
               
NO、２８４        ２ 月 生 涯 学 習 情 報     平成３０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火曜日 福祉センター 午後２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５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２６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） 冬期随時開催 下市田学校 未定 自然農法による野菜づくり 

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 

アコーディオン教室 

やまなみ 
２月６・２０日 中央公民館 午後４時～ 愛唱歌をアコーディオンで楽しむ 

牛牧短歌会 ２月１４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１１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２･１６･２６日 

２月７・２１日 
中央公民館 

午後１時～ 

午後７時～ 
詩吟を楽しむ 

瀧里歌会 ２月２日 福祉センター 午後１時～ 短歌を楽しむ 

手まりの会 
２月９日 

２月２３日 

福祉センター 

中央公民館 
午後１時３０分～ 手まり作り 

ひまわり健康体操教室 
２月８日 

２月２２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 
２月６・１３・ 

２７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 ２月８・２２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 ２月２７日 中央公民館 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 

２月３・１７・ 

２４日 
中央公民館 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 

２月４日→２５日（健康センターあさぎり） 午前９時３０分～ 

２月７日・１４日（やすらぎ荘別館） 
２月２１日(公民館大会議室) 午後７時４５分～ 

               
 

 

 

 

 

 

 

▼募集広告  

「広報高森」平成３０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２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１６日（金）午後５時１５分 

▼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 

 

 

 

介護保険制度は、平成１２年４月から施行され支

援を必要とする高齢者を社会で支える仕組みとし

て着実に定着しています。一方で高齢化に伴い介護

サービス利用者も多くなる中、介護給付費の増加、

認知症高齢者、施設入所への需要の高まり等様々な

課題に対応した新たな対策が求められています。 

高齢者を取り巻く現状や今後の高齢化への対策

をより推進するとともに、すべての高齢者が地域社

会において、安心して暮らし続けるまちづくりをめ

ざし、その実現に向けて計画を策定します。 

【計画の期間】 

 平成３０年度から平成３２年度までの３年間 

▼計画（案）の閲覧場所およびパブリックコメント提出先 

・高森町ホームページ 

・役場健康福祉課長寿支援係   

・役場山吹支所 

・高森町ボランティアセンター 

▼提出期限 ２月２０日（火）午後５時１５分 

▼問い合せ先 健康福祉課 長寿支援係  

     電話３５-９４１２・FAX３５-６８５４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校給食センターでは、平成３０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、お申し込みください。 

▼申込条件 

 ・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２９年および平成３０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２９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） 

▼申込期限 ２月２３日（金）午後５時１５分 

▼申込・問い合わせ先 

学校給食センター 電話３５-２３７９ 

 

 

 

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（水）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 

 

 

町では育児・母乳相談（乳房マッサージを含む）

の費用の一部を助成するため産後サポート券をお

配りしています。是非、ご利用ください。 

▼利用できる人 高森町在住で出産後 1年半以内（誕

生月から）のお母さん 

▼助成券の金額と枚数 

１枚１，０００円の券を６枚綴り 

▼利用機関 各医療機関および助産院等 

▼利用内容 乳房マッサージ、母乳に関わる心配ごと、

卒乳の方法・卒乳後の乳房ケア など 

▼お問い合わせ先   

健康福祉課 健康支援係（保健師）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 30 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 

１月の夜間役場は１月２５日(木)です。 
役場窓口を午後７時まで開設します。 

高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の
パブリックコメントを募集しています 

ふれあいスクール 
春休み参加申込について 

高森南小学校 高森北小学校 

２０人 ２０人 

 

「産後サポート券」をご利用ください 

町制 60 周年クイズ㉒ Q. 信州たかもり熱中小学校第２回オープンスクールの開催日は？ 



               
 

 

▼日時 ２月１５日（木） 

午後１時３０分～３時３０分 

▼場所 高森町歴史民俗資料館 学習室 

▼講師 山内尚巳さん（飯田市文化財評議員） 

▼テーマ  

「和宮下向と中山道への伊那郡助郷村の対応」 

  「伊那街道波合関所と井伊直孝支配の中山道 

碓井関所」など 

▼参加費 無料  ▼事前申込 不要 

▼問い合わせ先 

高森町歴史民俗資料館  電話３５-７０８３ 

 

 

新規に柿栽培を始められた方・自家用程度の栽培

で剪定のやり方を習いたい方等、どなたでもお気軽

にお集まりください。 

参加を希望される方は、申し込みをお願いします。 

▼日時 １月３０日（火） 

午後１時３０分～３時００分 

▼集合場所 出原「旬彩館」 

▼講習会場 佐々木 昇さん柿園(丸山公園西側) 

▼持ち物  剪定バサミ、ノコギリ（ある方） 

※防寒対策を整えてお越しください。 

▼参加費 無料 

▼申込期限 １月２２日（月）午後５時１５分 

▼申込・問い合わせ先 

営農支援センターゆうき 電話３５-３０４４ 

 

 
蜜蜂の飼育を行うには、養蜂振興法の規定により

県に届け出が必要です。 

 様式等は町産業課で入手できます。 

▼提出物 飼育届、飼育場所がわかる地図 

▼提出期限  １月３１日（水）午後５時１５分 

▼提出先 高森町役場２階 産業課窓口（郵送可） 

▼問い合わせ先 

産業課 農政係 電話３５-９４０５ 

 

 

飯田市・下伊那郡の企業と障がいをお持ちの方と 

の就職面接会が開催されます。 

 事業主の皆さん、就職を希望される皆さんのご参

加をお待ちしています。 

▼日時 ２月１９日（月） 

         午後１時３０分～３時３０分 

▼開催場所 飯田勤労者福祉センター 

         飯田市東栄町３１０８－１ 

         （さんとぴあ飯田）３階 

▼内容 ・就職を希望する障がい者の方と企業の 

人事担当者との個別面談 

・ハローワーク飯田職員との職業相談 

※参加を希望される方や、詳細については下記まで

お問い合わせください。 

▼問い合わせ先  ハローワーク飯田 ⑪窓口 

    【飯田公共職業安定所】電話３４-８６０９ 

 

 
 

▼日時 ２月２１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 Pro 下井 泉さん 

▼料理メニュー  

 ＊ロール寿司 ＊スプラウトのスープ 

 ＊皮なしシューマイ 他 

▼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１５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２月２０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。≫ 

▼小さなお子さんのいる方もご参加いただけるよう

託児所を設置します。利用希望の方は申し込みの際

にお申し出ください。 

▼申込・問い合わせ先 

営農支援センター「ゆうき」 電話３５-３０４４ 

 

 

 

里親制度や家庭養護の現状を一般の方に理解して

いただくため、里親説明会を開催します。どなたでも

ご参加ください。 

▼日時 ２月４日（日） 

午前１０時３０分～午後３時００分 

▼場所 アピタ高森店 １階催事場 

▼内容 里親制度の説明、体験談、個別相談など 

里親サロン（午後、希望者のみ） 

▼主催 長野県飯田児童相談所 

飯田児童相談所管内里親会 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 こども未来係 

電話３５‐９４１６ 

 

 

 

今後農業をやってみたいと思う方、近い将来農業を

やろうと思う方、職業として農業就職を希望する方等

のご参加をお待ちしております。 

▼日時 ２月３日（土）午前１０時～午後４時 

   ＊受付時間 午前１０時～午後３時 

▼場所 飯田市鼎東鼎２８１ 

ＪＡみどりの広場 ＪＡ営農部第３会議室（２階） 

▼内容 南信州管内の就農希望者、農家Ｕターン者、

定年帰農予定者等の就農に関する相談と

農業法人からの求人情報発信 

▼その他 事前の申込みは不要 

▼問い合わせ先 

    産業課 農政係  電話３５-９４０５ 

○主催：南信州・担い手就農プロデュースおよび管

内農業法人団体 

（※担い手就農プロデュースは、昨年１１月、ＪＡ

みなみ信州と高森町を含む８市町村で設立され

た南信州での就農等を支援する組織） 

市田柿剪定技術講習会開催のお知らせ 

「障がい者ふれあい面接会」開催のお知らせ 

蜜蜂の飼育には届け出が必要です 
 

里親説明会のお知らせ 
～聞いてみませんか、里親制度のことを～ 

 

古文書研究会特別講演会開催のお知らせ 地元農畜産物を使った料理教室 

南信州管内における就農相談会の 
開催について 

               
 

 
 
町では不妊治療の助成を行っています。 

▼期間 年度内（平成２９年４月１日～平成３０年
３月３１日)に１回。 

▼申請の対象 
申請年度内の検査・治療に対して支払いの済ん 

でいる医療費分で、治療に関わった金額の半額。 
(ただし、１０万円が上限) 
また平成２９年度から第２子以降の不妊治療

の方も助成の対象となっています。 
※既に治療が終了している方、治療費が２０万円
(補助申請額が１０万円)を超えた方は、早めに申請
をお願いします。 
※治療が途中の方は、下記までご連絡ください。 
▼お問い合わせ先 

健康福祉課 健康支援係（保健師） 
電話３５-９４１２ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
長野県では「働きたい女性」と「雇いたい企業」

の出会いの場となる、就職に向けての面接会(会社
説明会)を開催します。出展企業の採用担当者から
直接求人内容が聞けて、個別対応で応募ができます。 
予約不要、履歴書不要、普段着着用、お子さま連

れでの来場をお待ちしています。 
▼対象者 
・現在、再就職や転職を希望している女性 
・この春にお子さんを保育園や幼稚園に預けて就職

を希望する女性 
▼日時 １月２８日（日） 

午前１０時３０分～午後０時３０分 
▼場所 かざこし子どもの森公園 

（飯田市丸山町４丁目５５００-１） 
▼参加費 無料  
▼お問合せ先 
南信州地域振興局 商工観光課 

女性就業支援員 原 
電話０８０-８４９２-６４８１ 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

平成３０年４月１日採用の高森町臨時職員を募集します 

不妊治療助成の申請はお早めに 「女性限定の合同面接会」を開催します 

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、期限までに申込みください。 

職種区分 勤務日・賃金等 免許・資格等 

① ５時間パート調理員/３人 

保育園での給食調理業務 

月曜日～金曜日 

午前８時３０分～午後５時１５分の内 

１日５時間勤務 

時給８９０円 

調理師資格のある方、 

または取得見込みの方 

６５歳以下の健康な方 

普通自動車免許 

② ７時間パート保育士/３人 

保育業務 

月曜日～金曜日 

午前８時３０分～午後４時３０分 

1 日 7時間勤務 

時給９２０円 

保育士資格のある方、 

または取得見込みの方 

普通自動車免許 

③ ふれあいスクール指導員/１人 

ふれあいスクールでの児童対応等 

午後１時３０分～７時００分及び 

土曜日・学校の休校日は、 

午前８時３０分～午後７時００分の内

で所属長の指定する時間 

時給８９０円 

子どもたち（児童）と接するこ

とが好きな方 

子どもの健全育成に理解のあ

る方 

６５歳以下の健康な方 

普通自動車免許 

④ 道路管理員/２人 

道路等の草刈、支障木の除去など 

月曜日～金曜日 

午前８時３０分～午後５時１５分 

毎月１６日程度 

日額８，０００円 

刈払機・チェンソー使用 

普通自動車免許 

⑤ 一般事務/１人 

ふるさと納税事務 

パソコンを使ったデータ入力および

データ処理、書類整理、電話応対等 

月曜日～金曜日 

午前８時３０分～午後５時１５分 

日額６，７００円 

６０歳以下の健康な方 

パソコン操作ができる方 

普通自動車免許 

 

※交通費は、通勤距離に応じて別途支給 

※勤務日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  ①職種    １月３１日（水） 午後５時１５分必着 

②③④⑤職種 ２月０９日（金） 午後５時１５分必着 

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

・履歴書兼申込書（高森町ホームページ、総務課行政係窓口にて入手してください。） 

・①②職種 資格証の写し または資格取得見込証明書 

●雇用期間  平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日（場合により延長もあります） 

●試験方法  面接試験（試験日は追って連絡します。） 

●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 

 
町制 60 周年クイズ㉒ A. 2/10（土）午後 1 時 30 分からアグリ交流センターで行います。ぜひご参加ください！ 


