
NO、２６７        ９ 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 

ぐりとぐら 9 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 9 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） 9 月 10 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 9 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 9 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 9 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 9 月 4 日 福祉センター 午後 1 時～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 9 月 2・16 日 
9 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 9 月 2 日 福祉センター 午後 1 時～ 短歌を楽しむ 
手まりの会 9 月 9・23 日 福祉センター 午後 1 時 30 分～ 手まり作り 
ひまわり健康体操教室 9 月 8・22 日 福祉 C・公民館 午前 10 時～ 健康な体づくり 

真向法 9 月 6・13 日 
9 月 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 9 月 8・29 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 9 月 26 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 9 月 2・10 日 
9 月 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 
 

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 

9 月 11 日御大の館駐車場 
（雨天時：中央公民館) 

9 月 14 日（福祉センター） 
9 月 7・21 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～ 
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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～ 

       （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（申し込み必要） 

▼内容 講演会 

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 梓澤さんのサイン会と著書販売を行う予

定です。 

▼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 時の駅 電話３５-７０８３ 

 

 

 

 

 

ドラマの主人公・井伊直虎の婚約者「直親（亀之

丞）」が、青春期を過ごした高森町。郷土の歴史ロマ

ンを温めつつ、次のような取り組みを通じて産業や

経済の振興を目指します。 

①町内の事業者・団体等の皆さまを対象に、PR・観

光誘客・おもてなし活動の協力者を募集していま

す。第１次募集は８月２２日（月）まで、引き続

き９月から第２次募集の予定です。 

②８月２６日（金）にドラマの舞台・浜松市で開催

の「直虎フォーラム」に、全国にある「ゆかりの

地」の一つとして高森町は公式参加。ドラマを盛

り上げつつ、町の魅力を全国にＰＲします。 

③ドラマ「ゆかりの地」を訪れる人の誘客、観光素

材のあっせんや、歓迎とおもてなしムードの醸成

に努めます。高森町公式ロゴ・パンフレット・ポ

スター・のぼり旗等の製作と普及など。 

町民の皆さまのご協力とご支援をよろしくお願いします。 

▼問い合わせ先 産業課 電話３５-９４０５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このたびの熊本地震において、犠牲になられた

方々のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、

被災した地域の皆さまに対しまして、心よりお見舞

い申し上げます。 

 さて、発災直後の４月から受け付けを開始しまし

た義援金につきまして報告させていただきます。 

 役場本所、山吹支所窓口にお寄せいただいた金額

は、４月分２４，１８２円 ５月分は３２０，７１

２円でした。日本赤十字社を通じて被災された方々

に送金させていただきました。 

ご協力いただきました皆さまに心より感謝申し上

げます。今後とも災害の被災地並びに被災された

方々の復興支援にご協力くださいますようお願いし

ます。 

▼問い合わせ先 

  健康福祉課 地域福祉係 電話３５-９４１２ 

 

 

 

 

▼日時 ９月１０日（土） 

 午後１時３０分～３時００分 

▼場所 福祉センター２階 大ホール 

▼語り手 株式会社協和精工 相談役 下井 明さん 

▼内容 障がい者が地域で暮らすためには障がい者

とそれを支える人がお互いを理解することが必要と

なります。 

 障がいを持つ人や支える人はどのようなことを思

い、日々生活しているのでしょうか・・・。 

 どなたでも参加できます。皆さんお誘い合ってお

出かけください。 

▼問い合わせ先  

健康福祉課 健康支援係 電話３５-９４１２ 

 

 

 

 禅寺丸柿のキャラクターかきまるくんがきっかけ

で親交が始まった、神奈川県川崎市麻生区にある昭

和音楽大学のフルートアンサンブルのみなさんが、

森の家で合宿を行います。その合宿中に、町民の皆

さま向けに演奏発表会を開いてくれることになりま

した。１時間程度の発表会になります。 

入場無料です。皆さまお誘い合ってぜひお出かけく

ださい。 

▼日時 ８月３１日（水）午後２時～３時終了予定 

▼場所 あさぎりの郷 杉の木ホール 

▼問い合わせ先  

経営企画課 みらい創生係 電話３５-９４４１ 

 

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 迫る！ 

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

平成 2８年８月１８日発行 高森町役場からの 

お 知 ら せ 版 

そして・・・PR・観光誘客・おもてなしを 
町ぐるみで推進します！ 

（日赤）熊本地震の義援金に 
ご協力いただきありがとうございました 

こころの講演会 
聞いてみよう 障がい者の思い 支える人の思い 

昭和音楽大学 フルート 
演奏発表会のお知らせ 



 

 

▼日時 ９月１３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 ジュニア野菜ソムリエ 林 郁さん 

▼今月のメニュー 

雑穀と秋野菜を使った料理 

  ＊高きびのマーボーナス ＊蒸しピーマン 

  ＊豆乳スープ ＊ご飯 

▼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・三角布 

▼申込方法 ９月２日(金)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いただきます。> 

▼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 

 

 

 武田信玄のろし台まつり実行委員会と吉田区では、

「武田信玄のろし台まつり」を実施します。 

 多くの皆さまのご参加をお待ちしております。 

▼日時 ９月３日（土）午前１０時１０分頃発煙 

    ※雨天の場合は９月４日に延期 

▼集合時間 午前９時３０分  

▼場所 吉田城山、吉田古城 

▼持ち物 水分補給用飲み物 

▼問い合わせ先 木村  昌之さん（℡３５-３７７３） 

        塚平耕一郎さん（℡３５-６８５０） 

 

 

 駒ヶ根青年海外協力隊訓練所（JICA 駒ヶ根）では、

JICA ボランティア（青年海外協力隊・シニア海外ボ

ランティア）の募集および募集説明会を開催します。 

▼募集期間  

    ９月３０日(金)～１１月４日(金)消印有効 

▼募集説明会（参加費無料･申込不要･途中入退場可） 

・日時 １０月６日(木)  午後７時～９時 

・場所 松本市中央公民館(Mウィング) ３階 

▼一日体験入隊(先着順・要事前申込・要参加費） 

・月日 １０月１６日(日)  午前１０時～午後４時 

・場所 駒ヶ根青年海外協力隊訓練所 

▼申込・問い合わせ先 

  駒ヶ根青年海外協力隊訓練所 業務課 

電話０２６５-８２-６１５１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長野県では、「地域発 元気づくり支援金」により

地域づくりを実践される皆さまの支援をしています。 

 今年度事業の３次募集が下記のとおり行われます

ので、奮ってご応募ください。 

▼交付対象者 

・市町村、広域連合、一部事務組合 

・公共的団体等（ＮＰＯ法人、地域づくりを行うグ

ループや協議会など） 

▼募集期限 ８月３１日（水） 

▼応募方法 

 公共的団体等にあっては役場経営企画課 協働推

進係に応募書類を２部提出してください。 

▼支援金の詳細 

 支援金の詳細と応募書類の様式は、長野県下伊那

地方事務所ホームページからダウンロードできます。 

▼問い合わせ先  

経営企画課 協働推進係 電話３５-９４４１ 

 

 

▼業務内容 

  土地改良施設（農業用水路、畑地かんがい施設）

の維持管理業務、賦課金徴収業務等一般事務 

▼採用時期・募集人員 

  平成２９年４月１日採用 １人 

▼応募資格 

①平成２年４月２日以降に生まれた者で、学校教育

法による高等学校以上を卒業した者（平成２９年

３月に大学を卒業見込みの者を含む）。社会人経験

を経た方も受け付けます。 

②通勤可能な方。 

③普通自動車免許（オートマ限定を除く）を取得し

ている者および採用時までに取得見込みの者 

④パソコンの基礎操作ができる者 

▼募集期間 ９月１日（木）～１０月７日（金） 

▼応募方法 

①履歴書（任意の様式に写真貼付） 

②卒業証明書（既卒者は卒業証書の写し）または、

卒業見込証明書 

③「農業用水を守るために必要なこと」と題した作

文（４００字詰め原稿用紙３枚程度・自筆） 

▼応募・問い合わせ先 小渋川土地改良区  

電話 ０２６５-３５-３０８９ 

 

 

 飯伊地区の県営住宅入居者を募集します。 

▼募集期限 ８月２２日（月）～８月３１日（水） 

▼抽選 ９月９日（金）午前１０時～ 

▼抽選場所 長野県住宅供給公社飯田管理センター 

※詳細はお問い合わせください。 

▼問い合わせ先  

長野県住宅供給公社飯田管理センター 

電話０２６５-４８-０４６０ 

地元農畜産物を使った料理教室 

小渋川土地改良区 職員募集 

JICA ボランティア募集 

８月２８日(日）午前１０時１５分 

市田港 かわせみの家スタート 

第４５回全日本天竜川カヌー競技大会 
市田港～時又港までの約１３ｋｍのコースです。 

熱い声援をよろしくお願いします！ 

■問い合わせ先  

経営企画課 みらい創生係 電話３５-９４４１ 

県営住宅統一募集 

武田信玄のろし台まつり 

３次募集 
 『地域発 元気づくり支援金』を 

活用して、地域を元気にしませんか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼月日 １０月２日（日） 

▼時間 午前１０時～午後３時 

▼場所 長野地方法務局・松本支局 

▼予約・問い合わせ先  

長野地方法務局 電話０２６-２３５-６６１１ 

松本支局 電話０２６３-３２-２５７１ 

 

 

▼月日 １０月７日（金） 

▼時間 午前９時３０分～午後３時３０分 

▼場所 長野地方・家庭裁判所飯田支部庁舎内 

▼相談内容 法律、成年後見、人権、調定、公証 

▼問い合わせ先 「法の日」週間実施委員会 

（裁判所）電話０２６５-２２-０００３ 

 

 

 放送大学では、平成２８年度第２学期（１０月入

学）の学生を募集しています。 

 放送大学は、テレビ等の放送やインターネットを

利用して授業を行う通信制の大学です。心理学・福

祉・経済・歴史・文学・自然科学などの幅広い分野

を学べます。 

▼入学資格 満１５歳以上の方。 

ただし、満１８歳以上で大学入学資格をお持ちの

方は、卒業を目指す全科履修生として入学できます。

学力試験はなく、書類選考のみで入学できます。 

▼出願期限 ８月３１日（水）必着 

※詳細は、下記へお問い合わせください。 

▼問い合わせ先 放送大学 長野学習センター 

 〒３９２-００２７ 諏訪市湖岸通り５-１２-１８ 

電話０２６６-５８-２３３２ 

ホームページ http://www.ouj.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車の不具合による事故の防止や環境の保全を

図ることを目的として、日常点検・整備、定期点検・

整備を確実に行いましょう。 

北陸信越運輸局 長野運輸支局 

電話０２６-２４３-５５２５ 

 

 

▼相談日 ９月６日（火）  

午後１時３０分～５時００分 

※希望の方は、事前にお申し込みください。 

▼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 

 

開始時刻は、全会場午後７時からです。大勢のご参加をお願いします。 

月 日 地区 会場 地区 会場 

０９月１９日（月） 大島山 大島山区民会館   

０９月２１日（水） 駒場 生活改善センター 下市田４区 生活改善センター 

０９月２８日（水） 吉田南 吉田南地区館 下市田６区 出砂原地区館 

０９月２９日（木） 山吹上 生活改善センター 上平 北部集会所 

０９月３０日（金） 下市田１区 積善会館 下市田５区 下５会館 

１０月０３日（月） 新田 新田地区館   

１０月０４日（火） 出原 出原区民会館 牛牧 牛牧伝承館 

１０月０５日（水） 吉田中 吉田区民会館   

１０月０６日（水） 山吹中 山吹中集会所   

１０月０７日（金） 下市田２区 パーシモン会館   

１０月１２日（水） 竜口 龍の里会館 下平 下平九頭竜会館 

１０月１３日（木） 吉田西 吉田西地区館 上市田 原町陣屋区民会館 

１０月１４日（金） 下市田３区 力行会館 吉田東 吉１会所 

※今後、日程が変更になる場合がございます。ご不明な点はお問い合わせください。 
▼問い合わせ先 経営企画課 協働推進係 電話３５-９４４１ 

まちづくり懇談会（旧名称「町政懇談会」）にご参加ください 

放送大学 １０月生募集のお知らせ 

〇訂正とお詫び 

広報高森８月号で、日程の誤りがございました。

訂正してお詫びいたします。 

１７Ｐ お知らせ版 左下段 

誤：２８日  広島平和バス報告会、平和学習会 

正：２７日 

２２Ｐ 町のうごき 

誤：２７日（土）島岡野球大会(小学生)→２８日 

正：２８日（日）のみの開催 

「法の日」無料法律相談所 

９月・１０月は 

「自動車点検整備推進運動」強化月間です 

こころの相談日をご利用ください 

８月の夜間役場は８月２５日（木）です。 
 役場窓口を夜７時まで延長します。 

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。 

 

全国一斉!法務局休日相談所（予約制） 


