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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 ﾙー） 

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 ９月４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 ９月２５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） ９月９日 下市田学校 午前７時～ 自然農法による野菜づくり 

たんころりん ９月１４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 

アコーディオン教室 

やまなみ 
９月５・１９日 中央公民館 午後４時～ アコーディオン初級講座 

牛牧短歌会 ９月１３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 
９月３日 福祉センター 午後１時～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 
９月１日・１５日 

９月６・２０日 
中央公民館 

午後１時～ 

午後７時～ 
詩吟を楽しむ 

瀧里歌会 ９月１日 福祉センター 午後１時～ 短歌を楽しむ 

手まりの会 ９月８・２２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 
９月１４日 

９月２８日 

中央公民館 

福祉センター 
午前１０時～ 健康な体づくり 

真向法 
９月５・１２・ 

１９・２６日 
中央公民館 午後７時３０分～ 健康体操・老化防止 

高森コーラス ９月１４・２８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 

高森美人画教室 ９月２５日 福祉センター 午後１時３０分～ 美人画の勉強。美しさを表現する勉強。 

やさしい 

ヨガストレッチの会 

９月９・３０日 

９月１・１５日 
中央公民館 

午前９時～ 

午後８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 

ラン栽培と鑑賞 

を楽しむ会 
毎月第１土曜日 

アグリ交流 

センター 
午後１時３０分～ ラン栽培のしかた、鑑賞 

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。 

◆生涯学習情報は、前月２回目（毎月１８日頃発行）のお知らせ版に掲載いたします。 

生涯学習情報の掲載を希望される団体は、前月１０日までに予約をお願いします。 

   予約のない場合は、掲載できませんのでご了承ください。詳しくは中央公民館へお尋ねください。 

◆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（電話 ３５－９４１６） 

 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 

９月１３日（御大の館駐車場） 
９月６・２０日（福祉センター） 
９月１０日 不動滝へ行こう！（天白公園）  

午前９時３０分～ 
午後７時３０分～ 
午前９時３０分～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■夜の虫の声を聞く会 

▼日時  ９月２日（土）午後７時～９時（予定） 

▼場所  吉田 竜西線沿い 

▼対象  どなたでも参加できます。 

▼内容  虫の声に耳を傾けながらナイトハイク 

キリギリスやコオロギの仲間の声を聞き

分けましょう。 

▼講師  小林 正明さん（高森町動植物調査員） 

▼集合場所 出砂原交差点駐車場 

▼申込み ９月１日（金）までにお申し込みくださ

い。※当日参加も可能 

■サワガニ採り おすすめ！親子参加 

▼日時   ９月２４日（日）午前９時～正午 

▼場所   下市田 江戸ヶ沢 

▼対象   どなたでも参加できます。 
      ※小学３年生以下は保護者同伴 
▼内容   サワガニの採集と観察 
      ９月はサワガニの産卵期です。活発な

行動が見られます。 
▼講師   大原 均さん（高森町動植物調査員） 
▼服装   濡れてもよい服装・長靴等 
▼集合場所 高森南小学校 南門前 ※駐車場有り 
▼申込み  ９月２２日（金）までにお申し込みく

ださい。※当日参加も可能 
 

●見た 聞いた 採った 生きもの情報をお寄せください 

 生きものの情報は、調査台帳に記録保存するとと

もに、高森町動植物誌（仮称）に掲載し、高森町に

生息する動植物の基本資料となります。 

▼情報の提供を求める生きもの スズムシ 

 

成虫の時期 

８月から１０月 

生息地 

林の中、深い草むら 

大きさ・色 

１７～２５mm・黒 

鳴き声 

   暗くなってから、リーン リーンと鳴く 

▼提供いただきたい情報 

・お名前 ・電話番号 ・いつ ・どこで ・数 

・見つけた場所の様子 ・状況 等 

▼写真も重要な情報です。撮影できましたらご提供

ください。 

―― スズムシ以外の情報も広く求めています ―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼燃やすごみの対象 

 今まで「その他プラスチック専用袋（赤袋）」で収

集していたプラスチック・ゴム・皮革製品は燃やす

ごみの対象です。 

※一部除外品があります。（ヘルメット、グラスファ

イバー・カーボン・チタン製のラケット、釣り竿は

粗大ごみとして収集します。） 

▼新しい「燃やすごみ袋」 

 黄色・半透明のポリエチレン製袋 文字色は黒 

※北部衛生事務協議会で作製した袋を購入・使用し

てください。 

▼新しい「燃やすごみ袋」の販売 

 ８月１４日以降、小売店での販売を開始します。 

※店舗により販売開始日は異なります。 

▼「その他プラスチック」の収集は８月で終了 

 最終収集日 Ａ・Ｂ地区 ８月１６日（水） 

       Ｃ・Ｄ地区 ８月２３日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼残った袋の使い方 

 ・「燃やすごみ袋」（茶色・紙製）は引き続き「燃

やすごみ袋」として使用できます。 

 ・「その他プラスチック専用袋（赤袋）」 

  ①容器包装プラスチックの収集袋として使用で

きます。プラスチック収集に出してください。 

  ②古着の収集袋として使用できます。 

▼詳しくは… 

 広報たかもり７月号１２・１３ページ「環境たか

もり」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

たかもり 生きもの 調べ 
～９月の予定～ 

 
高森町役場経営企画課 
℡３５－３１１１(代表) 

平成 29 年８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 

９月１日の収集から 
燃やすごみの対象と収集袋が変わります！ 

ご注意ください！ 
  次の場合は収集できません！ 

▼８月３０日の収集まで 
・新しい「燃やすごみ袋」で出す→× 
・「燃やすごみ袋」に、プラスチック・ゴム・皮

革製品を入れて出す→× 
▼９月１日の収集以降 
・プラスチック・ゴム・皮革製品を「その他プラ

スチック専用袋（赤袋）」に入れてプラスチック

収集に出す→× 
・燃やすごみを「その他プラスチック専用袋（赤

袋）」に入れて燃やすごみ収集に出す→× 

ごみの分別説明会 
 ９月からの、ごみの分別方法の変更点について、

役場担当職員が説明します。 
▼日時 ８月２０日（日）午後１時～２時 
▼場所 あさぎりの郷 杉の木ホール 
▼対象 お住まいの地区に関係なく、どなたでも

参加できます。 

たかもり 生きもの 調べ／生きもの情報の提供 
ごみ収集の変更点／ごみの分別説明会 
申込・情報提供・問い合わせ先 

環境水道課 環境係 電話３５－９４０９ 

町制 60 周年クイズ⑫ Q．柿丸くんの体重は市田柿何個分？ 



 

 

▼日時 ９月２０日（水）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 林 郁 さん 

▼料理メニュー 

雑穀を使って 

＊もちきびのペペロンチーノ風 

   ＊もちきびドレッシングのサラダ 

   ＊オクラの春巻き 

   ＊甘酒スムージー 

   ＊車ふのトマトソースがけ 

▼定員  ２０人程度 

（参加希望者が５名以下の場合は中止） 

▼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 

▼小さなお子さん同伴でも参加できるよう、託児所

の設置を計画しています。利用希望のある方は申し

込みの際にお申し出ください。 

▼申込期限 ９月１３日（水） 

※参加キャンセルの受付は９月１９日（火）午前９

時までとします。それ以降のキャンセルは材料費を

いただきますのでご注意ください。 

▼申込・問い合わせ先 

営農支援センターゆうき 電話３５－３０４４ 

 

 

 

 

 白河藩市田陣屋の設置から撤廃までの状況や南山

一揆の様子など、当時の時代背景も含めて大変興味

深いお話を聞くことができます。多くの皆さんのご

聴講をお待ちしています。 

▼日時 ９月２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 高森町文化財調査委員 矢澤 篤さん 

▼演題 「白河藩市田陣屋と南山一揆」 

▼受講料 年間３講座で５００円 

     本講座のみ受講は２００円 

▼申込 事前の申し込みは不要です。 

▼問い合わせ先 

高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５－７０８３ 

 

 

 

 

▼日時 ９月２日（土）午前１０時１５分頃発煙 

（雨天中止の場合は９月３日に開催） 

▼場所 吉田城山、吉田古城 

▼主催 武田信玄のろし台まつり実行委員会 

    吉田区 

▼集合時間 午前９時３０分 

▼集合場所 城山、古城のどちらでも可能です。 

▼持ち物 水分補給用飲み物 

▼問い合わせ先 木村 昌之さん（３５－３７７３） 

        塚平耕一郎さん（３５－６８５０） 

 

 

 

 南信州広域連合飯田広域消防本部では、平成２９

年度消防職員採用試験（第２回）を行います。 

▼採用職種 消防職員（初級） 

▼採用予定人員 ３人程度 

▼受験資格 平成１０年４月２日から平成１２年４

月１日までの出生者 

▼試験の期日 

・第一次試験 ９月１７日（日） 

・場所 飯田広域消防本部３階 大会議室 

▼試験の内容 

・第一次試験 教養試験・適性試験・作文試験 

・第二次試験 面接・性格検査・体力測定・健康診

断 

▼申込受付期間 ９月１日（金）まで 

▼受験申込書の取得方法 

・飯田広域消防本部総務課および各消防署にて取得 

・郵送で宛先（住所・氏名）を明記し、１４０円切

手を貼った角形２号封筒を送付 

・飯田広域消防本部ホームページ

（http://119.minami.nagano.jp）からダウンロード 

▼申込・問い合わせ先 

飯田広域消防本部 総務課 職員係 

〒３９５－８５３３ 飯田市東栄町３３４５番地 

電話２３－６０００ 

 

 

 

 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、「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。 

▼募集人員 ３０人まで（募集期間内であっても募

集人数に達した場合には、その時点で申し込みを締

め切らせていただきます） 

▼調査期間 １１月１日（水）～３０日（木） 

▼応募期限 ９月２９日（金） 

▼申込・問い合わせ先 

長野県計量検定所 

松本市島立１０２０番地松本合同庁舎内 

電話 ０２６３－４７－４００６ 

ＦＡＸ ０２６３－４７－９８９５ 

 

 

 

 花火をするときは、次の点にご注意ください。 

○迷惑にならない時間や場所を考えましょう。 

○音の出る花火は、人の迷惑にならない場所と時間

を選びましょう。 

○飛ぶ花火は、飛ぶ方向と音に気を付けましょう。 

○風向きを考え、煙が迷惑とならないようにしまし

ょう。 

▼問い合わせ先 

 総務課 防災安全係 電話３５－９４０２ 

地元畜産物を使った料理教室 

時の駅講座 第２講座開催のお知らせ 

「白河藩市田陣屋と南山一揆」 

「武田信玄のろし台まつり」 
開催のお知らせ 

消防職員募集のお知らせ 
（平成 30 年 4 月採用） 

長野県計量モニターの募集について 

花火で遊ぶ時のお願いです 

 

 

 

 

▼募集人員及び修業年限等 

学科 総合農学科 実践経営者コース 

募集人員 １０人 

修学年数 ２年 

受験資格 高校卒業以上 

入学試験 筆記試験（小論文）人物考査（面接） 

▼今年度の出願期間・試験日 

回 願書受付期間 試験日 

第１回 
9 月 13 日（水） 

～10月 4日（水） 
10 月 15 日（日） 

第２回 
11 月 8 日（水） 

～11月 29 日（水） 
12 月 11 日（月） 

第３回 
1 月 10 日（水） 

～1月 31 日（水） 
2 月 15 日（木） 

▼学費 

・授業料 年額１１８，８００円 

・諸経費 教材費、寮費、実習費等として１年次６

１万円程度、２年次５１万円程度 

▼申込・問い合わせ先 

・長野県農業大学校農学部事務局 

〒３８１－１２１１ 長野市松代町大室３７００ 

電話０２６－２７８－５２１１ 

・産業課 農政係 電話３５－９４０５ 

 

 

 

▼農薬散布の注意点 

・風が弱い時に風向きに気を付けて散布しましょう。 

・散布の位置や方向に注意しましょう。 

・適切なノズル、適正な圧力で散布しましょう。 

・ドリフト低減ノズルを使用しましょう。 

・飛散防止のためネットなどで覆いましょう。 

▼農薬散布前の周辺への呼びかけについて 

・農薬以外の対応が困難であり、必要不可欠である

ことを伝え、近隣住民に理解を求めましょう。 

・近隣に学校、通学路等がある場合には周知ととも

に、散布の時間帯に最大限配慮しましょう。 

・住宅地付近では、窓を閉め洗濯物を屋外に干さな

いことや、乗用車を付近に駐車しないよう依頼し、

散布時には通行車両にも注意を払いましょう。 

▼問い合わせ先 

高森町農業技術者連絡協議会 

（事務局：産業課農政係）電話３５－９４０５ 

 

 

 

町道の道路法面の草木の繁茂による見通しの悪い

箇所につきましては、道路に面した土地所有者の皆

さんの除草等のご協力をお願いします。また、道路

上に張り出している個人の庭木・果樹の枝等の管理

につきましても重ねてご協力をお願いします。 

▼問い合わせ先 

建設課 管理係 電話３５－９４０７ 

 

 

 

▼日時 ９月毎週木曜日 午前１０時～正午 

（７日、１４日、２１日、２８日） 

▼場所 飯田保健福祉事務所（飯田合同庁舎２階） 

    診察室または相談室 

▼内容 失業、倒産、多重債務などの金銭問題や家

庭問題について弁護士が相談に応じ、保健師による

健康相談を無料で行います。 

※お一人の相談時間は１時間です。 

▼申込方法 

・相談はすべて予約制です。定員２人になり次第締

め切ります。 

・各相談日の週の火曜日、午後５時までに飯田保健

福祉事務所へお申し込みください。 

▼申込・問い合わせ先 

飯田保健福祉事務所 電話５３－０４４４ 

 

 

 

 

 禅寺丸柿のかきまるくんがきっかけで交流が始ま

った川崎市麻生区にある昭和音楽大学の皆さんが今

年もコンサートを開催します。 

ご家族・友人お誘いあってぜひお出かけください。 

▼日時 ９月３日（日） 開場：午後２時３０分 

午後３時００分～午後４時３０分（予定） 

▼場所 高森中学校体育館 

▼出演者 昭和音楽大学（声楽科・フルートアンサ

ンブル・ホルンアンサンブル） 

▼その他 

・入場無料です。数に限りがありますのでお早めに

お求めください。 

・当日は上履きをご持参ください。 

・入場にはチケットが必要です。 

▼チケットの配布について 

・配布場所 経営企画課窓口（役場２階） 

・配布期間 ９月１日（金）午後５時１５分まで 

▼問い合わせ先 

経営企画課 みらい創生係 電話３５－９４４１ 

 

 

 

 

 

長野県農業大学校「実践経営コース」
学生募集のお知らせ（平成 30 年度入学） 

農薬散布時の 
周辺環境等への配慮について 

くらしと健康の相談会の開催について 

町道沿い・敷地内の除草等のお願い 

町制施行 60周年記念 
昭和音楽大学声楽科コンサート開催 

８月２７日（日） 
午前１０時１５分スタート 

全日本天竜川カヌー競技大会 

 ４６回目を数える全日本天竜川カヌー競技大

会が開催されます。市田港スタート～飯田市時又

駅ゴールの約１３ｋｍを、選手たちがパドルを駆

使して激流に挑みます。 
 ぜひ、選手たちの勇姿を 
ご覧ください。熱い声援を 
よろしくお願いします！ 
 当日はかわせみの家に 
出店等もありますので、 
ご気軽にお越しください。 
▼問い合わせ先 

経営企画課 みらい創生係 電話３５－９４４１ 

町制 60 周年クイズ⑫ A．市田柿１００個分（特別住民票に記載されています） 


