▼申込期限 ２月２０日（月）午後５時１５分 必着 

▼申込方法 高森町役場総務課行政係へ下記の書類を提出してください。（郵送可） 

〇履歴書・申込書 ※写真貼付 町のホームページ、総務課行政係窓口にて入手してください。 

〇資格証の写しまたは資格取得見込証明書 

▼雇用期間 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日（場合により延長することもあります。） 

▼試験方法 面接試験（試験日は追ってご連絡します。）※詳細はお問い合わせください。 

▼申込・問い合わせ先 高森町役場 総務課行政係  

〒３９９-３１０３ 長野県下伊那郡高森町下市田２１８３-１ 電話３５-９４０２ 
 
 

平成２９年４月１日採用の高森町臨時職員を募集します 

建設課臨時職員（道路管理員）募集 

◎自動車の登録・検査手続きはお早めに 
▼問い合わせ先 

松本自動車検査登録事務所 

電話０５０-５５４０-２０４３ 


