
NO、２８２        １２ 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 １２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 １２月１８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） 
１２月９日 

１２月１１日 

下市田学校 

福祉センター 

午前８時～ 

午後６時～ 
自然農法による野菜づくり 

たんころりん １２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 
１２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 １２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 
１２月１０日 福祉センター 午後１時～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 
１２月１・１５日 

１２月６・２０日 
福祉センター 

午後１時～ 

午後７時～ 
詩吟を楽しむ 

瀧里歌会 １２月１日 福祉センター 午後１時～ 短歌を楽しむ 

手まりの会 １２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 
１２月１４日 

１２月２８日 

福祉センター 

中央公民館 
午前１０時～ 健康な体づくり 

真向法 
１２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 １２月７・１４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 

やさしい 

ヨガストレッチの会 

１２月８日 

１２月１６日 

１２月２３日 

中央公民館 

中央公民館 

福祉センター 

午後８時～ 

午前９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 

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 

１２月１０日天竜川ウォーキング 午前９時３０分～ 
１２月６日（やすらぎ荘別館） 
１２月２０日(公民館大会議室) 午後７時４５分～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任期満了に伴う高森町長選挙が、平成３０年１月

１４日（日）に行われる予定ですが、この選挙につ

いての立候補予定者説明会及び事前審査が行われま

す。立候補を予定されている方、関係される方々は

ご出席ください。 

▼立候補予定者説明会 

日時 平成２９年１２月２０日（水）午前９時～  

場所 役場３階大会議室 

▼事前審査 

日時 平成３０年１月５日（金）午前９時～  

場所 役場３階中会議室 

▼告示・立候補受付 

日時 平成３０年１月９日（火） 

午前８時３０分～午後５時００分 

▼投票   

日時 平成３０年１月１４日（日） 

午前７時～午後８時 

※何人も、有権者の家を一軒ごとに訪問して投票を

依頼したり、候補者の氏名を宣伝する行為は、戸別

訪問に該当し公職選挙法で禁止されています。 

選挙違反で最も多いのが、文書違反で、その次に

多いのが、有権者の家を訪ねて投票を依頼する戸別

訪問です。法律をよく理解し、選挙違反にならない

ようお願いします。 

▼問い合わせ先 

選挙管理委員会 電話３５-９４０４ 

 

 

 

所得税の青色申告者を対象に平成２９年分所得税

青色申告決算説明会を、次の日程により開催します。 

【対象：営業・不動産所得】 

▼日時 １２月１日（金） 

午後２時００分～３時３０分 

▼場所 豊丘村役場保健センター２階 

【対象：農業所得】 

▼日時 １２月１２日（火）午前１０時～正午 

▼場所 ＪＡみなみ信州高森支所２階大会議室 

▼問い合わせ先 飯田税務署 個人課税第１部門  

電話２２-１１６５ 

※自動音声案内が流れますので「２」をお選び 

ください。担当部署におつなぎします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼日時 １２月１９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 牧内勉さん 

▼料理メニュー 

  ＊芋ご飯 

  ＊野沢菜漬と高野豆腐の吉鍋風豚汁 

  ＊甘酒ドレッシングのサラダ（温野菜サラダ） 

  ＊大根とひき肉のはさみ蒸し 

  ＊りんごとさつまいものことこと煮（デザート） 

▼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 １２月１４日（木）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１２月１８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。≫ 

▼小さなお子さんの居る方の参加のため、託児所設

置を計画します。利用希望の方は申込の際申し出く

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 

 

 

 

平成３０年度の長野県「地域発 元気づくり支援

金」の説明会が開催されます。「地域をよくしたい」

「こんな活動をしてみたい」など、地域づくりに活

用してみませんか。 

▼日時 １２月２０日（水） 午後２時～４時 

▼場所 飯田合同庁舎３階講堂 

▼問い合わせ先 経営企画課 協働推進係 

        電話３５-９４４１ 

 

 

 

▼募集内容 ◎デイサービスセンターやすらぎ荘 

介護職員 

      ◎訪問介護事業所 

訪問ヘルパー 

▼募集人員 それぞれ若干人 

▼資格 介護職員初任者研修・ヘルパー２級以上 

▼問い合わせ先 

高森町社会福祉協議会 電話３４-３７１７ 

 

 

年末に向けて、酒席も増えるシーズンとなってきま

す。お酒を飲む集まりには、帰りの足を気にせず、飯

田線で出かけてみませんか。 

平成３０年度「地域発 元気づくり支援金」
説明会が開催されます 

１２月の夜間役場は１２月２５日（月）です。 

役場窓口を午後７時まで開設します。 

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。 

高森町役場経営企画課 
℡３５－３１１１(代表) 

平成 29 年 11 月１7日発行 高森町役場からの 

お 知 ら せ 版 
高森町長選挙 

立候補予定者説明会および事前審査 

 

地元農産物を使った料理教室 

所得税青色申告決算説明会のお知らせ 

高森町キャラクター 

柿丸くん 

JR 飯田線を利用しましょう！！ 

急募！！ 社会福祉協議会 

パート職員募集のお知らせ 

町制 60 周年クイズ⑲ Q. 来年３月に韓国で開催されるオリンピックの名称は？ 



 

 

 

 
台風２１号による擦れ果等に伴い、病害虫防除の

ために農薬散布した農家の皆さんを対象に、町では

農薬購入金額の一部を補助します。なお、既に JA み

なみ信州農協に対し農薬購入補助を申請された方は

除きます。 
▼補助金交付の要件や内容 

1.対象農作物：りんご 
2.対象農薬：「トップジン M 水和剤」 
（台風２１号被害防除のため使用したものであること） 
3.購入期間 １０月２３日(月)～２９日(日) 

      にかけて購入されたものが対象です。 
4.補助割合：対象農薬購入費用の１/２ 

5.申請方法：高森町役場産業課窓口にて交付申請書等

入手または、町ホームページにて申請用

紙等をダウンロードしてください。 
6.申請期限：１１月３０日(木)まで 
▼問い合わせ先  

産業課 農政係  ３５-９４０５ 
 
 

  

南信消費生活センターでは、多くの皆様に、最新の

消費者問題や消費生活知識等を習得していただくた

めに、「くらしのセミナー」を開催しています。 

 今回は、アパートなどへの入居に係る契約から退

去に関して、建物賃貸借契約で知っておきたいこと

や、敷金精算トラブルと国土交通省原状回復ガイド

ラインについて、専門家の立場から一般消費者向け

のお話をしていただきます。 

 多くの方々に参加していただきますようご案内申

し上げます。 

▼開催日 １２月１３日（水） 

     午後１時３０分～３時００分まで 

▼テーマ 賃貸借契約講座 

     ～アパートなどの入居から退去まで～ 

▼講 師 一般財団法人不動産適正取引推進機構 

     調査研究部 金子 寛司 氏 

▼場 所 南信消費生活センター２階大会議室 

    （飯田市追手町 飯田市美術博物館東隣） 

▼共 催 南信地区消費者の会連絡会 

▼参加料 無料 

▼問い合わせ先 

    南信消費生活センター 電話２４-８０５８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「世界人権宣言」は、基本的人権及び自由を尊重し

確保するために、世界の全て人々とすべての国々と

が達成すべき共通の基準として、昭和２３年（１９

４８年）１２月１０日の第３回国際連合総会におい

て採択され、本年で採択６９周年を迎えます。 

 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競

技大会の開催に向けて、我が国の人権状況に関心が

高まる中、今一度、世界人権宣言の意義や人権に対

する理解を深める取り組みを進め、全ての人々の人

権が尊重される豊かで安心できる成熟した社会の実

現を図っていきましょう。 

 飯田人権擁護委員協議会では、期間中人権啓発活

動等を行います。 

▼期間 １２月４日（月）～１０日（日） 

▼重点目標 

「みんなで築こう 人権の世紀  

～考えよう相手の気持ち 未来へつなげよう 違い

を認め合う心～」 

▼街頭啓発 

 北部地区  喬木村 Ａコープたかぎ店 

   １２月１０日（日）午前１０時～正午 

▼特設人権相談所 

北部地区  松川町上片桐改善センター 

１２月１０日（日）午前９時～正午 

※人権に関することでお困りのことがありましたら、

お気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は

厳守されます。 

▼問い合わせ先 

 健康福祉課地域福祉係 電話３５-９４１２ 

   飯田人権擁護委員協議会または長野地方法務局 

          飯田支局 電話２２-００１４ 

 

 

 

 
長野県青年司法書士協議会では、空き家問題に関

する電話相談会を開催します。 
▼日時 １２月３日（日） 

午前１０時～午後４時まで 

▼電話番号 ０１２０-４４８-７８８ 
（フリーダイヤル） 

▼相談料 無料 ※秘密は厳守します。 
▼問い合わせ先 

長野県青年司法書士協議会  
電話０２６-２４８-７８０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司法書士による「空き家問題１１０番」 
～もう空き家は放置できない？～開催のお知らせ 

「第６９回人権週間」について 
 

台風２１号被害に伴う 
農薬購入費用の補助について 

 

信州たかもり温泉 

「御大の館」名物イベント【りんご風呂】を開催  

～１年に一度だけ～ 
▼期間  １１月２５日(土)、２６日(日)  

午前１０時００分～午後９時３０分（受付終了午後８時３０分） 

▼その他 回数券の特売も行います 

▼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 

「第３回くらしのセミナー」開催について 
 

 

 

 

来春、大学等・高校を卒業される方と３５歳未満の

一般求職者を対象とした就職面接会を開催します。 

▼日時 １１月２４日（金） 

午後１時２０分～４時００分 

（求職者の受付は午後１時～） 

・就職セミナー  午後１時２０分～１時３５分 

  「現在の飯伊地域の雇用情勢と面接会参加後の

就職活動の流れについて（仮題）」 

・参加企業プレゼンテーション 

         午後１時４０分～２時３０分 

・面接会     午後２時４０分～４時００分 

▼場所 飯田文化会館（飯田市高羽町５-５-１） 

▼対象者 平成３０年３月新規大学等、高等学校の

卒業予定者、３５歳未満で、正社員（正規職）の就

職先をお探しの方であればどなたでも参加できます。 

▼参加事業者  ２０事業所を予定 

▼お問い合わせ先 

ハローワーク飯田（飯田公共職業安定所） 

電話 ２４-８６０９ 

 

 

 

 

県教育委員会では、これからの高校教育のあり方

をまとめるため「学びの改革 実施方針」の検討を

行っています。下記の日程で懇談会を開催しますの

でご意見をお聞かせください。事前の申し込みは不

要で、どなたでも参加できます。 

▼日時 １２月１８日（月） 

午後６時３０分～８時３０分 

▼場所 飯田鼎文化センター 

▼問い合わせ先 

長野県教育委員会事務局高校教育課 

電話０２６-２３５-７４５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県司法書士会では、標記相談を面接相談及び

電話相談の方式により下記のとおり実施します。 

▼日時 １２月１０日（日） 

午前１０時～午後５時 

▼相談方法 下記会場における面接相談（来所相談）、

または電話相談 

１．面接相談（要予約） 

会場 長野県司法書士会館２階（長野市妻科３９９） 

予約 電話番号 ０２６-２３２-７４９２ 

２．電話相談（フリーダイヤル） 

電話番号 ０１２０-４４８-７８８ 

▼相談料 面接相談・電話相談いずれも相談料は不

要 

▼相談例 自動車事故で双方の車が破損し、どちら

が悪いか争いになっている。信号が赤で停まってい

たら、後ろからぶつけられ車が破損した。 

※その他、主に物損に関する交通事故の相談をお

受けします。 

▼問い合わせ先 

長野県司法書士会 

電話０２６-２３２-７４９２ 

 

 

 

下伊那郡町村会では、郡内の社会福祉施設を対象

に、社会福祉の増進を目的として、共同募金からの

配分を受けられない事業に対し支援しています。そ

の原資は主に企業・会社からの賛同をいただいてい

ますが、近年寄付額が減少しています。 

民間の社会福祉事業を支援するため皆さまのご理

解とご協力をお願いします。 

▼問い合わせ先 

下伊那郡町村会（飯田合同庁舎内） 

電話２２-０５５６

飯伊地域 新卒・わかもの応援就職面接会が

開催されます 

県立高校 

「学びの改革」地域懇談会 

 

◆時間外・休日の役場窓口および郵便局での諸証明発行について◆ 
町では、通常の業務時間の他に窓口業務を行っています。また、町内４郵便局（市田・下市田・上市田・

山吹の各郵便局）では、諸証明の発行（本人のみ）も行っております。どうぞ、ご利用ください。 

開設日／ご利用時間 
ご利用できる内容 

（日によって取り扱い業務が違いますので、ご注意下さい。） 

●夜間窓口 

毎週月曜日（平日のみ） 

午後５時１５分～７時００分まで 

・印鑑の登録 ・印鑑登録証明書の発行 ・住民票の写しの発行 

・戸籍全部事項（謄本）・個人事項（抄本）証明書の発行 ・各種税証明書の発行 
 ※除籍謄本など上記以外の証明書の発行はできませんのでご了承ください。 

●土曜窓口 

毎週土曜日（祝日除く） 

午前８時３０分～正午まで 

・印鑑の登録 ・印鑑登録証明書の発行 ・住民票の写しの発行 

・戸籍全部事項（謄本）・個人事項（抄本）証明書の発行 
※税に関する証明や除籍謄本など上記以外の証明書の発行はできませんのでご了承ください。 

●夜間役場 

毎月２５日（休日の場合は翌平日） 

午後５時１５分～７時００分まで 

・町税や各種料金の納付に関する業務 

・転出入の手続き（上下水道・ごみ関係、各種福祉関係の給付に係る手続き含む）など 

・印鑑の登録 ・印鑑登録証明書の発行 ・住民票の写しの発行 

・戸籍関係の証明書の発行 ・各種税証明書の発行 
 

●郵便局での諸証明発行 
平日 午前９時～午後５時まで 

本人の住民票写し ・本人の所得証明書、納税証明書 

・本人の戸籍謄本 ・戸籍抄本 ・本人の印鑑登録証明書  
※本人確認ができるものが必要です。印鑑、印鑑登録証が必要な場合があります。 

 

司法書士による 
「交通事故の物損トラブル無料相談会」 

下伊那郡町村会福祉振興事業への 

ご協力のお願い 

町制 60 周年クイズ⑲ A. 平昌（ﾋﾟｮﾝﾁｬﾝ）ｵﾘﾝﾋﾟｯｸです。牛牧の熊谷昌治選手がﾊﾟﾗｱｲｽﾎｯｹｰで出場します。みんなで応援しましょう！！ 
 


