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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 ３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 ３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） 冬季随時開催 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木曜日 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 
３月６・２０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 ３月１４日 中央公民館 午後１時～ 短歌の勉強 

詩吟クラブ 
３月１６日 

３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 ３月２日 中央公民館 午後１時～ 短歌を楽しむ 

手まりの会 ３月９・２１日 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 ３月８・２２日 福祉センター 午前１０時～ 健康な体づくり 

真向法 
３月６・１３・２０ 

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 ３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 ３月２６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 

３月３・１０・ 

１７・２４・３１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 

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 

３月１０日（町民体育館） 
３月７・１４日（やすらぎ荘別館） 
３月２１日（公民館大会議室） 

午前９時３０分～ 
 

午後７時４５分～ 

広報高森・お知らせ版に関する意見・要望を募集します！ 
 

 毎月発行し、全戸配布している「広報高森」「お知らせ版」を普段ご覧になる中で感じて

いること、もっとこうしてほしい！こんな記事・情報を掲載してほしい！など、どんな意

見でも構いませんので意見・要望等をお寄せください。 
▼募集期間 ３月２日（金）まで 
▼募集方法 ・町ホームページの募集フォームに入力、または、アンケート用紙（ホーム

ページまたは経営企画課窓口で入手）に記入し、直接または FAX にて提出してください。 
▼提出・問い合わせ先 経営企画課 協働推進係 電話３５‐９４４１ 

 

 

 

 

 

 

 

 収集した古着類は工業用ウエスに加工しています。 

▼日時 ３月３日（土）午前７時～９時 

▼場所 町民体育館下駐車場 

▼出し方 

・中が見えるビニール袋に入れて出してください。 

・「その他プラスチック専用袋」（赤字袋）も利用可。

※中が見えない袋、肥料袋、紙袋、「その他プラスチ

ック専用袋」以外の指定ごみ袋では出せません。 

▼収集できないもの 

・汚れ、破損が著しいもの 

・学生服、ユニフォーム、作業服、下着、着物、ダ

ウン・中綿入り衣類、帽子、ぬいぐるみ、敷パッド、

こたつ敷、玄関マット➜燃やすごみ 

・毛布、布団類➜①燃やすごみまたは②粗大ごみ 

①燃やすごみに出す場合 

切断して「燃やすごみ袋」に入れて出すか、稲葉

クリーンセンターに直接搬入（10kg あたり 180 円） 

②粗大ごみに出す場合 

有料収集 次の収集日は３月１０日（土） 

▼その他 

・収集時間厳守。時間外の受け取りはできません。 

・収集場所、付近の道路は混雑します。係の誘導に

従い、通行には十分ご注意ください。 

・悪天候の場合、収集日を延期することがあります。

延期するときは音声放送で告知します。 

▼事前受け入れ 

 収集日当日に都合の悪い方はご利用ください。 

 受入日：２月２７日（火）、３月２日（金） 

 場所：環境ステーション（町民体育館下） 

 時間：両日ともに午前９時～正午（時間厳守） 

▼問い合わせ先 

環境水道課 環境係 電話３５‐９４０９ 

 

 

 

 町内外から寄贈された江

戸時代から昭和にかけて

の貴重なひな人形を展示

します。併せて、公民館美

人画教室の皆さんの作品も

展示します。 

 弥生三月。資料館で「春」を満喫してください。 

▼期間 ３月１日（木）～４月１日（日） 

※３月の休館日：５、１２、１９、２２、２６日 

▼時間 午前９時００分～午後４時３０分 

▼場所 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

▼入館料 高森町民は無料 

（町外の方は大人２００円、小人１００円） 

▼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 

３月１０日（土）午前７時～９時（時間厳守） 

▼収集場所 ほたるパーク山吹（アピタ高森店裏） 

※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しません。 

・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取

り外してください。 

・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（ヒーター部分のみは小型家電） 

・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 等 

 

 

 

 

 

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 

【大型の「燃やすごみ」の扱い】 

 平成２９年９月から「燃やすごみ」の対象になっ

た、マットレス、絨毯、カーペット、プラスチック

製品（衣装ケース、収納ボックス、クーラーボック

ス等）等は「粗大ごみ（有料）」としても収集します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼問い合わせ先 

環境水道課 環境係 電話３５‐９４０９ 

 

 
高森町役場経営企画課 
℡３５－３１１１(代表) 

平成３０年２月１６日発行 高森町役場からの 

お 知 ら せ 版 
古着・古布を収集します 小型家電・粗大ごみを収集します 

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

場玄関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「㈲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、直接お持ち込みください。（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。 

企画展「ひな人形と美人画」 

天保内裏雛 

町制 60 周年クイズ⑱ Ｑ. 2/10 に開催した信州たかもり熱中小学校オープンスクールの参加者の人数は？ 



 

 

▼日時 ３月２０日（火） 

     午前１０時～午後１時頃 <試食後解散> 

▼場所 福祉センター２階 調理室 

▼講師 エプロンサポーター 小澤 和子さん 

▼料理メニュー ＊トマト豚チーズ巻 

        ＊茶わん蒸し 

        ＊まぜまぜ きのこごはん 

        ＊りんごを使ったスイーツ 

▼定員 ２０人程度（参加希望者が５人以下の場合は中止） 

▼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 

▼申込期限 ３月１５日（木） 

※参加キャンセルの受付は３月１９日（月）午前９

時までにお願いします。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 

 

 

 平成３０年４月に子ども等が入学を予定している

方に、入学準備にかかる費用をお貸しします。 

▼貸与額 上限４０万円（１万円単位で希望する額） 

▼募集予定人員 若干人 

▼貸与対象者 

・経済的理由で就学困難と認められること 

・保護者が高森町に居住していること 

・翌年度に高校・大学・短期大学・専修学校に入学

を予定している子ども等がいること。 

・保護者および同一世帯の方に町税等の滞納がないこと 

▼償還期間 

貸付けをした月の翌月から起算し、１年据え置き、

就学期間内（無利子） 

▼申込用紙・入手方法 

 教育委員会事務局窓口にて入手または町ホームペ

ージよりダウンロードしてください。 

▼受付期間 平成３０年３月３０日（金）まで 

 

 

 

 申込書の受付および面接を下記の日程で行います。

申込書を持参の上、指定の時間内にお越しください。 

▼日時 ３月３日（土）午前９時～正午 

▼場所 中央公民館 ２階 学習室 

※当日ご都合の悪い方は２月２６日（月）～３月２

日（金）午前８時３０分～午後５時１５分の間に教

育委員会事務局へ直接お越しいただき、申込書の提

出と面接を受けてください。 

※平成２９年度にふれあいスクールを利用された方

も、新たな申込みが必要となります。 

※申込用紙は教育委員会事務局窓口にて入手または

町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 

 

 

 

 企業的農業経営者としての経営センスや専門的知

識・技術について、少人数による高度で実践的な教

育を受けられる実践経営者コースの学生を追加募集

します。 

▼募集人員および修業年限等 

▼出願期間・入試日時・合格発表 

※願書に必要な提出書類、受験資格、受験料などに

ついては、下記までお問い合わせください。また、「長

野県農業大学校ホームページ」「長野県公式ホームペ

ージ Website 信州」でも入試情報を掲載しています。 

▼願書提出・お問い合わせ先 

長野県農業大学校 電話０２６‐２７８‐５２１１ 

 〒３８１‐１２１１ 長野市松代町大室３７００ 

 

 

 

 平成３１年から農業者を対象とした農業経営収入

保険制度がスタートします。制度加入には青色申告

が必要であり、平成３２年産からこの制度を活用し

たい方は３月１５日までに最寄りの税務署に「青色

申告承認申請書」を提出してください。 

▼農業経営収入保険制度とは 

 品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少

のみではなく、価格低下なども含めた収入減少を補

てんする仕組みです。 

▼対象 青色申告を行っている農業者（個人・法人） 

※５年以上の青色申告実績がある方が基本ですが、

新規就農者も青色申告実績が１年分あれば加入可能

です。（平成３２年産からの加入） 

▼内容 

・当年の収入が基準収入の９割を下回った場合に、

下回った額の９割（支払率）を補てんします。 

・農業者は保険料・積立金を支払って加入します。 

※詳しくは１月１８日配布「NOSAI ながの３月号」を

ご覧ください。 

▼問い合わせ先 

長野県農業共済組合 下伊那支所 電話２３‐７６００  

産業課 農政係 電話３５‐９４０５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学科 募集人員 修業年限 入学試験 

総合農学科 
（実践経営者コース） 

若干人 ２年 
筆記試験：小論文 

人物考査（面接） 

願書受付期間 試験日 合格発表 

２月２６日（月）まで ３月９日（金） ３月１３日（火） 

地元農畜産物を使った料理教室 

入学準備金貸付希望者を受け付けます 

ふれあいスクール（ふれあいクラブ・学童クラブ） 

平成３０年度の参加申込みについて 

平成３０年度長野県農業大学校 

農業経営収入保険制度開始 
～加入のために青色申告を行いましょう～ 

日本映画大学製作 

短編ドキュメンタリー完成謝恩上映会 
 

日本映画大学学生が来町し、高森町内で撮影し

たドキュメンタリーの上映会を行います。 
▼日時 ３月５日（月）午後４時～５時 
▼会場 福祉センター大ホール ※入場無料 
▼作品内容 「龍が立つ時」（３６災害について） 
▼問い合わせ先 
経営企画課 みらい創生係 電話３５‐９４４１ 

 

 

▼職種・人員 高森町立保育園 看護師 １人 

▼資格 ６０歳以下の健康な方で、看護師免許（平

成３０年３月３１日までに取得見込みを含む）およ

び、普通自動車免許のある方 

▼勤務内容 高森町立保育園における園児の健康管

理、ケガの対応、保育補助等 

▼雇用期間（勤務良好な場合は更新雇用可能） 

平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

▼勤務日・時間 月曜日～金曜日／午前８時～午後

７時の間で実労７時間４５分（出退勤時間、休憩は

所属長の命による） 

▼給与手当 賃金（日額：７,６００円）、期末手当、

通勤手当（町基準による） 

▼選考方法 面接試験（期日は応募時に調整） 

▼提出書類 申込書・履歴書（町ホームページ、教

育委員会事務局にて入手してください）、資格証の写

しまたは資格取得見込証明書（持参または郵送で） 

▼申込期限 ３月９日（金）午後５時１５分必着 

▼提出・問い合わせ先 

高森町教育委員会事務局 電話３５‐９４１６ 

 

 

 
 

 住民の生命や財産を守る重要な役割を担う消防団

員。火災発生時の消火活動、地震や大雨など自然災

害発生時の警戒と防災活動、平常時には火災予防活

動、各種訓練等を行います。 

▼入団資格 ・町内に居住または勤務されている方 

      ・１８歳以上３３歳未満の方 

▼処遇等 

団員は非常勤特別職の地方公務員であり、公務に

よる死傷や病気は公務災害補償の対象となります。

一定期間勤めた場合は退職報償金が支給されます。 

▼問い合わせ先 

総務課 防災安全係 電話３５‐９４０２ 

 

 

 平成２９年度から、第２子以降の治療も助成の対

象となっています。すで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

た方はお早めに申請してください。 

▼申請期間 年度内（平成２９年４月１日～平成３

０年３月３１日）に１回。 

▼対象 申請年度内の検査・治療に対して支払いが

お済みの医療費分 

▼助成額 治療にかかった金額の半額（上限１０万円） 

※まだ治療が途中の方は下記までご連絡ください 

▼問い合わせ先 

健康福祉課 健康支援係 電話３５‐９４１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 失業・倒産・多重債務等について弁護士が相談に

応じ、併せて保健師による健康相談を行います。 

※予約制・無料（相談希望日２日前までに要予約） 

▼開催日 ３月１日・８日・１５日・２２日 

▼場所 飯田保健福祉事務所 

▼申込・問い合わせ先 

飯田保健福祉事務所 健康づくり支援課 

電話０２６５‐５３‐０４４４ 

 

 

 高森ささえあいネットワーク（協議体）では、超

高齢社会を目前に控え、地域に暮らす人々が互いに

支え合える仕組み作りのヒントとしていただくため

に開催します。町内でサロンを開催している６団体

の皆さんによる特色ある活動紹介を交え、サロンの

良さを知り、町内全地区でサロンが開催されること

を目指しています。 

▼日時 ３月４日（日）午後１時３０分～４時００分 

▼場所 福祉センター２階大ホール 

▼内容 ・町内サロン６団体の活動報告 

    ・参加者皆さんとの意見交換、交流 

▼問い合わせ先 

健康福祉課 長寿支援係 電話３５‐９４１２ 

高森町ボランティアセンター 電話３４‐３００１ 

 

 

 じゃがいもの植え付けから収穫までの栽培体験参

加者を募集します。 

▼植え付け ４月中旬 

▼収穫   ７月下旬～８月上旬 

※植え付け、土寄せ、収穫等の栽培作業は参加者自

身で行います。 

・一区画は畝の長さ約８ｍで、種芋を２０個用意し

ます。品種は、キタアカリ・男爵・メークインの３

品種になりますので、申込み時に栽培する品種を指

定してください。 

・一区画の料金は１,５００円です。 

▼場所 中央道上り線 高森バス停駐車場南隣 

▼募集区画 ６０区画（一人２区画まで） 

※６０区画埋まり次第募集を締め切ります。 

▼申込・問い合わせ先 

営農支援センター「ゆうき」電話３５‐３０４４ 

ＦＡＸ３５‐５７８４ 

 

 

▼募集期間 ２月２８日（水）まで 

▼応募方法について 

・計画案をご覧いただき、意見のある方は指定の用

紙必要事項を記入し、経営企画課窓口に持参または

Ｅメール・郵送にて提出してください。 

・計画案と提出用紙は町ホームページでご覧いただ

けます。ホームページを見ることができない方は下

記までお問い合わせください。 

▼提出・問い合わせ先 

経営企画課 協働推進係 電話３５‐９４４１ 

 

平成３０年度 臨時職員募集 

高森町消防団員を募集しています 
～大切な人・地域を守るためにあなたの力を～ 

不妊治療助成申請はお済みですか? 

くらしと健康の相談会のご案内 

「サロン居場所サミット in 高森」 

じゃがいも栽培を体験しよう！ 

高森町景観計画（案）への意見募集について

３月の夜間役場は３月２６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窓口に併せて 

開設します。 

町制60周年クイズ⑱ Ａ. 180人です。多くの皆さまのご参加ありがとうございました！ 


