
 

 
NO、２６６        ８ 月 生 涯 学 習 情 報     平成２８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（ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ） 
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 
自分史講座 8 月 29 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） 8 月 13 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 8 月 8 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 8 月 9・23 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 8 月 10 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 8 月 6 日 福祉センター 午後 1 時～ カラオケを楽しむ 
詩吟クラブ 8 月 19 日 中央公民館 午後 1 時～ 詩吟を楽しむ 
瀧里歌会 8 月 5 日 福祉センター 午後 1 時～ 短歌を楽しむ 
手まりの会 8 月 19 日 福祉センター 午後1時30分～ 手まり作り 
童謡唱歌を楽しむ会 8 月 19 日 中央公民館 午後7時30分～ 童謡唱歌だけでなく色々歌います 
ひまわり健康体操教室 8 月 11・25 日 福祉 C・公民館 午前 10 時～ 健康な体づくり 
真向法 8 月 2 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 8 月 4 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 8 月 22 日 中央公民館 午後1時30分～ 美人画の勉強 

やさしいヨガストレッチの会 8 月 6・12 日 
8 月 19・27 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 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 

 
8 月 7 日御大の館駐車場 
（雨天時：福祉センター) 
8 月 10 日福祉センター 
8 月 3・17 日福祉センター 
 

 
午前 9 時 30 分～ 

 
午前 9 時 30 分～ 
午後 7 時 45 分～ 

 

高森町職員を募集します 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年４月１日採用予定の高森町職員を募集

します。 

▼採用職種等 事務上級・中級  若干名 

▼受験資格  ※詳細はお問い合わせください。 

〔事務上級〕昭和６１年４月２日から平成７年４月１日

までに生まれた方(大学卒業程度)で、心身健康な方 

〔事務中級〕昭和６１年４月２日から平成９年４月１日

までに生まれた方(短大卒業程度)で、心身健康な方 

▼申込期限 ８月１７日（水）午後５時１５分必着 

▼第１次試験日 ８月２８日（日） 

 高森町役場にて実施 

▼試験の内容 

○筆記試験（教養試験・適性検査） 

○面接試験（集団面接） ○作文試験 

▼応募書類  

①受験申込書 ※総務課行政係で入手してください。

（町ホームページよりダウンロード可） 

②最終学校（卒業見込み）の学業成績証明書 

③最終学校の卒業証明書または卒業見込証明書 

▼申込・問い合わせ先  

総務課 行政係 電話３５-９４０２ 

 

 

  

町では、町営住宅山吹団地の入居者を募集します。 

先着順で申し込みを受け付け、入居者が決定し次

第、募集を終了します。希望される方はお申し込み

ください。 

▼募集戸数 ３戸 

町営住宅山吹団地（山吹４６６６番地） 

４号／１８号／２１号 

【４号】昭和５４年度建設 ３ＤＫ  

簡易耐火平屋建て 世帯用（単身入居も可／条件有） 

家賃１２，４００円～（所得により変更） 

【１８号】昭和５４年度建設 ３ＤＫ  

簡易耐火平屋建て 世帯用（単身入居も可／条件有） 

家賃１２，４００円～（所得により変更） 

【２１号】昭和５７年度建設 ３ＤＫ 

簡易耐火２階建て 世帯用（単身入居も可／条件有）       

家賃１８，２００円～（所得により変更） 

▼申込受付期間 ７月１５日（金）～先着順で申し込

みを受け付け、決定し次第、募集を終了します。 

▼申込方法 役場建設課に申込用紙がありますので、

必要事項を記入し、ご提出ください。（申込用紙は、

町ホームページからダウンロード可能です。） 

▼その他 入居に関しては、世帯の収入が基準の範囲

内である等、一定の条件があります。詳細はお問い合

わせください。 

▼申込・問い合わせ先 

建設課 管理係 電話３５-９４０７ 

 

 

 

 

 

 

 

▼日時 ８月６日（土）午前７時～９時 

※雨天でも収集します。 

▼収集場所 山吹ほたるパーク（アピタ高森店北側） 

▼収集品目 

①電気や電池で動く家庭用小型家電：無料収集 

★下記の事項にご留意ください。 

・携帯電話、パソコン、デジタルカメラなどの個人

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、バッテリー、蛍光管、電球、ガスボンベ、

灯油、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、ダンボール箱等の容器、包装は取り

除いてください。 

★次の製品は収集対象外です。粗大ごみとなります。 

電気こたつ（ヒーター部分のみなら小型家電とし

て回収します）、電池着火式のストーブ、ガスコン

ロ、電気カーペット、木製スピーカー、マッサー

ジチェア、オイルヒーター 

②粗大ごみ（大型のごみ）：有料収集 

小型家電収集対象外品、じゅうたん、マットレス、

布団、自転車、家具類（ソファ、ベット、たんす、

机、いすなど）、大型のスポーツ用品、収集袋に入

らないプラスチック製品など。 

★料金は、その場での精算となります。現金をご用

意ください。なお、金額は品目、大きさにより異

なります。 

※テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣

類乾燥機は、町では収集しません。郵便局でリサイ

クル券を購入し、下記の指定引取場所へ直接搬入し

てください。営業日・時間は直接お問い合わせくだ

さい。 

指定取引場所：（有）丸伝運送 高森物流センター 

下市田工業団地内 電話４８-６６４１ 

▼問い合わせ先 

環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

小型家電・粗大ごみを収集します 

 
高森町役場経営企画課 
℡３５－３１１１(代表) 

平成 2８年 7 月１５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 

町営住宅入居者の随時募集 

熊本地震への義援金 

ご協力ありがとうございました 
熊本地震により被害を受けられた皆さまに、心

からお見舞い申し上げますとともに、被災地の一

日も早い復旧をお祈りいたします。 

熊本地震発生時より町では、友好町である熊本

県高森町への義援金として、町内施設に募金箱を

設置したところ、町民の皆さまをはじめとする多

くの方々のあたたかい善意とご協力により、多く

の義援金をお寄せいただきました。ご協力いただ

きました皆さまに、心からお礼申し上げます。 

 皆さまからお預かりしました義援金は、熊本県

高森町の復興のため、お届けする予定です。 



 

 

 

 

認知症サポーターとは、認知症に対する正しい知

識と理解を身につけた人、認知症の人の応援者です。

何か特別なことをやるのではなく、認知症の人や家

族に対し温かい目で見守ることからはじめます。養

成講座を受講した方には、サポーターの証「オレン

ジリング」をお渡しします。 

▼日時 ７月３１日（日）午後１時３０分～３時００分 

▼場所 福祉センター ２階大ホール 

▼講師 社会福祉法人 松川町社会福祉協議会 

宮澤 佳子 さん 

▼対象 どなたでも参加できます 

▼参加費 無料 

▼問い合わせ先 

健康福祉課 地域包括支援センター 

電話３５-９４１２ 

 

 

突然の事故や病気に見舞われた人に対して、近く

に居合わせたあなたの手当が、命を救う助けとなり

ます。成人に対する心肺蘇生法やＡＥＤの使用方法

に加えて、小児や乳児に対する心肺蘇生法や外傷の

応急手当、搬送法などを学ぶ上級救命講習会を開催

します。この機会に、あなたの大切な人を守る知識

や技術を学んでみませんか。 

▼日時 ８月１１日（木）（山の日） 

午前８時３０分～午後５時３０分 

▼場所 飯田広域消防本部 ３階大会議室 

▼対象 中学生以上 

▼定員 ２０人 

▼受講料 無料 

▼申込期間 ７月１９日（火）～８月５日（金） 

▼申込先 高森消防署 電話３５-０１１９ 

▼問い合わせ先 

飯田消防署救急係 電話２２-０１１９ 

 

 

 

 

若い世代や独身者に結婚への願望と科学的な認識

による人生設計を描いていただきたいと願い、出産ジ

ャーナリストで先ごろ「卵子老化の真実」で世の中に

センセーショナルな話題を投げかけ、反響を呼んでい

る河合蘭さんをお招きしての講演会を計画しました。 

▼日時 ８月２１日（日）午後１時３０分～３時００分 

            ※開場 午後１時００分 

▼場所 豊丘村交流学習センター『ゆめあるて』 

大ホール 

▼演題 「今、誰もが知っておきたい 

妊娠と産み時の知識」 

▼講師 出産専門ジャーナリスト 河合 蘭さん 

▼問い合わせ先   

 北部地区結婚相談所「愛ねっと北部」 

電話３４-２３２２・ＦＡＸ３４-２５１６ 

 

 

 

▼日時 ８月９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 下井 泉さん 

▼今月のメニュー：野菜をいっぱい食べよう！！ 

・スプーンで食べる『チョップドサラダ』、 

・かさ増しヤサ麺『豚しゃぶ大根そば』 他 

▼定員 ２０人程度 

▼持ち物 食材費１人７００円（おつりのいらない

ようご協力ください）、エプロン、三角巾 

▼申込方法 ７月２９日（金）までに営農支援セン

ターへお申し込みください。 

≪参加キャンセルの受付は開催日前日の午前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 

 

 

 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。 

 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 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・土寄せ作業の予定です。 

※種まき・管理作業・収穫の時期には、その都度参

加者にご連絡、栽培指導します。 

※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、定数に達し

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 

 

 

 

福祉事業所の担当者と直接面談ができます。面談

により、より多くの情報を入手することができ、就

職にあたってのイメージをより具体的にすることが

できます。ぜひ、ご参加ください。 

▼日時 ８月２６日（金）午後０時３０分～３時３０分 

（正午 受付開始） 

▼場所 シルクホテル 飛翔・錦繍 

▼内容 就職活動ワンポイントセミナー、福祉の職

場説明会・就職面接会 

▼問い合わせ先   

長野県福祉人材センター 

電話０２６２-２６-７３３０ 

 ハローワーク飯田 電話０２６５-２４-８６０９ 

地元農畜産物を使った料理教室 

北部地区結婚相談所 「愛ねっと北部」 

講演会のお知らせ 

認知症サポーター養成講座 

開催のお知らせ 

一般公募による救命講習会開催 秋大根の栽培・収穫体験参加者募集 

福祉の職場を知りたい、就職したい方へ 

説明会・就職面接会のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 来年 1月から始まる大河ド

ラマは、高森町とも縁の深い井

伊家の女地頭を主人公にした

「おんな城主 直虎」です。 

高森町と井伊家には、どのよ

うな関係があるのか？また、直

虎との関係は？亀之丞とは？

などなどを知っていただける

よう、このたび「女（おなご）

にこそあれ次郎法師」の作者で

ある、梓澤 要（あずさわ かなめ）さんの講演会を

開催します。 

この講演会をきっかけに、地域の歴史文化に関心

を持っていただけるよう、大勢の皆さんのご参加を

お待ちしています。 

▼日時 ９月３日（土）午後１時００分～ 

（受付開始：午後０時３０分） 

▼会場 福祉センター ２階大ホール 

▼聴講料 無料 

▼定員 ２００人（先着順） 

▼申込締切 ８月１９日（金） 

▼演題 「松岡氏と井伊氏～伊那と遠江を結ぶ絆～」 

▼講師 梓澤 要さん（「女にこそあれ次郎法師」作者） 

▼その他 事前にお申し込みください。 

▼申込・問い合わせ先 

高森町教育委員会事務局 電話３５-９４１６ 

 高森町歴史民俗資料館  電話３５-７０８３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８月３日の司法書士の日を記念して、特別相談会を

実施します。相談料は、無料です。 

▼日時 ８月１日（月）～８月５日（金） 

    午前９時～午後４時 

▼相談場所 県内各司法書士事務所 

▼予約 相談する司法書士事務所へ直接お問い合わ

せください。なお、お近くの司法書士事務所について

は、長野県司法書士会へお問い合わせいただくか、ホ

ームページ（http://www.na-shiho.or.jp）に掲載し

ている会員名簿をご覧ください。 

▼問い合わせ先 長野県司法書士会 

電話０２６-２３２-７４９２ 

 

 

司法書士による養育費に関する電話相談会「取り

決めがなくてもＯＫ！全国一斉 養育費相談会～養

育費に関するあなたの悩みを教えてください～」を

開催します。 

※相談は無料で、秘密は厳守されます。 

▼日時 ８月７日（日） 午前１０時～午後４時 

▼専用電話番号（当日のみの専用(臨時)の番号です） 

０１２０-５６７-３０１ 

▼問い合わせ先 長野県青年司法書士協議会 

電話０２６-２７４-５６４１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月の夜間役場は７月２５日(月)です。 

納税・各種証明発行等にご利用ください。 

夜間女性相談窓口も開設します。 

養育費に関する電話相談会のお知らせ 

長野県地域発元気づくり支援金事業 

2017大河ドラマ「おんな城主 直虎」放送決定！ 

「松岡氏と井伊氏 

～伊那と遠江を結ぶ絆～」 

講演会開催のご案内 

◎こころの相談日をご利用ください 
 気分がすぐれずゆううつ、少しのことでイライラ

したり、悲しくなったり、なんとなく元気が出ない、

意欲がわかないという方のために、こころの相談を

行います。希望の方は事前にご連絡ください。 
▼相談日 ８月８日(月) 午後１時３０分～(要予約)  
▼場所 福祉センター 相談室 
▼内容 公認カウンセラーによるカウンセリング 

▼料金 無料 

▼申込・問い合わせ先 

健康福祉課 健康支援係（保健師） 

電話３５-９４１２ 

●お盆期間中の営業について 
 営業時間一部変更のお知らせ 
▼期 間 ８月１２日（金）～８月１３日（土） 

▼営業時間 午前９時～午後５時 

 ※全教室休講のため、一般のご利用となります。 

  お友達やご家族をお誘い合わせの上、ご利用 

  ください。 

 ○８月の休館日 毎週月曜日 

（１日、８日、１５日、２２日、２９日） 

１１日（木）祝日（山の日） 

 ▼問い合わせ先 健康センターあさぎり 

電話３４-２２２０ 

 

健康センターあさぎりからのお知らせ 

健康センターあさぎり 検索 

☆夏休み親子ふれあいタイムｉｎプール 

 小さなお子さまでも安心して遊べる幼児用プ

ールの水深（７０ｃｍ以下）の時間を設けます。 
ぜひ、ご家族でご利用ください。 

▼日時 ８月１２日（金）、１３日（土） 

午前１０時３０分～午後０時３０分 

※時間外は、水深１１０ｃｍとなります。 

▼プール利用料金 

高校生以上 ４００円（トレーニングルーム利用可） 

小・中学生 ２００円（小学生未満無料） 

※オムツの取れていないお子さまの入水は、ご

遠慮ください。 

相続登記特別相談会を実施します 


