
 

 

 １２日（日） １９日（日） ２０日（月） ２６日（日） 

内 科 
西 澤 

２４－３８００ 
健和会 

２３－３１１５ 
松 村 

２３－６８２２ 
すずおか 

４８－５２２２ 

小児科 
久 田 

２２－０３７９ 
健和会 

２３－３１１５ 
松 村 

２３－６８２２ 
健和会 

２３－３１１５ 

外 科 
慶 友 

５２－１１５２ 
健和会 

２３－３１１５ 
飯田橋クリニック 
２４－１５１１ 

慶 友 
５２－１１５２ 

産婦人科 
椎 名 

２２－０３０４ 
市 立 

２１－１２５５ 
市 立 

２１－１２５５ 
羽 場 

２８－５１５１ 

薬 局 
あおぞら薬局

３４-２１５７ 
イブキ薬局 
３５－２８７０ 

岩口薬局 
３５－２８１７ 

平沢薬局 
３６－２１６６ 

 

◆休日夜間急患診療所 

 （内科・小児科）  

 飯田市東中央通り５－９６ 

電話(０２６５)２３-３６３６ 

●休日 
 午前９時～午後５時  
（受付は午後４時３０分まで） 
●夜間 
 午後７時～午後１０時３０分 
（受付は午後１０時まで） 

８月の乳幼児健診日程  ▸場所 福祉センター １ 階 健康相談室 
健康福祉課 健康支援係(保健師) 電話３５-９４１２ 

日 曜 事業名 該当者 受付時間 

１１ 火 ２歳半児健診 平成２５年 ２月生 午前９時００分～９時１５分 

１１ 火 ３歳児健診 平成２４年 ７月生 午後１時００分～１時１５分 

２０ 木 ２歳児健診 平成２５年 ８月生 午前９時００分～９時１５分 

２０ 木 １歳半児健診 平成２６年 ２月生 午後１時００分～１時１５分 

２７ 木 １歳児健診 平成２６年 ８月生 午前９時００分～９時１５分 

２７ 木 １０か月児健診 平成２６年１０月生 午後１時００分～１時１５分 

２８ 金 ７か月児健診 平成２７年 １月生 午前９時００分～９時１５分 

２８ 金 ４か月児健診 平成２７年 ４月生 午後１時００分～１時１５分 

※Ｈ２４年８月生の３歳児健診は９月に行います。 ８月のお知らせ版をご覧ください。 
 

▼診察・開局時間 午前９時～午後６時 産婦人科は午前９時～正午 

※変更になる場合もありますので、事前に電話確認をお願いします。 ７月の休日当番医・薬局 

○プレミアム「活気アップ商品券」拡大販売○ 
 ６月に販売したプレミアム「活気アップ商品券」を拡大販売します。 
▼日時 平日 午前９時～午後５時 ※売り切れ次第販売終了します。 

▼場所 役場２階 経営企画室窓口 

▼対象 どなたでも購入いただけます。既に購入された方、高森町内の企業等

に勤務されている方も購入できます。 

▼販売上限 １人１０セット(１０万円)まで 
▼販売セット 商品券 11,000 円分(1000 円券 11枚綴り)を１万円で販売します。(１割上乗せ) 

▼商品券利用期限 １２月６日まで 
▼問い合わせ先 経営企画室 協働推進係 電話３５-９４４１ 

町立図書館からのお知らせ 
○宮下正美著作集 発売 

出原出身の教育者で文学者の宮下正美氏の伊那谷を舞台とした児童文学３冊セットを販売しています。 

ご購入希望の方はお申し込みください。 

○信州山の日にちなんで 

 宮下正美著「山をゆく歌」を読むブックカフェを開催します。 

▼日時 ７月２６日（日）午後１時３０分～ 

▼会場 高森町中央公民館２階 学習室 

▼内容 朗読会と読書会 ▼会費 ３００円・お茶とお菓子代実費 

▼申込・問い合わせ先 町立図書館 電話３５-９４３４ 

・開館時間 午前１０時～午後６時（金曜日８月までは夜９時まで） 

・休館日 月曜日、第一水曜日 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業委員会では、女性学習会事業として旬の町内

産食材を使用した料理教室を開催します。参加を希

望する方は農業委員会事務局まで電話でお申し込み

ください。 

▼日時 ７月２２日(水) 午後６時～ 

▼場所 福祉センター２階 調理室 

▼内容 トマトケチャップ＆ピザ作り 

▼講師 農業委員 北沢 貞子さん 

▼会費・持ち物 ５００円、エプロン 

▼定員 ２０人 

▼申込締切 ７月１６日（木）  

     ※定員に達した時点で締め切ります 

▼申込・問い合わせ先  

農業委員会事務局 ３５-９４０５ 

 

 

▼日時 ７月２１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 エプロンサポーター 長沼 とも子さん 

▼今月のメニュー 

・高野豆腐の三色丼 ・高野豆腐でからあげ 

・高野豆腐の白和え ・高野豆腐のブッセ（小麦ア

レルギーの方でも食べられる） 

▼持ち物 食材費１人 ６００円(おつりのいらな

いようご協力ください。)・エプロン・三角布 

▼申込方法 ７月１６日(木)までに高森町営農支援

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１７日(金)の午前９時ま

で、それ以後のキャンセルは材料費を頂きます。》 

▼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 

 

 

 高森町営農支援センターゆうきでは、「アグリ支援

クラブ」と連携し、農家の農作業支援を行っていま

す。 

 農作業支援要請も年々増加しておりますが、支援

を行っていただく、アグリ支援クラブ員も限られて

おり、農繁期は支援要請に応えきれていないのが現

状です。 

 定年等で時間の余裕のある方、毎日は無理だが農

繁期の農作業のお手伝いなら出来る方等「アグリ支

援クラブ」に加入し、農作業のお手伝いをしてみま

せんか！ 

 農作業支援の労賃は、町農業委員会で出されてい

る標準労賃となります。 

▼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 

 

 

 

 

 

 

 

 高森町営農支援センターゆうきでは、秋大根の栽

培および収穫体験事業への参加者を募集します。 

 栽培の指導を受けながら自分で育てた大根を収穫

する取り組みへ参加しませんか。 

 参加者には各自の栽培区割りを行いますので、自

分の区割りへ、種まき・栽培管理を行い、栽培の仕

方を習得いただき、将来的には不耕作地等を借りて

野菜栽培ができるようにする取り組みです。 

▼管理作業は、９月１０日前後に種まき ９月中下

旬～１０月始めに間引き・除草・土寄せの作業の予

定です。 

〇種まき・管理作業・収穫の時期には都度参加者に

ご連絡、栽培指導します。 

〇種まき前の施肥、耕起は高森町営農支援センター

ゆうきで行います。 

▼参加料 １区画（8ｍ×1.2ｍ）１，５００円 

▼募集区画 ５０区画を予定しており、一杯になり次

第締め切らせていただきます。(１人２

区画まで) 

▼農園の場所 中央自動車道上り線高森バス停西の

駐車場南隣りの畑です。 

▼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 

 

 

 

 ６月１日から８月３１日までの３か月間、全国一

斉に「農薬危害防止運動」が実施されています。 

 農薬の使用にあたっては、農作物への飛散や、周

辺住民の健康など周辺環境全体へ配慮した散布を心

掛けていただくようお願いします。 

〇農薬使用の注意点 

・風が弱い時に風向きに気を付けて散布する。 

・散布の位置や方向に注意する。 

・適切なノズルを用いて適正な圧力で散布する。 

・ドリフト低減ノズルの使用。 

・飛散防止のためシートで覆う、など。 

〇農薬散布前の周辺への呼びかけについて 

・農薬以外の対応が困難であり、必要不可欠である

ことを伝え、住民に理解を求める。 

・近隣に学校、通学路等がある場合には周知ととも

に、散布の時間帯に最大限配慮する。 

・住宅地付近では、窓を閉め洗濯物を屋外に干さな

いこと、乗用車を付近に駐車しないようあらかじ

め要請するとともに、散布時にも確認する。 

▼問い合わせ先  

産業課 農政係 電話３５-９４０５ 

 

 

 

７月の夜間役場は７月２７日（月）です 
納税・各種証明発行等にご利用ください 

農薬散布時の周辺環境への 

配慮について 

 
高森町役場経営企画室 
℡３５－３１１１(代表) 高森町キャラクター柿丸くん 

平成 2７年７月８日発行 高森町役場からの 

お 知 ら せ 版 
トマトケチャップ＆ピザ作り教室の

参加者を募集します！ 

秋大根の栽培・収穫体験参加者募集 

地元農畜産物を使った料理教室 

「アグリ支援クラブ」へ入りませんか 



 

 

▼日時 ８月７日（金）午後１時～４時 

▼場所 飯田市育良町「シルクプラザ」 

▼対象 平成２８年３月に大学・短大・専修学校等

卒業予定者および３年以内既卒者 

▼内容 地元有力企業人事担当者との直接面談の他、

求人条件等の詳細、応募方法について、職業相談な

どが行えます。 

▼問い合わせ先   

飯田職業安定協会 電話２４-１２３４ 

ハローワーク飯田(飯田公共職業安定所) 

電話２４-８６０９ 

 

 

 看護職の就職プレ相談会(個別相談、情報提供)を

行います。希望される方はご参加ください。 

▼日時 ７月２４日(金) 

午後２時３０分～４時００分 

▼会場 ハローワーク飯田４階会議室 

※事前に予約が必要です。詳細は長野労働局または

長野県看護協会のホームページをご覧ください。 

▼申込・問い合わせ先  

長野県看護協会 電話０２６３-３５-００６７ 

 

 

 県民の皆さんから、県管理道路に関する情報提供

及びご意見・ご要望をいただくことにより、県民の

皆さんと県とが協力して、より効率的な維持管理を

行うことを目的として「信州ロード観察隊員」を募

集します。 

▼募集対象者  

県管理の国道および県道を利用する機会の多い方 

▼募集期限 ７月１７日（金）まで 

▼活動 国・県道の異状（落石等）の情報提供 

    県の道路の維持管理に対する意見・要望 

▼任期 ８月１日～平成３２年７月３１日（５年間） 

▼応募方法 役場建設課および建設事務所に用意し

てあります応募書に必要事項を記入し、提出してく

ださい。 

▼その他 活動は無報酬（ボランティア）でお願い

します。 

▼問い合わせ先 飯田建設事務所  

維持管理課 管理係 電話５３-０４５０ 

 

 

 町道の道路法面の草木の繁茂する時期となりまし

た。道路に面した土地所有者の皆さんの除草等のご

協力をお願いいたします。また、道路上に張り出し

ている個人の庭木・果樹の枝等の管理につきまして

も重ねてご協力をお願いいたします。 

▼問い合わせ先  

建設課 管理係 電話３５-９４０７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 飯伊動物愛護会では、ねこの繁殖制限補助事業を

実施します。 

 これは、ねこの避妊・去勢の手術費用の一部を助

成することにより、繁殖制限に対する意識を普及し、

適正な飼育が図られることを目的としています。 

▼対象 生後６か月以上のねこを飼育する、飯田下

伊那地域に居住する方 

▼補助金額 愛護会会員 3,500 円、非会員 2,500 円 

▼補助予定頭数 ５０頭（先着順） 

▼手術実施期間 １１月３０日(月)まで 

▼条件  

①上記の期間内に飯伊動物愛護会会員の動物病院で

行った不妊手術であること。 

②非会員の方は飯伊動物愛護会への入会を条件とし、

補助金を支給します。 

③申し込みは１家族につき１頭とします。 

▼申込方法 飯伊動物愛護会会員の動物病院に用意

してある申込書に必要事項を記入し、下記の事務局

へ郵送または持参して申し込んでください。この際、

申込書の手術実施証明欄に獣医師の証明が無いもの

は受理できません。 

▼申込書提出期限 １２月７日（月）必着 

▼申込・問い合わせ先 

 〒395-0034 飯田市追手町２-６７８ 

    飯田保健福祉事務所 食品・生活衛生課内 

 飯伊動物愛護会事務局 電話５３-０４４６ 

 

 

 

 

 地球温暖化防止への取り組みとして、『ライトダウ

ン inたかもり』を実施します。 

▼実施日 ７月１８日（土） 

▼一斉行動時間 午後８時～９時 

▼実施内容 各家庭や各事業所で最小限の電気を用

い、不要な電気を消しましょう。 

また、当日はみんなで楽しめる行事等への外出を

促し、電力需要の削減を目指すため「屋外映画上映

会」を開催します。 

▼時間 午後７時１５分～午後９時００分 

▼場所 高森中学校グラウンド（町体側） 

   ※雨天時 福祉センター大ホール 

▼内容 「劇場版 アニメ忍たま乱太郎」です。普

段ではなかなかできない、星空の下での上映をお楽

しみください。 

▼持ち物 レジャーシート・座布団・いす・懐中電

灯など 

※飲み物、お菓子などは適宜お持ちください。 

※ごみの持ち帰りにご協力をお願いします。 

☆参加費無料、申込不要。 

☆子どもから大人まで、多くの方のご参加をお待ち

しています。 

▼問い合わせ先 

環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

就職面接会を開催します ねこの避妊・去勢手術費用の 
一部を助成します 

夏のライトダウン in たかもり 

「屋外映画上映会」のお知らせ 

「信州ロード観察隊員」募集 

町道沿い・敷地内の除草等のお願い 

看護職の復職をお手伝いします！ 

毎月１９日は食育の日 
家族や友人と食事を楽しみましょう。 

信州大学市民開放授業 参加者募集！ 

守ろう！電波のルール 

 

 

 

 

 ６月に発覚した日本年金機構の個人情報流出につ

いて、以下の点に気を付けてください。 

・「個人情報を削除してあげる」などと持ち掛けてく

る電話は詐欺ですので、相手にせずにすぐ電話を切

ってください。 

・日本年金機構や消費者庁、国民生活センター、消

費生活センター等の職員から消費者の皆さんへ電話

やメールで連絡することはありません。 

・そのような電話があったときなど、不安を感じた

ら、すぐにお近くの消費生活センター等や警察にご

相談ください。 

●消費生活センター 消費者ホットライン 

電話０５７０-０６４-３７０（ナビダイヤル）  

※７月から、番号が３桁の「１８８」番での案内を

開始しています。 

●警察相談専用電話＃９１１０または飯田警察署 

●日本年金機構電話窓口 

電話０１２０-８１８２１１（フリーダイヤル） 

 

 

 

 信州大学では大学の授業を一般市民（高校生を含

む）の方々に開放しております。ぜひ、ご参加くだ

さい。 
▼開講期間 ９月下旬～平成２８年１月上旬 

▼開講場所 信州大学 全学教育機構および各学部 

▼受講料 １授業科目につき９，４００円 

▼申込期限 １０月２０日（火） 

▼その他 開放科目・申込方法・詳細については、

募集案内をご覧ください。 

 ※募集案内は、下記の問い合わせ先に郵送で請求

するか、信州大学 市民開放授業ホームページよ

りダウンロードしてください。 

▼募集案内請求・問い合わせ先 

信州大学 学務部学務課 教務グループ 

〒390-8621 松本市旭３‐１‐１ 

電話０２６３-３７-２８７０ 

 

 

 

 

長野県では、生ごみの発生抑制を目的とした「食

べ残しを減らそう県民運動」の一環として、特に食

べ残しが多い『宴会料理』について食べ残しを出さ

ないための呼びかけを行う、『宴会たべきりキャンペ

ーン』を実施します。 

 ７月から９月の暑気払いのシーズンを迎え、宴会

の席が増えることと思います。 

 幹事さんは、宴会開始時やお開きの前に食べきり

を呼びかけ、出席される皆さんも食べ残しの削減に

ご協力をお願いします。 

▼問い合わせ先 

長野県環境部資源循環推進課  

電話０２６-２３５-７１８１ 

 

 

 

 

 環境省では、地域に根ざしたみどり香るまちづく

りを推進するため、コンテストを実施します。 

▼応募主体 地方公共団体、民間企業、学校法人、

商店会、町内会等の住民団体や NＰO 等の各種団体、

個人など 

▼募集期限 １０月９日(金) 

▼応募要件 かおりの樹木・宿根草・その他の草花

を３０本以上用いた、街区・近郊地区等の「みどり

香るまちづくり」を演出する企画を募集します。 

＜植栽場所＞ 

○公共用地（広場、公園、歩道、廃棄物処理施設、

駅・バス停周辺等） 

○民地（住宅地、工場、商店街、オフィス、ショッ

ピングモール、屋上、壁面、駐車場等） 

○その他（学校、病院、福祉施設等） など。 

▼表彰 環境大臣賞（１点） 

表彰状、副賞として企画に応じた香りの樹木・宿

根草・その他の草花の苗木・苗を原則としてすべて

提供します。その他入賞等表彰します。 

※詳細は、環境省のホームページをご覧ください。 

▼問い合わせ先 

  環境省 水・大気環境局 大気生活環境室 

電話０３-５５２１-８２９９ 

E-mail：KAORI-CONTEST＠env.go.jp 

 

 

 

 

洗濯・脱水槽が停止する前に洗濯物を取り出そう

として、衣類が指にからまり指を負傷（時に切断）

する事故が発生しております。 

洗濯・脱水槽が確実に停止してから洗濯物を取り

出してください。 

洗濯・脱水槽が完全に止まる前に、洗濯物を取り

出そうとすると、衣類が指にからまり大けが(時に指

を切断)をします!!ゆっくりした回転でも危険です。 

▼問い合わせ先 一般社団法人 日本電機工業会 

〒100-0082 東京都千代田区一番町 17 番地 4 

電話０３-３５５６-５８８７ 

 

 

 

公共の電波を正しく使用するために、電波法とい

うルールがあります。私たちの財産である電波の良

好な利用環境を守るため、電波を正しく使いましょ

う。 

▼問い合わせ先 総務省 信越総合通信局 

★テレビ・ラジオなど放送の受信障害に関すること 

受信障害対策官 電話０２６-２３４-９９９１ 

★無線設備への混信・妨害及び違法な無線設備の情

報に関すること 

監視調査課 電話０２６-２３４-９９７６ 

★その他、情報通信の行政相談に関すること 

総合通信相談所 電話０２６-２３４-９９６１ 

日本年金機構の個人情報流出に 

便乗した勧誘に御注意ください 

『宴会食べきりキャンペーン』に 

ご協力ください 

第１０回「みどり香るまちづくり」 

企画コンテスト募集 

全自動洗濯機・二槽式洗濯機をご愛用

の皆さんへ 


