
  

 

 

NO、２８０        １０ 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 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 １０月２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 １０月２３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） １０月１４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 １０月１２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 

１０月３日 

１０月１７日 

中央公民館 

福祉センター 
午後４時～ アコーディオン初級講座 

牛牧短歌会 １０月１１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 
１０月１日 福祉センター 午後１時～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 
１０月６・２０日 

１０月４・１８日 
中央公民館 

午後１時～ 

午後７時～ 
詩吟を楽しむ 

瀧里歌会 １０月６日 福祉センター 午後１時～ 短歌を楽しむ 

手まりの会 １０月１３・２７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 １０月１２・２６日 福祉センター 午前１０時～ 健康な体づくり 

真向法 
１０月３・１０・ 

１７・２４・３１日 
中央公民館 午後７時３０分～ 健康体操・老化防止 

高森美人画教室 １０月２３日 福祉センター 午後１時３０分～ 
美人画の勉強。美しさ表現する勉

強。 

やさしい 

ヨガストレッチの会 

１０月１４・２８日 

１０月２０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 （TEL 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 

１０月９・１１・１９日（御大の館駐車場） 
１０月４・１８日(福祉センター) 

午前９時３０分～ 
午後７時３０分～ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田・下市田・山吹・みつば保育園では、運動会

を次のとおり行います。地域の皆さんもお出かけい

ただき、子どもたちにご声援ください。 

▼日時 １０月７日（土）全園午前８時３０分開会 

      ※雨天順延はありません。 

▼会場 各園 園庭 

    雨天の場合は次の会場です。 

      吉 田保育園→高森南小学校体育館 

      下市田保育園→町民体育館 

      山 吹保育園→高森北小学校体育館 

      みつば保育園→高森ドーム  

◎小さいお友だちの参加種目を休憩後に予定して 

おります。お誘い合わせいただき、午前１０時頃

までに各園へお出かけください。 

▼問い合わせ先 

吉 田保育園 電話３５-３３３０ 

下市田保育園 電話３５-３３２４ 

山 吹保育園 電話３５-５１４７ 

みつば保育園 電話３５-３３２６ 

 

 

 

来年度、新たに保育所へ子どもの入所を希望する

保護者の方は、都合をつけてご出席ください。 

▼日程   

期 日 会 場 開始時間（※） 

１０月２０日(金) 吉田保育園 午後２時４５分 

２４日(火) 下市田保育園 〃 

２５日(水) 山吹保育園 〃 

２６日(木) みつば保育園 〃 

２７日(金) 吉田河原保育園 〃 

２７日(金) 福祉ｾﾝﾀｰ中ﾎｰﾙ 午後７時１５分 

※受け付けは開始時間の１５分前からです。 

▼持ち物 筆記用具、上履き（保育園のみ） 

▼その他 

 ○希望する保育所または、都合の良い日時の会場

へお出かけください。 

 ○育児休暇明けなどで、年度途中からの入所を希

望される場合もご出席ください。 

 ○入所に際し、心配事などがある方は、お気軽に

ご相談ください。 

▼問い合わせ先 

教育委員会事務局 こども未来係 電話３５-９４１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆会場 役場前駐車場・町民体育館北側駐車場他 

①新たに出展（出店）を希望される団体の代表の方

は、９月２９日（金）までにお申し込みください。

なお、商工会に加盟されている方は、商工会事務

局にお申し込みください。 

②昨年度参加された団体の皆さんへは別途通知します。   

※申込者多数の場合は、抽選または調整させていた

だく場合があります。 

※食べ物の販売をご希望の新規団体の方は、露天営

業等の許可を受けられた方に限ります。 

※専ら営利を目的とする団体は対象としません。 

◎参加団体代表者会議を開催します。 

参加を希望される団体の代表の方は、ご出席ください。 

 

 

▼申込・問い合わせ先   

経営企画課 協働推進係 電話３５-９４４１  

 

 

 

高森町公民館では、１１月１８日～１９日にかけ

て行われる文化祭にて、出展・ステージ発表を希望

される方を募集しています。 

地域の集まりなどで作品を作っているので文化祭

に展示してみたい、音楽・踊りの練習をしているの

で、成果を文化祭で発表してみたいと思っている方

は、説明会に参加ください。 

▼日時 ９月２７日（水）午後７時 

▼場所 中央公民館 大会議室 

▼対象 文化祭での展示、ステージ発表希望者 

▼内容 展示・ステージ発表の説明 

▼問い合わせ先 高森町公民館  電話３５-９４１６ 

 

 

 
弁護士法人 愛知リーガルクリニック法律事務所

による無料法律相談が実施されます。 
相談を希望される方は事前予約が必要です。 

▼日時 １０月２１日（土）午後１時～４時 
▼会場 喬木村福祉センター（喬木村役場 隣） 
▼対象者 飯田下伊那地域にお住まいの方 
▼予約受付時間 午前１０時～午後３時 
▼予約締切日 １０月１１日（水） 

（土日祝日は受け付けておりません。） 
▼相談時間 １人（組）１時間以内 
▼予約先 
 弁護士法人 愛知リーガルクリニック法律事務所 
予約専用フリーダイヤル０１２０‐６６‐８１９１ 

「文化祭出展・ステージ発表」 
希望者説明会を開催します 

無料法律相談のご案内 

 
 

高森町役場経営企画課 
℡３５－３１１１(代表) 

平成 29 年 9 月１5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 

町内４園より運動会のお知らせと 
未就園児参加のお誘い 

 

平成３０年度 保育所入所説明会 

９月の夜間役場は９月２５日(月)です。 

役場窓口を夜７時まで延長します。 
各種証明発行、納税等にご利用ください。 

女性相談窓口を毎月夜間役場に併せて開設します。 

お気軽にお越しください。 

町制 60 周年クイズ⑮ Ｑ．高森町の「町の花」および「町の木」は？ 

町制施行６０周年記念 
高森まるごと収穫祭（１１/１８・１９） 
～第３７回ふるさと祭り～ 参加団体募集 

日時 ◆１０月６日（金） 午後７時３０分～ 
会場 ◆役場３階 大会議室 



  

 

 

地域の河川を皆さんで愛し親しんでもらうために、

地域住民で組織した団体が行う河川の維持管理活動

の支援を行っています。活動支援をうけたい団体、

河川愛護活動を行いたい方は、お問い合わせくださ

い。 

▼対象の活動 

県管理の一級河川における次の活動 

① 河川敷地の草刈り 

② ゴミ拾い等の清掃 

③ アレチウリ等、外来植物の駆除 

④ その他、河川の維持管理と環境保全に寄与する

作業 

▼対象団体 

概ね１０人程度以上で組織する各種団体 

▼活動支援 

活動実績報告に基づき、報奨金等を支給します。 

▼申込・問い合わせ先 

建設課 管理係 電話３５-９４０７ 

 

 

 

 

 

現在、井戸水・地元水道等を飲用水としてご使用

されている方を対象に、水質検査を実施します。こ

の機会に水質検査を受け、井戸水および地元水道が

適正かどうか確認いただくことをおすすめします。 

【受付、容器・水質検査申込書配布】 

▼日時 １０月２日（月） 

午前８時３０分～午後５時００分 

▼場所 役場環境水道課 

【検査水提出】 

▼日時 １０月３日（火）午前８時３０分～正午 

▼場所 役場環境水道課 

▼提出するもの 水質検査申込書・採取した水 

□検査手順 

①１０月２日（月）の上記指定時間に環境水道課窓

口まで来ていただき、水質検査申込書と採水用容

器を持ち帰ってください。 

②翌、１０月３日（火）の上記指定時間に、水質検

査申込書と、採水した容器を提出してください。 

③後日、（財）中部公衆医学研究所より結果書と、振

込用紙が郵送されますので、金融機関にてお振込

みをお願いします。 

□その他 

・検査料金は自己負担となります。 

・検査の種類別に検査料金は異なります。（全て税込） 

① １１項目（基準項目）７，８００円 

② １１項目（基準項目）＋ヒ素 ９，４００円  

③ ヒ素のみ ２，８００円  

・当日都合が悪い方につきましては、随時(財)中部

公衆医学研究所（TEL：24-1777）にて、水質検査

の受付を行っておりますので、ご利用ください。 

▼問い合わせ先  

環境水道課 水道係 電話３５-９４０９ 

 

 

▼日時 １０月１７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 JA エプロンサポーター 牧内 恵さん 
▼料理メニュー 
 ★高森町でも生産がある小麦を使った小麦粉料理

を教えていただきます。 
  ＊旬の野菜たっぷりピザ 
  ＊ピタパンサンド（２種類作る予定です） 
  ＊王さまのサラダ  ＊旬の野菜スープ 
  ＊旬のフルーツたっぷりクレープ 
▼定員 ２０人程度（参加希望者が５人以下は中止します） 
▼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 
▼申込先 １０月１３日（金）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１０月１６日（月）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。≫ 
▼小さなお子さんのいる方の参加のため、託児所設

置を計画します。利用希望の方は申し込みの際に

申し出てください。 
▼申込・問い合わせ先 
高森町営農支援センターゆうき 

電話３５‐３０４４・FAX３５‐５７８４ 
 

 

 

今月の介護予防講座では、講師に歯科衛生士、管

理栄養士をお招きします。随時申し込みを受け付け

ておりますので、参加を希望される方は下記までご

連絡ください。 

▼日時 ９月２８日（木） 

午後１時３０分～３時００分 

▼場所 福祉センター３階 中ホール 

▼対象 おおむね６５歳以上の方 

▼内容 ・口腔機能の向上を目指したお口の体操や

ケアの方法について 

・バランスのとれた食事について 

▼講師 歯科衛生士 松澤 京子さん 

    管理栄養士 伊東 希実さん 

▼問い合わせ先 

健康福祉課 地域包括支援センター 

電話３５-９４１２ 

 

 

 

県内の事業所で働く労働者と、労働者を１人でも

使用している使用者に適用される「長野県最低賃金」

が１０月１日から時間給７９５円に改定されました。 

この機会に、賃金の確認をしてみてください。 

また、最低賃金の引き上げに向けた中小企業への

支援制度（業務改善助成金など）がありますので、

ぜひご活用ください。 

▼問い合わせ先 

飯田労働基準監督署 電話２２-２６３５ 

河川愛護活動支援について 

長野県の最低賃金は 
１０月１日から時間給７９５円です 

井戸水・地元水道等の水質検査のお知らせ 
ご自宅の飲用水が適正かどうかをこの機会に 

検査をしましょう！ 

地元農畜産物を使った料理教室 

今日からはじめる ボディメンテナンス 
～３年後の自分への投資～ 

  

 
 

・弾道ミサイルは、発射から極めて短時間で 

着弾します。 

・ミサイルが日本に落下する可能性がある場 

合は、J アラートを活用して、防災行政無線で特

別なサイレン音とともにメッセージを流すほ

か、緊急速報メール等により緊急情報をお知ら

せします。 

メッセージが流れたら、直ちに以下の行動をとっ

てください。 

【屋外にいる場合】 

・近くのできるだけ頑丈な建物や 

地下に避難する。 

・近くに適当な建物がない場合は、 

物陰に身を隠すか地面に伏せ 

頭部を守る。 

【屋内にいる場合】・できるだけ窓から離れ、でき

れば窓のない部屋へ移動する。 

～行政からの指示に従って、落ち着いて行動して

ください～ 

▼問い合わせ先 

総務課 防災安全係 ３５-９４０２ 

 

 

飯田税務署では、事業者の方を対象として、消費

税の軽減税率制度に関する説明会を開催します。 

消費税の軽減税率制度は、平成３１年１０月１日

からの消費税率の１０％への引き上げと同時に実施

されます。軽減対象品目の取扱いがある消費税の課

税事業者の方だけでなく、例えば、会議費や交際費

として飲食料品等を購入する事業者の方や、消費税

の免税事業者の方も、取扱商品の適用税率の確認や

適用税率ごとの区分経理など、制度の実施に向けた

準備が必要となります。 

多くの事業者の方に関係のある制度ですので、ぜ

ひご出席ください。 

なお、軽減税率対策補助金についても併せて説明

いたします。 

▼日時 １０月１６日（月） 

          午後１時３０分～３時００分 

▼場所 飯田文化会館 

▼問い合わせ先 飯田税務署 法人課税第１部門  

電話２２-１７４２ 

 

 

弁護士・司法書士による多重責務者無料相談会が

開催されます。借金問題でお困りの方は、この機会

に相談窓口へお出かけください。面談は予約制で行

いますので、事前に予約先へお電話ください。 

▼日時 １０月２５日（水）午前１０時～午後５時 

▼会場 南信消費生活センター（飯田市美術博物館隣） 

▼予約受付期間   

１０月１１日（水）～１０月２４日（火）まで 

※土・日を除く 

▼予約受付時間 午前８時３０分～午後５時００分

▼予約・問い合わせ先 

南信消費生活センター 電話２４-８０５８ 

 

 

 

 

厚生労働省では、１０月を年次有給休暇取得促進

期間としています。 

 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

のために、計画的に年次有給休暇を取りましょう。 

詳しくは、長野労働局ホームページをご覧ください。 

▼問い合わせ先  長野労働局雇用環境・均等室 

電話０２６-２２７-０１２５ 

 

 

 

１０月１日から７日において全国労働衛生週間が

行われます。今年の全国労働衛生週間は、 

「働き方改革で見直そう みんなが輝く 健康職場」 

をスローガンに、全国労働衛生週間を展開し、事業

場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、自

主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ります。 
詳しくは、飯田労働基準監督署までお問い合わせください。 

▼問い合わせ先   

飯田労働基準監督署 電話２２-２６３５ 

 

 

法務省と日本公証人連合会では、毎月１０月１日 

から７日までの一週間を「公証週間」と定めて、公

証制度を正しく理解していただくともに、この制度

のご利用を呼びかけています。 

公証制度は、日常生活における法律的紛争を未然

に防止し、法律上の権利や義務を明確にし、安定さ

せることを目的として、証書の作成等の方法により、

一定の事項を公証人に証明させる制度です。 

 この公証事務を担当する公証人は、判事、検事、

法務次官などを長く務めた法務実務の経験豊かな者

の中から法務大臣が任命した法律の専門家です。 

 次のような約束事には公正証書の作成をお勧め 

します。 

・遺言 ・お金の貸し借り ・不動産の売買や貸し

借り ・離婚に伴う養育費や慰謝料等の支払 

・任意後見契約（公正証書によることが必要です） 

▼飯田公証役場（公証人 岡村幸治） 

〒３９５-００３３ 

飯田市常磐町３０番地 飯伊森林組合ビル２階 

 電話２３-６５０２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼日時 ９月３０日（土）、１０月１日（日） 

▼場所 御大の館 

▼内容 ①日帰り入浴のお客様対象に大抽選大会 

    ②御大の館レストランにて「特別メニュー」

をご用意 

  ※湯ヶ洞でもサービスを行っています。 

▼問い合わせ先   御大の館 電話３５-８２７０ 

産業課 商工林務係 電話３５-９４０５ 

公証週間について 

１０月は年次有給休暇取得促進期間です 
～仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を 

実現しましょう～ 

多重債務者無料相談会のお知らせ 
弾道ミサイル落下時の行動について 

消費税軽減税率制度説明会のお知らせ 

町制 60 周年クイズ⑮ A．町の花「やまぶき」、町の木「柿の木」「きんもくせい」 

 

平成２９年度（第６８回） 
全国労働衛生週間について 

信州たかもり温泉創業２５周年 
記念イベントのお知らせ 


