
 

 
ＮO、２６０        ２ 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 
アコーディオン教室やまなみ 2 月 2・16 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 2 月 10 日 中央公民館 午後 1 時～ 短歌の勉強 
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 

勝手にシネマ 2 月 7 日 中央公民館 午後 7 時～ 
フィルム好きの皆さん。ご一緒に大

きい画面で鑑賞を楽しみませんか？ 
カラオケクラブ音和の会 2 月 14 日 福祉センター 午後 1 時～ カラオケを楽しむ 
ぐりとぐら 2 月 1 日 図書館 午前10時30分～ 読み聞かせボランティア研修会 
詩吟クラブ 2 月 4・19 日 中央公民館 午後 1 時～ 詩吟を楽しむ 
自分史講座 2 月 22 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 未定 未定 自然農法による野菜づくり 
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) 
高森コーラス 2 月 11・25 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 

高森水墨画教室 
2 月 9 日 
2 月 23 日 

福祉センター 
中央公民館 午前 9 時～ 生物や風景を墨の濃淡で描き

表す勉強 
高森美人画教室 2 月 22 日 中央公民館 午後 1 時 30 分～ 美人画の勉強 
瀧里歌会 2 月 5 日 福祉センター 午前 10 時～ 短歌を楽しむ 
津軽三味線 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 
手まりの会 2 月 12 日 福祉センター 午後1時30分～ 手まり作り 
点字サークル 2 月 9・23 日 中央公民館 午後 1 時～ 点字の勉強 
童謡唱歌を楽しむ会 2 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 

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 
パッション高森 2 月 3・17 日 福祉センター 午後 7 時～ 健康体操 
ひまわり健康体操教室 2 月 11・25 日 福祉センター 午前 10 時～ 健康な体づくり 
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） 
やさしいヨガストレッチ

の会 

2 月 13・20 日 
2 月 26 日 

中央公民館 
中央公民館 

午前 9 時～ 
午後 8 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問い合わせください。 

 

◆生涯学習人材バンク登録者の募集 

※自分の知識や特技を生かせるよう、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、町の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 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･18 日(福祉センター) 
2 月 14 日(中央公民館) 
2 月 17 日(福祉センター) 

午後 7 時 30 分～ 
午後 1 時 30 分～ 
午前 10 時～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 町では、町営住宅山吹団地の入居者を募集します。

希望される方は、お申し込みください。 

▼募集戸数 1 戸  

【町営住宅山吹団地１８号】  

山吹４６６６番地 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／条件有り） 

家賃１２，４００円/月～（所得により変更になります。） 

▼申込受付期間 

１月１８日（月）～１月２９日（金）  

▼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、受付期間内にご提出ください。

申込多数の場合は、抽選となります。 

（申込用紙は町ホームページからダウンロード可） 

▼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 

 

 

 

町では、「広報高森」「町の封筒」に広告を掲載し

ていただける広告主を募集します。 

▼募集広告 

「広報高森」平成２８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、応募者と調整させていただきます。 

「町の封筒」 角形２０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 

▼募集期限 ２月１９日（金）午後５時 

▼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、役場経営企画室および町

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。 

▼問い合わせ先 

（「広報高森」について） 

経営企画室 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 

 

 

 

 

 

 

 

学校給食センターでは、平成２８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、ご応募ください。 

▼募集条件 

 ・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２７年および平成２８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カ月 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に準ずる 

▼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） 

▼募集期限 ２月２４日（水） 

▼申込・問い合わせ先 

教育委員会 学校給食センター 

電話３５-２３７９ 

 

 

 

 

信州たかもり温泉では、平成２８年産米の供給者

を募集します。希望される方は、ご応募ください。 

▼応募者の条件 高森町在住かつ町内で米を生産ま

たは販売している方 

▼納入期間 平成２８年１０月～平成２９年９月まで 

▼募集条件 高森町内産 コシヒカリ 

（同等以上の味覚のものであれば可） 

・上白精米し炊飯できる状態で納品できること 

・平成 28 年産米を 1 年間安定した品質で納品できること 

・米を保管し、発注を受けて 3 日以内に納品できること 

▼供給量（正味量・１ヶ月）※月によって変動 

湯ケ洞  １２０㎏～１８０㎏程度 

御大の館  ９０㎏～１２０㎏程度 

▼申込方法 申込書を提出してください。「公募実施

要綱」「申込書」は、信州たかもり温泉に用意して

あります。 

▼募集期限 ２月２９日（月）午後６時 

▼申込・問い合わせ先 

信州たかもり温泉「湯ケ洞」 電話３５-８２６０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町営住宅の入居者を募集します 

「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室 
℡３５－３１１１(代表) 

平成 28 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 

「湯ヶ洞」「御大の館」で使用する 
お米の供給者を募集します 

◎行政相談をご利用ください。 
 国の行政に関する苦情・相談、老後の問題、年

金問題などの相談に行政相談委員が応じます。 
 相談は無料で、秘密は固く守られます。 
 相談を希望される方は、お越しください。 
▼月日 ２月１６日（火） 

▼時間 午後１時３０分～４時００分 
▼場所 福祉センター ３階中ホール 
▼問い合わせ先 

総務課 行政係 電話３５-９４０２ 



 

 

 

 

多くの方のご参加をお待ちしています。 

▼日時 ２月２４日（水）午前１０時００分～ 

（受付 午前９時３０分～） 

▼場所 中央公民館２階 大会議室 

▼内容 

・今年度活動のまとめ 

・子供用エプロン、三角布作り（この間、子ども

は支援センター職員と遊びます。） 

▼持ち物 

 ・バンダナや大判ハンカチ（50 ㎝×50 ㎝位）２枚 

  ※１枚は三角布用です。小さめ（35 ㎝×35 ㎝位）

でも大丈夫です。 

・子ども用飲み物 

▼参加費 １家族 ２００円（お菓子１つ付きます） 

（他にお菓子が必要な方は、お菓子１つにつき１３０円） 

▼その他 リサイクルコーナーを開催します。入園

準備に向けたリサイクル品やサイズが合わなくな

った服など、ゆずっていただける物をお持ちくだ

さい。自由に持ち帰りできるコーナーです。 

▼申込締切 ２月１７日（水） 

▼申込受付時間 

平日午前８時３０分～午後５時１５分 

▼申込・問い合わせ先 

子育て支援センター 電話３５-９４３５ 

携帯電話０８０-５１４７-５９８３ 

 

 

 高森町営農支援センター「ゆうき」では、特産「市

田柿」の剪定(せんてい)講習会を、下伊那農業改良

普及センターの担当者を講師に開催します。 

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 ２月４日（木）午後１時３０分～３時３０分 

▼集合場所 山吹広域農道沿い 丸山公園駐車場 

（「佳芳みつ蜂」さん北） 

▼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２９日（金） 

▼申込・問い合わせ先 

営農支援センター「ゆうき」 電話３５-３０４４ 

 

 

蜜蜂の飼育を行う方は、養蜂振興法の規定により

県に届け出が必要になります。届出書提出へのご協

力をお願いします。 
▼提出書類 飼育届（様式は役場産業課にあります） 

飼育場所がわかる地図 
▼提出期限 １月２９日（金）（郵送可） 
▼提出・問い合わせ先 

産業課 農政係 電話３５-９４０５ 

 

 

 

資料館では、月１回「古文書研究会」を行ってお

ります。２月は、さらに多くの皆さんに古文書を解

読する楽しさを知っていただくため、講師に歴史家

で飯田市文化財審議委員の山内尚巳さんをお迎えし

て「特別研究会」を行います。 

 これから古文書解読に挑戦してみようという方も

大歓迎です。多くの皆さんのご参加をお待ちしてお

ります。 

▼日時 ２月１８日（木） 

午後１時３０分～３時３０分 

▼場所 高森町歴史民俗資料館「時の駅」学習室 

▼内容 山内尚巳さんの解説による「幕末期の上市

田宿駄賃銭、中馬出入、白川藩市田陣屋について」

に関わる関川家文書の解読 

▼対象 どなたでもご参加いただけます。 

▼聴講料 無料 

▼申込 不要 ※当日参加で結構です。 

▼問い合わせ先 

高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５-７０８３ 

 

 

 

 どなたでもお誘い合ってお出かけください。 

▼日時 ２月２１日（日） 

午後１時３０分～３時００分 

▼場所 高森町福祉センター 大ホール 

▼入場料 無料 

▼内容 「飯田市立動物園は 

いま何をしようとしているのか」 

▼講師 飯田市立動物園園長 長良健次さん 

▼主催 高森町自然愛護会 

▼問い合わせ先   

教育委員会 社会教育係 電話３５-９４１６ 

 

 

来場者へはポップコーンをプレゼント。また、ス

タンプラリーでは素敵な景品をプレゼント！ 
うまいもん市では、手打ちそば、おはぎなど地元

の味に舌つづみ！ 
ご近所お誘い合ってお出かけください。 

▼日時 ２月１４日（日）午前１０時～正午 
▼会場 やすらぎ荘（高森町山吹） 
▼内容 スタンプラリー、うまいもん市（食堂・販

売）、ステージ発表（紙芝居、大正琴、三味線、合

唱、マジックなど） 

▼問い合わせ先 

高森町ボランティアセンター 電話３４-３００１ 

 

 

 

 

 

１月の夜間役場は１月２５日(月)です。 

役場窓口を午後７時まで開設します。 

納税、各種証明発行にご利用ください。 

古文書研究会 

「特別研究会」開催のお知らせ 

自然愛護会講演会のご案内 
～今、人気の「飯田市立動物園」のお話～ 

「第５回 ボラセン福祉まつり」開催！！ 

まま☆プラザ２０１５ 

第３期ファイナルの開催 

市田柿剪定技術講習会開催のお知らせ 

蜜蜂の飼育には届け出が必要です 

 

 

 

講師の案内でかわせみの家・親水公園付近を歩い

て、天竜川やその周辺で見られる野鳥を観察します。 

この時期の天竜川とその周辺には、年間を通して

見られる鳥の他に、いろいろな冬鳥が訪れています。

条件が良ければ２０種類近くの野鳥が観察できます。 

ぜひ、ご参加ください。 

▼日時 ２月２８日（日） 

午前９時００分～１１時３０分 

▼集合場所 かわせみの家（駐車場あります） 

▼対象 どなたでもご参加いただけます。 

 ※小学生以下は保護者の同伴が必要です。 

▼講師 山田 拓さん 

▼持ち物 双眼鏡、図鑑 ※お持ちの方 

▼参加費 無料 

▼申込方法 役場環境水道課環境係に電話でお申し

込みください。当日の参加受付も可能ですが、な

るべく事前にお申し込みください。 

▼その他 

・堤防や河川敷での観察になります。防寒対策を

整えてご参加ください。 

・悪天候の場合は、３月６日（日）に延期します。      

延期の時は、ケーブルテレビの音声放送でお伝

えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼申込・問い合わせ先 

環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

当日の問い合わせは 

０８０-１０９５-６７８７（松島）まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度長野県シニア大学飯伊学部の学生を、

募集します。 

▼募集人員 １１０人（飯伊学部全体で） 

▼入学資格 おおむね６０歳以上の方 

 ※平成２５年度以前に長野県シニア（老人）大学

を卒業された方も入学できます。 

▼学習期間 ２年間 

▼授業料 年額１０，０００円（予定） 

（教材費、自治会活動費等は別途） 

※授業料の改訂があった時は、改訂後の金額となります。 

▼募集期間 ２月１日（月）～２月２９日（月） 

※郵送の場合、２月２９日（月）の消印まで有効 

※定員となり次第、締め切りとなります。 

▼申込方法 入学願書を飯田保健福祉事務所福祉課

または、役場健康福祉課へ持参するか郵送してく

ださい。募集案内・入学願書は飯田保健福祉事務

所福祉課、役場健康福祉課に置いてあります。 

※学習内容などの詳細は、お問い合わせください。 

▼問い合わせ先 

長野県シニア大学飯伊学部事務局 

（長野県長寿社会開発センター飯伊支部） 

電話５３-０４６４ 

 

 

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障

がい等によって物事を判断する能力が十分でない方

（本人）に援助者を選び、本人の権利を守るための

制度です。 

 いいだ成年後見支援センターでは、職員が皆さん

のご希望の場所へ出向き、成年後見制度の学習会を

開催しています。講師料は、無料です。 

詳しくはお問い合わせください。 

▼申込・問い合わせ先 

いいだ成年後見支援センター 電話５３-３１８７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度 
長野県シニア大学学生募集 

◆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。 

 

参加者募集！「冬の野鳥観察会」 

☆今回の観察場所で、この時期に観察された鳥の例 

カイツブリ、カワウ、ダイサギ、アオサギ、マガモ 
コガモ、カワアイサ、トビ、ノスリ、チョウゲンボウ 
イカルチドリ、タゲリ、イソシギ、キジバト、カワセミ 
アカゲラ、セグロセキレイ、ヒレンジャク、キレンジャク 
ジョウビタキ、シロハラ、ツグミ、エナガ、ホオジロ 
カシラダカ、アトリ、カワラヒワ など 

成年後見制度出前講座のお知らせ 


