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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 １１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 １１月２７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） １１月１１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 １１月９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 
１１月７・２１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 １１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 
１１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 

１１月３日・２４日 

１１月１日 

１１月１５日 

中央公民館 

中央公民館 

福祉センター 

午後１時～ 

午後７時～ 

午後７時～ 

詩吟を楽しむ 

瀧里歌会 １１月３日 福祉センター 午後１時～ 短歌を楽しむ 

手まりの会 １１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 １１月９・２３日 福祉センター 午前１０時～ 健康な体づくり 

真向法 
１１月７・２１・ 

２８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 １１月２・９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 １１月２７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 

１１月４・２５日 

１１月１１日 

中央公民館 

福祉センター 

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 

１１月４日 箕輪町もみじ湖夢まつりへ（先着２０人） 
１１月８日（福祉センター大ホール） 
１１月１日(公民館大会議室)１１月１５日(福祉センター) 

 
午前９時３０分～ 
午後７時３０分～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼採用職種 事務職（上級） 

▼募集人員 １名 

▼受験資格 昭和６２年４月２日から平成８年４月

１日生まれで、大学卒業程度の学力を有する者 

▼試験日 １１月２６日（日） 

▼試験内容 教養試験・作文試験・一般性格診断検

査・職場適応性検査・集団面接 

▼申込期限 １１月１３日（月）必着 

▼提出物 

①高森町職員採用試験申込書 

  ②エントリーシート 

③ 終学校（卒業見込み）の学業成績証明書 

  ④ 終学校の卒業証明書または卒業見込証明書 

 募集要項・申込書は、役場総務課窓口で入手また

は高森町ホームページからダウンロードできます。 

▼申込・問い合わせ先 

〒３９９‐３１９３ 高森町下市田２１８３‐１ 

高森町役場 総務課 行政係 電話３５‐９４０２ 

 

 

 

町有形文化財である明治の学び舎「下市田学校」

にて、下市田学校応援隊による恒例の落語会を開催

します。身近に寄席の雰囲気を味わっていただき、

楽しいひと時をお過ごしください。 

▼日時 １０月２９日（日） 

     ①午前１０時～ ②午後１時３０分～ 

▼場所 下市田学校（下市田保育園北隣り） 

▼内容 立川寸志独演会 

▼入場料 無料 

▼その他 

・下市田学校の中を見学することができます。 

・午前１１時より、手打ちそば・五平餅の販売を行

います。 

▼問い合わせ先 下市田学校応援隊（吉田） 

電話０７０‐４２１２‐７０２６ 

 

 

 

 

 

 

 

▼日時 

 １１月４日（土）午前７時～午前９時（時間厳守） 

▼収集場所 健康センターあさぎり北側広場 

※入口・場内では係員の誘導に従ってください。 

▼収集品目・処分料 

①電気や電池で動く家庭用使用済小型家電：無料 

○注意事項 

・携帯電話、デジタルカメラ、パソコンなどの個人

情報に関するデータは、必ず消去してください。 

・一度回収した製品は返却できません。 

・電池、灯油、蛍光管、電球、インクカートリッジ、

コンパクトディスク、掃除機のごみパックなどは抜

き取ってください。 

・ビニール袋、段ボール箱などの容器、包装は取り

除いてください。 

【注意】次の品目は粗大ごみ（有料）となります 

・「こたつ」（ヒーター部分のみなら小型家電） 
・電池着火式の石油ストーブ・ガスコンロなど 
・電気カーペット、毛布、敷布 ・木製スピーカー 
・大型健康器具 ・オイルヒーター 
 

 

 

 

 

②粗大ごみ（大型のごみ）：有料 

長さ６０cm を超える金物、魔法瓶、石油ストーブ、

家具、建具、自転車、大型健康・スポーツ器具、ヘ

ルメット、カーボン・グラスファイバー製品など 

・料金は品目、サイズにより算定します。収集会場

で精算していただきますので現金をご用意ください。 

【注意】次の品目は収集しません 

・自動車バッテリー ・土砂 ・瓦 ・消火器 

・ガスボンベ ・農機具 ・農業資材 ・事業系廃棄物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼問い合わせ先 

環境水道課 環境係 電話３５‐９４０９ 

 

 

 

 

 

 

粗大ごみ・小型家電を収集します 

  
高森町役場経営企画課 
℡３５－３１１１(代表) 

平成 29 年１０月１8日発行 高森町役場からの 

お 知 ら せ 版 

町制施行６０周年記念 

高森まるごと収穫祭２０１７ 

～第３７回ふるさと祭り～ 
 

１１月１８日（土）・１９日（日） 開催 

会場） 役場前駐車場・町民体育館北側駐車場 
 

 

ご家族・友人お誘いあって 

ぜひご参加ください！ 

ボックス回収を行っています 

大きさが１５cm×２５cm 以内の小型家電は、役場

１階ロビーの小型家電回収ボックスに投入するこ

とができます。（平日８時３０分～午後５時１５分） 

テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・ 

衣類乾燥機について 
下市田工業団地内「(有)丸伝運送 高森物流センタ

ー」（電話４８‐６６４１）が指定引取場所になっ

ていますので、直接持ち込み可能です。（営業日・

時間は直接お問い合わせください） 
 引き取りにはリサイクル券が必要です。郵便局で

お買い求めください。 

高森町職員採用試験について（追加） 
（平成３０年４月１日採用） 

第９回 おいでてや寄席（よせ） 

高森まるごと収穫祭開催のため、１１月１８日

土曜窓口をお休みします。ご迷惑をおかけし

ますが、ご理解とご協力をお願いします。 
▼問い合わせ先 町民税務課 戸籍住民係 

電話３５‐９４１７ 

町制 60 周年クイズ⑰ Q. 信州たかもり熱中小学校第１回オープンスクールの開催日は？ 



 

 
 

１０月１６日（月）から各医療機関で高齢者イン

フルエンザ予防接種を実施しています。 

 平成２８年度に予防接種を受けられた方と今年度

初めて該当になる方には「インフルエンザ予防接種 

予診票」をお送りしています。 

 「インフルエンザ予防接種 予診票」が郵送されて

いない６５歳以上の方（上記の送付対象者に当ては

まらない方）で今回接種を希望する方は、健康福祉

課健康支援係またはやすらぎ荘に予診票を受け取り

にお越しください。 

▼接種期間 平成２９年１０月１６日（月）から 

      平成３０年１月１５日（月）まで 

▼接種料金 自己負担２，０００円 

※高森町発行の予診票使用に限ります。 

▼その他 

この予防接種は、接種を希望する方が受けるもの

で、町が積極的に勧奨するものではありません。 

 

 

 

 インフルエンザ予防接種を受けたお子さんの保護

者へ費用の一部を助成します。すでに学校・保育園

などを通じて対象となる方へ通知をしています。 

▼対象 下記の項目すべてに当てはまるお子さん 

・接種時(平成２９年度)、高森町に住所がある 

・平成２９年４月１日時点で年齢が満３歳以上満１

６歳未満 

・平成２９年４月１日時点で就学（小学校・中学校）

または保育所・幼稚園などへ入所・通所している 

▼助成内容 

１回目接種 活気アップ商品券２，０００円分 

２回目接種 活気アップ商品券１，０００円分 

▼申請から助成までの流れ 

①医療機関で予防接種を受け、料金をお支払いいた

だき、領収書・明細書をお受け取りください。 

②接種完了後、下記の申請日に必要書類をご提出い

ただき、活気アップ商品券と交換をします。 

※申請は１人につき１回までです。 

▼提出書類 

・高森町子どものインフルエンザ予防接種費用助成

金交付申請書（高森町ホームページから入手可能） 

・インフルエンザ予防接種を受けた際の領収書（原

本）・明細書（インフルエンザ予防接種を受けたこと

がわかるものをご持参ください） 

▼申請場所 福祉センター大ホール 

▼申請日時 

▼問い合わせ先 

健康福祉課 健康支援係 電話３５‐９４１２ 

 

 

 
 

県宝に指定された山吹上平の白髭神社本殿をはじ

め、近隣の神社仏閣には立

川流の彫刻・建築が数多く

残されています。 

立川流の華麗な作品や一

門の匠たちの姿について、

大変興味深いお話を聞くこ

とができます。 

▼日時 １１月１１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 立川芳郎尚冨さん（立川流彫刻６代目） 

▼演題 『立川流の変遷と匠たち』 

▼受講料 年間３講座で５００円（本講座のみ受講

は２００円）※事前申込み不要 

▼問い合わせ先 

高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５‐７０８３ 

 

 
 

パースでの買い物のサポートをしてくれる方を募

集します。いきいき倶楽部の利用者さんの見守りを

してくれる方をお待ちしています。 

▼日程 １１月６日（月）～１０日（金） 

※１日でも可能です。 

▼時間 午後１時１５分～２時１５分 

▼問い合わせ先 

高森町社会福祉協議会 いきいき倶楽部（北原） 

電話０９０‐１８６７‐２９９９ 

 

 
 

環境省では、国内にある全形象牙の国内在庫を把

握するため、「象牙在庫把握キャンペーン」を今年８

月から２年間の予定で開始しました。 

▼未登録の象牙の売買・譲渡はできません 

象牙を所持しているだけであれば違法ではありま

せんが、未登録の象牙を売る、譲ることは違法です。 

▼未登録の象牙を持っている方は下記までご連絡く

ださい。 

※登録の対象は全形を保持した象牙のみです。印鑑

やアクセサリーなど象牙製品は登録の対象外です。 

▼連絡先 

象牙在庫把握キャンペーン事務局 

電話０３‐６６５９‐４６６０ 

（受付時間：１０時～１７時／土日祝日を除く） 

▼象牙を登録しないと… 

登録に必要な書類の紛失や記憶が曖昧になり入手

の経緯などを説明できなくなり、いざ登録しようと

思ったときに登録できなくなってしまいます。 

平成３１年夏から、象牙を取得した経緯を説明す

る書類の審査が厳しくなる予定です。 

▼問い合わせ先 

環境水道課 環境係 電話３５‐９４０９ 

申請日 受付時間 

平成３０年１月１３日（土） 

       ２０日（土） 

       ２７日（土） 

午前８時３０分 

～正午 

平成３０年１月１５日（月） 

       ２２日（月） 

       ２９日（月） 

午後１時００分 

～午後７時００分 

高齢者インフルエンザ予防接種について 

小児インフルエンザ予防接種 
費用助成について 

時の駅講座 第３講座 

『立川流の変遷と匠たち』 

白髭神社本殿 

買い物サポートボランティアを募集します 

未登録の象牙をお持ちではありませんか？ 

 

 
 

カラス、猿などによる農作物被害防止用爆音器に

対し苦情が寄せられています。爆音器による騒音問

題を防ぐため、次の事項の徹底をお願いします。 

①住居から直線距離にして 200ｍ未満の位置で使用

しないようにしましよう。 

②早朝および夜間には使用しないようにしましょう。 

③防鳥網などの使用を推進しましょう。 

※住居から 200ｍ以上離れた位置に設置する場合に

おいても、設置期間を必要 低限の使用に留めると

ともに、事前に近隣住民に知らせるなど、周辺環境

に十分配慮して使用するよう心掛けてください。 

▼問い合わせ先 

産業課 農政係 電話３５‐９４０５ 

 

 

 

 

 
 

 高齢者やその周りの方々が安心して生活できる環

境づくりを進めるためのフォーラムを開催します。 

▼日時 １１月１６日（木） 

午後１時３０分～４時３０分 

▼場所 飯田市鼎文化センター 

▼対象 どなたでも 

▼内容 ・講演「認知症の予防について」 

      講師：天野 直二（岡谷市民病院長） 

    ・寸劇「知って防ごう！詐欺被害」 

      講師：長野県弁護士会 

▼主催・問い合わせ先 

飯田保健福祉事務所 福祉課 電話５３‐０４１０ 

 

 

 
 

県内で大規模災害が発生した場合、県内の各消防

本部から「長野県消防相互応援隊」が集結して消火・

救助・救急活動を行います。御嶽山噴火災害や長野

県北部地震では実際に現場で活動しました。 

 今年は飯田市で開催される長野県総合防災訓練に

併せて、長野県消防相互応援隊の合同訓練を行いま

す。日頃見ることのできない特殊な消防車両が多数

参加しますので、ぜひ見学にお越しください。 

▼日時 １１月５日（日）午前８時～午後１時 

▼場所 川路多目的広場（飯田市川路２５００番地） 

▼問い合わせ先 

南信州広域連合飯田広域消防本部 警防課 

電話２３‐０１１９ 

 

 

 

▼日時 １１月２１日（火） 

     午後１時３０分～３時３０分 

▼場所 飯田文化会館 

▼対象 源泉徴収義務者 

▼問い合わせ先 

飯田税務署 法人課税第１部門 電話２２‐１１６５ 

 

 
 

第十回特別弔慰金の請求期限が近づいています。 

請求期限（平成３０年４月２日）を過ぎると受ける

権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。 

▼支給対象者 

平成２７年４月１日（基準日）において「恩給法

による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族援護法

による遺族年金」を受ける方（戦没者の妻や父母な

ど）がいない場合に、次の順番による先順位のご遺

族お一人に特別弔慰金が支給されます。 

戦没者等の死亡当時のご遺族で 

１.平成２７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族

等援護法による弔慰金受給権を取得した方 

２.戦没者等の子 

３.戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹 

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているこ

と等の要件を満たしているかどうかにより順

番が入れ替わります。 

４.上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族 

※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生

計関係を有していた方に限ります。 

▼支給内容 額面２５万円５年償還の記名国債 

▼問い合わせ先 

健康福祉課 地域福祉係 電話３５‐９４１２ 

 

 

 
 

台風１８号による擦れ果等に伴い、病害虫防除の

ために農薬散布をした農家の皆さんを対象に農薬購

入金額の一部を補助します。すでにＪＡみなみ信州

農協へ農薬購入補助を申請された方は除きます。 

▼対象農薬 「トップジンＭ水和剤」 

※台風１８号被害防除のために使用したもの 

▼対象農薬購入期間 

平成２９年９月１８日（月）～２３日（土） 

▼補助割合 対象農薬購入費用の１／２ 

▼申請方法 高森町役場産業課窓口にて交付申請書

を入手または高森町ホームページにて申請用紙をダ

ウンロードしてください。 

▼申請期限 平成２９年１１月２日（木） 

▼申請・問い合わせ先 

産業課 農政係 電話３５‐９４０５ 

 

 
 

１１月より隔月で結婚相談所を開設し、相談員３

人で相談をお受けします。秘密は厳守しますので、

お気軽にご相談ください。 

▼開設日 平成２９年１１月１１日（土） 

     平成３０年 １月２０日（土） 

     平成３０年 ３月１０日（土） 

▼時間 いずれも午後２時～５時 

▼場所 やすらぎ荘別館 

▼対象者 結婚相談を希望される町内の独身の方 

▼利用方法 事前に予約をしてください 

▼予約・問い合わせ先 

高森町社会福祉協議会 電話３４‐３７１７ 

平成２９年度 南信地区 
認知症高齢者対策 

高齢者虐待防止フォーラム 
開催のお知らせ 

鳥獣害防止用爆音器の騒音防止について 戦没者等のご遺族の皆さまへ 

長野県消防相互応援隊 
合同訓練を実施します 

台風１８号被害に伴う 
農薬購入費用の補助について 

年末調整説明会のお知らせ 

結婚相談所を開設します 

町制 60 周年クイズ⑰ A. 10/28（土）午後 1 時 30 分から福祉センターで行います。入場無料ぜひご参加ください！ 


