
 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼日時 ２月１６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 下伊那農業改良普及センター専門幹  

堀尾 しづよ さん 

▼今月のメニュー 

 「ビタミンと繊維質たっぷり、冬の家庭料理」 

  ＊おにぎらず  ＊ゆで大豆の洋風煮 

  ＊大根のサラダ ＊ごぼうの甘辛揚げ 

▼募集人員 ２０人程度 

▼持ち物 食材費１人６００円、エプロン、三角巾 

▼申込方法 ２月１２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 

 

 

 

 

 樹齢 600 年ともいわれる長野県天然記念物「下

市田のヒイラギ」。現在、県補助事業にて樹勢回復

事業を実施しています。そこで、多くの皆さんに

このヒイラギについて知っていただくため、現地

説明会を実施します。 

 大勢の皆さんのお越しをお待ちしています。 

▼日時 ２月２０日(土)午前９時～（１時間程度） 

▼場所 現地 （ＪＲ下市田駅前）  

    ※駐車場はありません。 

▼対象 どなたでもご参加ください。 

▼内容 長野県天然記念物 下市田のヒイラギに

ついての説明・見学 

▼問い合わせ先   

     教育委員会事務局 文化財保護係   

電話３５‐９４１６ 

 

 

 家族の一員として飼育され亡くなった動物や、

やむをえず致死処分された犬・ねこ等の慰霊祭が

行われます。 

▼日時  ２月２１日（日） 

 受付  午後１時３０分～２時００分 

 慰霊祭 午後２時００分～２時３０分 

▼場所  飯田市鼎中平 アイホールいとう 

▼対象  ペットを亡くされた飼い主の方、飯伊動物

愛護会員 

▼問い合わせ 飯伊動物愛護会 事務局 

飯田保健福祉事務所 電話５３‐０４４６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新鮮な野菜を我が家で収穫してみませんか。 

 健康対策として「楽しむ農業」「土との触れ合い」

など、家庭菜園を楽しむ皆さんが多くなっています。 

 「畑にて～やさいと語り～元気いっぱい」をテー

マに、楽しい野菜づくりをするため「野菜づくり教

室」を開催します。受講を希望される方はお申し込

みください。各講座内容については、第１回目に講

師よりお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６月中旬：アグリ交流センターにて大待宵草（月

見草）を見る会を行います。 

▼時間 午前９時３０分～１１時３０分 

▼講師 塚平 隆さん（吉田在住） 

▼対象 町内にお住まいで野菜づくりに興味のある方 

    （原則として、全講座に参加できる方） 

▼受講料 １回につき２００円 

     （教材費１００円、資料代１００円） 

▼募集人員 ４０人 

▼申込期限 ２月１９日（金） 

▼申込・問い合わせ先 産業課 農政係 

電話３５‐９４０５ 

 

 

 

 

 

 地域住民に障がい者福祉についての関心と理解を

深め、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる

分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを

目的として開催されます。 

※事前申し込みが必要です。 

▼日時 ３月１２日（土）午後１時～３時 

▼場所 飯田勤労者福祉センター３階 

▼内容 女流書家金澤泰子さん講演会『ダウン症の

娘と共に生きて』＆金澤翔子さんの書の実演 

▼申込期限 ２月２９日（月）  

▼申込・問い合わせ先 健康福祉課 地域福祉係  

電話３５‐９４１２ 

地元農畜産物を使った料理教室 家庭菜園 野菜づくり教室 

受講者募集のご案内 

長野県天然記念物 「下市田のヒイラギ」 

樹勢回復事業に伴う現地説明会 

動物慰霊祭のお知らせ 

 
高森町役場経営企画室 
℡３５－３１１１(代表) 

平成 28年２月 8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 

平成２７年度障がい者週間啓発事業 

「金澤泰子さん講演会・ 

金澤翔子さん書の実演」 

 開催日 会 場 

第１回 ２月２７日（土） 
資料館「時の駅」 

第２回 ３月１９日（土） 

第３回 ４月 ９日（土） 

資料館「時の駅」 

（予定） 

第４回 ５月１４日（土） 

第５回 ６月１１日（土） 

第６回 ７月１６日（土） 

第７回 ８月 ６日（土） 

第８回 ９月 ３日（土） 福祉センター中ホール 

第９回 １０月 ８日（土） 資料館「時の駅」 

（予定） 

 



 

 

 

 

 

 

国民健康保険に加入されている４０歳～７４歳ま

での方で、今年度まだ特定健診を受けていない方は、

３月３１日までに受けるようにしましょう。 

①今後、人間ドック・個別健診を予定の方は、忘れ

ないように受けてください。 

②町の集団健診を受けなかった方は、個別健診を受

けるか、かかりつけ医の検査データを提出してくだ

さい。 

③勤務先の健診データ、もしくはかかりつけ医の検

査データを提出される方は、早めに提出してくださ

い。 

▼データ提出先 健康福祉課健康支援係（保健師） 

※人間ドック・個別健診を受ける場合は、クリーム

色の「受診券」が必要です。紛失された方はお申し

出ください。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康支援係 

電話３５‐９４１２ 

 

 

 

 

 かきまる健康チャレンジにてシールを７枚以上貯

められた方は２月から景品の申請ができます。 

 台紙をお持ちいただき、申請をお願いします。 

▼景品申請期限 ３月１５日（火） 

▼申請先 役場 健康福祉課 健康支援係 

▼対象 かきまる健康チャレンジにてシール７枚以

上貯められた方、または交換により７枚以上貯まる

見込みの方 

▼申請方法 台紙に住所、氏名、電話番号を記入し、

シール７枚以上貯まる見込みをご確認のうえ台紙を

提出してください。 

▼景品 活気アップ商品券 3,000 円分(シール 10 枚

以上)または 1,000円分(シール 7～9枚) 

▼景品の発送等 景品は３月から順次お送りします。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康支援係 

電話３５‐９４１２ 

 

 

 ベンチャー企業や起業家が、企業経営者や投資家

などに事業や構想を発表し、県内のベンチャー企業

の成長・発展を促すイベント「信州ベンチャーサミ

ット 2016」を開催します。起業や事業の発展などに

関心のある方の参加をお待ちしています。 

▼日時 ３月１３日（日） 

    午後０時３０分～５時３０分 

▼場所 TOiGO 長野市生涯学習センター 

（長野市大字鶴賀問御所町 1271-3 TOiGO WEST4F） 

▼申込方法 

URLから事前登録を行い、当日会場へお越しください。 

URL http://www.deloitte.com/jp/semi2757 

▼問い合わせ先 

長野県 産業労働部 産業立地・経営支援課 

電話０２６-２３５-７１９５ 

 

 

 

 飯田広域シルバー人材センターでは、入会相談会

を次のとおり開催します。シルバー人材センターの

会員となって働いてみたい方はお気軽に相談にお出

かけください。 

▼日時  ２月２５日（木）午後６時～８時 

▼場所  高森町福祉センター ２階休憩室 

▼対象  ６０歳以上の方 

▼問い合わせ先  飯田広域シルバー人材センター 

電話２２‐８６９０ 
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 長野県立病院機構では、平成２８年４月１日採用

予定の医療技術職員を募集します。 

▼採用予定職種 

薬剤師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、 

視能訓練士、言語聴覚士 

▼採用予定日 平成２８年４月１日 

▼申込締切 平成２８年２月１９日（金） 

▼試験日 平成２８年３月６日（日） 

▼その他 

 受験資格等詳しいことはお問い合わせください。 

▼申込・問い合わせ先 

長野県立病院機構 本部事務局 職員課 

電話０１２０‐１７３‐３１４（採用専用フリーダ

イヤル）または電話０２６‐２３５‐７１５６ 

 

 

 

 飯田技術専門校では毎年３月初旬に１年間の訓練

の成果を発表する場として、飯田技術専門校を一般

公開します。ぜひお越しください。 

▼日時 ３月５日（土）午前９時～正午 

▼会場 長野県飯田技術専門校 

▼内容 木工製品の販売会、無料タイヤ交換など 

▼問い合わせ先 長野県飯田技術専門校 

電話２２‐１０６７ 

 

 

 

 

 

 

  

国民健康保険に加入されている皆さんへ 

特定健診を受診しましょう 

２月の夜間役場は２月２５日（木） 
納税・各種証明発行等にご利用ください 

 

◎自動車の登録・検査手続きはお早めに 
 毎年、３月下旬は自動車の検査・登録申請が多

く、窓口が大変混み合います。車検の手続きは、 

なるべく２月中に（１か月前から受検できます）、

廃車・名義変更等の手続きは、３月中旬までに申

請されるようお願いします。 

▼問い合わせ先  松本自動車検査登録事務所 

 電話０５０‐５５４０‐２０４３ 

シルバー人材センター入会相談会 

 シルバー人材センターは、高齢者にふさわしい

仕事を事業所や家庭、公共団体などから引き受け

て会員に提供する仕事を行っている県知事の認可

を受けた法人です。 

長野県立病院機構 職員募集 

かきまる健康チャレンジ 

景品申請について 

技能フェスタ２０１６開催 

信州ベンチャーサミット２０１６開催 



 

 

 

 

 

 

  

平成２８年４月１日採用の高森町臨時職員を募集します【追加募集・２次募集】 

 高森町役場では、４月１日採用の臨時職員を募集します。募集する職種、募集人員等は下記のとおりです。 

希望される方は、内容をご確認いただき、期限までにお申し込みください。 

◆全職種共通要件：普通自動車運転免許のある方 

 ◆①～④の職種共通要件：６０歳以下（平成２８年４月１日現在）で、心身ともに健康な方 

             勤務日は月曜日～金曜日 

 ◆⑤～⑥の職種共通要件：６５歳以下（平成２８年４月１日現在）で、心身ともに健康な方 
             勤務日は月曜日～金曜日および第２・第４土曜日 

職種区分 
勤務内容 

（勤務先） 

募集 

人員 

免許・資格の 

有無等 
勤務時間 賃金 

①事務職員 

(アナウンサ

ー・番組制作

補助） 

自主制作番組のアナ

ウンサー業務および

取材・撮影・編集業

務等 

(経営企画室情報係) 

１人 パソコンの操作

ができる方 

午前８時３０分～ 

午後５時１５分の間

で、１日７時間４５分

勤務 

日給 

６,６００円 

②月額保育士 クラス担任保育士保

育業務 

（町立保育園） 

４人 保育士の資格が

ある方（または、

取得見込みの方） 

午前８時３０分～ 

午後５時１５分 

時間外勤務あり 

月額 

１５５,７００円 
勤務年数による

加算制度あり 

③７時間パー

ト保育士 

保育業務 

（町立保育園） 

１人 保育士の資格が

ある方（または、

取得見込みの方） 

午前８時３０分～ 

午後７時００分の間

で１日７時間勤務 

時給 

９００円 

④４時間パー

ト保育園給食

調理員 

給食・おやつの調理、

配膳、片付け等 

（町立保育園） 

１人 調理師の資格が

ある方 

午前８時３０分～ 

午後２時３０分の間

で１日４時間勤務 

時給 

８７０円 

⑤ふれあいス

クール指導員 

（有資格者） 

ふれあいスクールで

の児童対応等 

（南・北小学校 

ふれあいスクール） 

１人 教員、保育士また

は、社会福祉士の

資格がある方で、

子どもたち（児

童）と接すること

が好きで、子ども

の健全育成に理

解のある方 

 

午後１時３０分～ 

７時００分の間で 

１日５時間勤務 

 

土曜日および学校の

休校日は、 

午前８時３０分～ 

午後７時００分の間

で所属長の指定する

時間 

時給 

９００円 

⑥ふれあいス

クール指導員 

ふれあいスクールで

の児童対応等 

（南・北小学校 

ふれあいスクール） 

１人 子どもたち（児

童）と接すること

が好きで、子ども

の健全育成に理

解のある方 

時給 

８７０円 

▼申込期限 ２月１５日（月）午後５時１５分 必着 

▼申込方法 高森町役場総務課行政係へ下記の書類を提出してください。（郵送可） 

①履歴書・申込書 ※写真貼付 高森町ホームページ、総務課行政係窓口にて入手してください。 

②資格証の写し（ふれあいスクール指導員、保育士、調理員）または、資格取得見込証明書（保育士） 

▼雇用期間 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日（場合により延長することもあります。） 

▼試験方法 面接試験（試験日は追ってご連絡します。）※詳細はお問い合わせください。 

▼申込・問い合わせ先 高森町役場 総務課行政係 

 〒３９９-３１０３ 長野県下伊那郡高森町下市田２１８３-１ 電話３５-９４０２ 

◎放送大学 ４月生募集のお知らせ 
 放送大学では、平成２８年度第１学期（４月入学）の学生を募集しています。 

 働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で幅広い世代、職業のかた

が学んでいます。 

 資料を無料で差し上げています。お気軽にご請求ください。 

▼出願期間 

第１回 ２月２９日まで 第２回 ３月１日～３月２０日まで 

▼問い合わせ先 放送大学長野学習センター 電話０２６６-５８-２３３２ 

http://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamagata/ 



 

 

 

 

 １１日（木） １４日（日） ２１日（日） ２８日（日） 

内 科 
飯田橋木下 
２１-６１５１ 

松 尾 
２２-３９２１ 

西 澤 
２４-３８００ 

菅 沼 
２２-０５３２ 

小児科 
飯田橋木下 
２１-６１５１ 

久 田 
２２-０３７９ 

健和会 
２３‐３１１５ 

菅 沼 
２２-０５３２ 

外 科 
おおぎ 

２２-１７３０ 
市 瀬 

２７-３３１１ 
慶 友 

５２-１１５２ 
飯田橋  
２４-１５１１ 

産婦人科 
椎 名 

２２-０３０４ 

市 立 

２１-１２５５ 

羽 場 

２８‐５１５１ 

市 立 

２１-１２５５ 

薬 局 
松崎薬局 
３５-６６６３ 

平沢薬局 
３６-２１６６ 

あおぞら薬局 
３４-２１５７ 

イブキ薬局 
３５-２８７０ 

 ◆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００分～午後 ５時００分 （受付は午後 ４時３０分まで） 

●夜間 午後７時００分～午後１０時３０分 （受付は午後１０時００分まで） 

※上記時間以外は、電話の自動音声で診察可能な病院をご案内します。 

３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 

８ 火 ３歳児健診 平成２５年 ２月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

１０ 木 ２歳児健診 平成２６年 ３月生まれ 午前９時００分～９時１５分 

１０ 木 １歳半児健診 平成２６年 ９月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

１７ 木 １歳児健診 平成２７年 ３月生まれ 午前９時００分～９時１５分 

１７ 木 １０か月児健診 平成２７年 ５月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

１８ 金 ７か月児健診 平成２７年 ７、８月生まれ 午前９時００分～９時１５分 

１８ 金 ４か月児健診 平成２７年１１月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

※平成２５年９月の２歳半児健診、平成２５年３月生まれの３歳児健診は平成２８年４月に行います。 

３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。 ２月の休日当番医・薬局 

〇健康センターあさぎりからのお知らせ「教室体験」募集中 
健康センターあさぎりでは、教室体験を募集しています。お早めにお申し込みください。 

▼申込受付期間  ２月１０日(火)～３月１７日(火) 

▼教室内容  詳細はお問い合わせください。 

〇プール教室 体験料金：８００円 

教室内容 強度 曜日 時間 

膝・腰にやさしい 

水中運動教室 
★ 

火 午後 １時３０分～ ２時３０分 

木 
午前 ９時３０分～１０時３０分 

午後 ６時５０分～ ７時５０分 

金 午前 ９時３０分～１０時３０分 

健康づくり 

水中運動教室 
★★ 

火 午前 ９時３０分～１０時３０分 

水 午前 ９時３０分～１０時３０分 

木 午後 １時３０分～ ２時３０分 

楽らく水中運動教室 ★★ 金 午後 １時３０分～ ２時３０分 

アクアリフレッシュ教室 ★★★ 火 午後 ６時５０分～ ７時５０分 

▼申込方法   

・希望する教室の前日までに、電話もしくは、当センター受付で予約をしてください。 

・体験料金は、当日お支払いいただきます。 

・教室ごとの受け入れ可能人数がありますので、お早めにご予約ください。 

▼申込・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   検索   


