
 

 

 

 

 

 

 

平成３０年８月１日から子ども福祉医療費給付制度

が拡大され年度末年齢１８歳まで（高校卒業まで）対象

となり、現物給付方式での利用が開始されます。 

 新たに対象となる今年度１６～１８歳になる子ども

のいるご家庭に、５月上旬より順次申請書を配布します。

必要事項を記入して窓口に提出してください。 
 

▼提 出 先 健康福祉課福祉係または山吹支所 

▼申込期限 ５月３１日（木） ※郵送での提出も可。 

※進学等で高森町に住民票がない子どもは対象外となります。 

※なお、母子父子家庭・障がい者等ですでに福祉医療費

受給者証をお持ちの方、生活保護を受給されている方は

申請の必要はありません。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 福祉係 電話３５-９４１２ 

 

 
 

 

道路、公園等のごみ拾いを行ない、ごみが落ちていな

い美しい町にしましょう。 

▼基 準 日 ５月１３日（日）  

▼実施場所 地区ごとに決められた場所 

なお、常会に未加入の方はご自宅周辺のごみ拾いを行

ってください。 

▼参加範囲 各戸１人以上の参加をお願いします。 

▼作業内容 空き缶、ビン、ペットボトル、その他のごみ拾い。 

・時間、場所は各地区で設定します。お住まいの地区か

らの通知等によりご確認ください。 

・危険のない範囲で、無理をせず行ってください。 

・大量の不法投棄を見つけた時は、そのままにして役場

環境係へご連絡ください。 

▼ごみの収集 拾ったごみは役場で収集します。下記の

収集場所に集めてください。 

 当日午前９時から収集業者が回収に回りますので、時

間までに作業を終了してください。 

▼収集場所 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

高森町女性活躍子ども子育て拠点施設「あったかてら

す」の落成式を行います。この施設では、町民が安心し

て子育てができる環境の充実を図るため、子育て家庭と

乳幼児等に対する支援事業および女性の就業支援事業

を総合的に実施します。 

なお、落成式終了後、施設の一般公開を予定していま

すので、皆さまのお越しをお待ちしております。 

▼日時 ５月５日（土）午前１１時 

▼会場 「あったかてらす」 

▼内容 テープカット、子どもたちによるアトラクション 

▼一般公開 ５月５日（土）正 午～午後３時 

５月６日（日）午前１０時～午後３時 

※来場されたお子様には記念品を贈呈します。 

▼内覧期間 ５月７日（月）～５月３０日（水） 

午前１０時～午後３時 

▼休館日  木曜日・日曜日 

▼供用開始 ６月１日（金）予定 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局  電話３５-９４１６ 

 

 

 
 

第１０回目となる今年は６月２３日に町歴史民俗資

料館「時の駅」にて開催します。小中学生、そして一般

の方の短歌を募集します。 

▼町内小中学生は、各学校より募集用紙を配布します。 

（提出は学校へ） 

▼一般の方は、教育委員会にある用紙、または高森町ホ

ームページより用紙をダウンロードしていただき、ご提

出下さい。 

▼短歌募集締め切り ５月１８日（金） 

▼参 加 費 町内の方は無料、町外の方は５００円 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 

社会教育係 電話３５-９４１６ 

 
 

 

 
 

ごみゼロ運動の終了後、各家庭で取り組める範囲でご

協力ください。 

▼作業内容の例 

・各家庭内外の清掃・自宅や近所の排水路、側溝の清掃 

・家庭雑排水浄化槽の清掃と汚泥の汲み取り 

・ごみステーションの清掃 

・事業所、集会所、遊園地等の清掃 

▼問い合わせ先  

環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

 

 

 

 

 

 

【下市田区】 町民体育館下駐車場、積善会館、 

下２会館、下市田区民会館、 

４区生活改善センター、下５会館、出砂原地区館 

【吉 田 区 】 吉田西地区館、吉田区民会館、 

横浜ゴム上広場、吉田南地区館、吉田１０常会会所 

【出 原 区 】 こぐるみ広場 【上市田区】 ごまどう広場 

【牛 牧 区 】 牛牧ふれあい広場（消防詰所横） 

【大島山区】 大島山区民会館 

【山 吹 区 】 山吹上生活改善センター、新田地区館、 

下町ポンプ小屋前広場、下平九頭竜会館、 

駒場生活改善センター、しらひげの杜、 

子ども福祉医療費制度が拡大されます 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

平成３０年４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 

「ごみゼロ運動」にご協力ください 

 

「高森町市田柿の里短歌フォーラム」 
皆様の短歌を募集します！ 

 

５月１３日は「環境の日」です。 

ご協力をお願いします！ 

 

「あったかてらす」の落成式について 

地域交流センター フリースペースの活用を考える会議 
あさぎりの郷内の旧あさぎり茶屋を含めたフリースペースの活用について、アイデアを出し合って楽しい居場

所とつながりを考える話し合いを行います。ぜひ皆さんご参加ください。 

▼日時 ５月８日（火）午後１時３０分～３時３０分頃  ▼会場 地域交流センター フリースペース 

▼主催 地域交流センター利用者連絡会 ▼問い合わせ先 高森町ボランティアセンター  電話３４-３００１ 



 
  
生き物たちと出会いにフィールドへ出かけましょう。

自然が好きな人、野外活動が好きな人、動物や植物が好

きな人集まれ！親子でのアウトドア体験、ネーチャー体

験としてもお勧めです。 

▼対象：どなたでも。 

※１ 小学校３年生以下のお子さんは保護者同伴で参加してください。 

※２ 山歩きのみ、対象者の限定があります。 

▼申込：原則として、各会とも申込み期限までに環境係

へ電話でお申し込みください。当日の参加もＯＫ。 

▼問い合わせ先 

環境水道課 環境係 電話番号３５-９４０９ 

 

 
 

長野県南信州地域振興局は、家庭菜園を始めたい方を

対象にした「南信州農ある暮らし入門研修」を開講し、

新規受講生を募集します。 

▼第１回開催日 ５月１７日(木)～１８日(金)の２日間 

土づくりから野菜の種まきや苗の植え付けなどを体験

できます。 

▼受講について 各回あたり参加費２，０００円 

（研修材料費、保険料等) 

講座は、１０月まで各月１回の計６回開催され、６月以

降は、そば打ちなどの加工体験もできます。 

▼申 込 期 限 ５月２日（水）まで受講生を募集します。

（定員に達し次第締切） 

▼問い合わせ先  

 長野県南信州地域振興局 農政課 農村振興係 

電話５３-０４１３ 

産業課 農業振興係 電話３５-９４０５ 

 

 

 
 

昨年、町は法政大学と「市田柿の気候変動研究」につ

いて協定を締結し、今回、町と大学の共催により、下記の

とおり意見交換会および施設見学を開催します。 

◆日時  ５月１２日(土) １日２回開催します。  

①午後１時００分～午後３時３０分 

②午後４時００分～午後６時３０分 

※①、②どちらかの時間をお選び下さい。 

◆場 所 ＪＡみなみ信州「市田柿工房」（高森町下市田） 

◆対 象  どなたでも参加できます 

（事前に応募申込みが必要です。） 

◆内 容 １）市田柿工房の見学 

２）市田柿と気候変動に関する対策意見交換会  

◆応募期限 ５月７日(月) 午後５時まで 

◆問い合わせ先  産業課 農業振興係 

電話３５-９４０５ ＦＡＸ３５-８２９４ 

 

 

 
 

在宅で介護されている皆さまの日頃の慰労と介護者

相互の交流を目的としています。是非ご参加ください。 

▼対象者 介護度 要支援１～要介護５の人を、在宅で

介護している介護者。 

（長期入所・入院は対象になりません） 

▼日 時 ７月２８日(土) 

午前９時３０分～午後５時００分頃 

▼内 容 綾小路きみまろ笑撃ライブ in中津川 

▼募集人数 ３０人（多数の場合は抽選）   

▼参 加 費 ３，０００円 ▼申込期限 ６月２９日（金） 

▼問い合わせ先 高森町ボランティアセンター 電話３４-３００１ 

 

 
 

図書館で廃棄となった本を再利用していただくため

の還元を、５月の連休に行います。 

▼日 時  ５月３日（木）～６日（日） 

午前１０時～午後６時 ※最終日は正午まで 

▼場 所  福祉センター健康相談室 

▼そ の 他  取り置きなどは受け付けません。 

▼問い合わせ先     図書館 電話３５-９４３４ 

春の野草クッキング 

▼日 時   ５月１２日（土）午前９時～午後１時 

▼観察ﾌｨｰﾙﾄﾞ 研修センター森の家周辺 

▼集合場所  研修センター森の家（山吹） 

▼内 容   山菜や食べられる野草を採集して、

料理を作って食べます。 

▼持ち物   採集かご・びくまたは袋、軍手、

エプロン、タオル、おむすび ※おかずは要りません 

▼服 装   野山を歩く服装、靴 

▼申込み期限 ５月１１日（金）午後５時１５分 

昆虫採集 

▼日 時   ５月１９日（土）午前９時～午後２時 

▼観察ﾌｨｰﾙﾄﾞ 林道不動滝線（堂所から不動滝を往復） 

▼集合場所  高森公園（堂所） 

▼内 容   チョウや昆虫を採ります。昆虫のいろ

いろな採集方法にもチャレンジします。 

▼持ち物   捕虫網（虫取り網）、お昼ご飯、 

飲み物、おやつ、雨具 

▼申込み期限 ５月１８日（金）午後５時１５分 

バードウォッチング 

▼日 時   ５月２０日（日）午前８時～１１時 

▼観察ﾌｨｰﾙﾄﾞ 山の寺周辺（山吹） 

▼集合場所  山の寺山門前（山吹） 

▼内 容   オオルリ、キビタキ、センダイムシク

イ、クロツムギ、ツツドリ、ホトトギスなど夏鳥の姿

を見たり、鳴き声を聞くことができます。 

▼持ち物   双眼鏡、フィールド図鑑、行動食、飲み物 

▼申込み期限 ５月１８日（金）午後５時１５分 

山歩き１ 吉田山 

▼日 時   ５月２７日（日）午前８時～午後３時 

※集合 午前７時４５分 

▼対 象   小学４年生以上で５時間程度の山歩きができる方 

▼ルート   山の寺から戒壇不動（かいだんふど

う）を経由して山頂へ。出原コースを下り、盗人道（ぬ

すっとみち）を通って山の寺へ戻る周回ルート 

▼見どころ  戒壇不動から山頂へ至る尾根は、数あ

る吉田山登山ルートの中で、最も自然豊かで野趣に富

んだルート。新緑のブナ、イヌブナ林の中を登ります。

ギンラン、ギンリョウソウ、イワカガミ、チゴユリ、

マイズルソウなどの花を見ることができます。一番身

近な、地元の山をトレッキング！ 

▼集合場所  山の寺山門前（山吹） 

▼装備・服装 低山歩きの装備と服装・足支度、 

お昼ご飯、行動食、飲み物、雨具（カッパ）必携 

▼申込み期限 ５月２５日（金）午後５時１５分 

たかもり生きもの調べ ５月の予定 「農ある暮らし入門研修」のご案内 

「みんなで考える市田柿の気候変動対策」 

開催について 

高齢者の家族介護者のための 

リフレッシュ事業のご案内 

廃棄図書の還元について 



 

 
 

町有地内の伐採した支障木を町民の皆さまにお譲り

します。希望する方は下記条件をご承知の上、必ず事前

にお申込みいただき、配布場所へ集合してください。 

▼日 時 ４月２９日（日）午前９時から※雨天決行   

▼場 所 親水公園（下市田天竜河原） 

▼木 の 種 アカシヤ、イチョウ 他             

▼申込期限 ４月２７日（金）午後５時まで        

▼服 装 作業しやすい格好 

▼持 ち 物 チェンソー、燃料、オイル、ヤスリ、なた、

のこぎり、手袋等 

▼そ の 他 ・薪づくりは行いません。 

・高森町民以外の方はご遠慮ください。 

・量に限りがありますので、ご希望に添えない場合があ

りますのでご了承ください。また、不要な部分も一緒に

お引き取りをお願いします。 

・車両への積み込み、枝払い、玉切り等はご自身でお願

いします。 

・配布日は混雑が予想されますので、運転、作業等は安

全に配慮し十分ご注意ください。 

・本件に関しての損害、負傷等について、役場では一切

責任を負いかねますので、自己責任でお願いします。 

▼申し込み先 役場産業課 林務係 電話３５-９４０５ 

 

 
 

町内保育園では、地域の保育園入園前のお子さんとそ

の保護者の方を対象に、園開放（通称「ひよこクラブ」）

を行っています。お誘い合って参加してみませんか！  

▼実 施 日 ５月１５日・６月１２日・７月１０日 

８月２１日・９月１１日・１１月６日・１月１５日 

２月１９日の年８回いずれも火曜日 

吉田河原保育園は上記の他に１０月２３日・１２月２０日実施 

▼時 間 吉田河原保育園 午前９時００分～１１時００分 

下市田・みつば・吉田・山吹 午前９時３０分～１１時００分 

▼内 容 晴天時は親子で戸外遊び（晴天時）、 

ままごと遊び、遊具遊び、絵本読み聞かせ、 

在園児と一緒に体操、天候や季節に応じた内容など 

▼持 ち 物 着替え、上履きのシューズ（親子とも）、

タオル、水筒、帽子など（その他必要に応じて） 

▼問い合わせ先        下市田保育園 電話３５-３３２４ 

みつば保育園 電話３５ -３３２６ 吉田保育園  電話３５-３３３０ 

山吹保育園 電話３５ -５１４７  吉田河原保育園 電話３５ -６７７１ 

 

 
 

毎年４月から５月に発生が予想される遅霜の対策につ

いて、降霜が想定される場合、町の音声告知または同報

無線による広報をします。 

▼町民の皆さんへ 防霜対策に果樹園等では防霜ファンの使

用や燃焼資材を燃やします。早朝にかけてこの対策をさ

れる農家の方々がおられることをご承知おきください。 

▼農家の皆さんへ 燃焼資材を燃やして防霜をする「燃

焼法」を用いる農家の皆さまには、燃焼法を行う前に最

寄りの消防署へ使用場所と使用資材の電話連絡をお願

いします。 

また、火の取扱いには十分注意をし、消火の確認を確

実に行ってください。  

▼連 絡 先 高森消防署     電話３５-０１１９ 

▼問い合わせ先 産業課 農業振興係 電話３５-９４０５ 

 

 
 

▼日 時 ５月１２日（土）午前７時～午前９時 

▼収集場所 ほたるパーク山吹（山吹・アピタ高森店裏） 

※会場入口・場内では係員の誘導に従ってください。 

１．小型家電：電気や電池で動く、家庭で使用し不要に

なった家電製品 

★料 金  無料 

★排出時の注意  

・携帯電話、デジタルカメラ、パソコン等に記録されている個人情

報に関するデータは、必ず削除してから排出してください。 

・乾電池、充電池、バッテリー、ビデオテープ、カセットテープ、

インクカートリッジ、ＣＤ、ＤＶＤ、掃除機のごみパック等

は取り外して排出してください。 

・ファンヒーターの灯油タンクは空にして排出してください。 

・ダンボール箱、ビニール袋等の梱包・包装から取り出

して排出してください。 

・一度回収した製品は返却しません。 

【注意】次の品目は粗大ごみ（有料）となります 

・扇風機・掃除機・照明器具・木製スピーカー 

・電気こたつ（ヒーター部は小型家電） 

・石油ストーブ、ガスコンロ 

・電気カーペット、電気毛布、電気敷布  

・マッサージチェア ・オイルヒーター 等 

 

 

 

 

 
 

２．粗大ごみ（大型のごみ）：有料 

【主な収集対象品】指定収集袋に入らない物、長さ 60

㎝を超える金物、魔法瓶、温水器、石油ストーブ、家具、

建具、自転車、大型健康器具、大型スポーツ用品、ヘル

メット、カーボン・グラスファイバー製品（釣りざお、

ラケット等）、扇風機、掃除機、照明器具 

★料 金 品目、サイズにより算定します。収集会場で

精算していただきますので現金をご用意ください。 

【注意】次の品目は収集しません 

・自動車バッテリー ・土砂 ・瓦 ・消火器 

・ガスボンベ ・農機具 ・農業資材 ・事業系廃棄物 

【大型の「燃やすごみ」の扱い】 

 平成２９年９月から「燃やすごみ」の対象になった、

マットレス、絨毯、カーペット、プラスチック製品（衣

装ケース、収納ボックス、クーラーボックス等）等は「粗

大ごみ」としても収集します。（有料） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３．お願い（小型家電・粗大ごみ収集共通） 

・収集時間を厳守してください。 

・収集場所入口・場内では係員の誘導にしたがってくだ

さい。 

▼問い合わせ先 

環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

伐採木の配布について 

園開放保育「ひよこクラブ」のご案内 

小型家電・粗大ごみを収集します 

ボックス回収を行っています 

大きさが１５cm×２５cm以内の小型家電は、役場

玄関の小型家電回収ボックスに投入することができ

ます。（平日 午前８時３０分～午後５時１５分） 

家電４品目は、収集しません。 
テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機  

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。 

○指定取引場所 

㈲丸伝運送 高森物流センター（下市田）電話４８-６６４１ 

前田産業（飯田市上郷別府） 電話２２-２４８８ 

 

凍霜害対策についてのお願い 
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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 ﾙー） 

木鶏の会 毎月第３火曜日 福祉センター 午後２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 ５月７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 ５月２８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）  ５月２７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 毎月第２木曜日 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 ５月１・１５日 中央公民館 午後４時～ 愛唱歌をアコーディオンで楽しむ 

牛牧短歌会 ５月９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 ５月６・１２・２６日 福祉センター 午後１時～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 

５月４日 

５月８日 

５月２・１６日 

時の駅 

中央公民館 

中央公民館 

午後１時～ 

午後１時～ 

午後７時～ 

詩吟を楽しむ 

手まりの会 ５月１１・２５日 中央公民館 午後１時３０分～ 手まり作り 

ひまわり健康体操教室 ５月１０・２４日 福祉センター 午前１０時～ 健康な体づくり 

真向法 ５月１・８・１５・２２・２９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 ５月１０・２４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 ５月２８日 福祉センター 午後１時３０分～ 美人画の勉強。美しさ表現する勉強 

やさしいヨガストレッチの会 ５月１２・１９・２６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) 

◆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～ 

連休中に上下水道の異常が起こったら・・・ 
 宅内水道管の破損等トラブルがあった場合は、工事を行った業者（※建売住宅の場合

は、建築業者、不動産屋さんにお聞きください。）、もしくは、下記当番工事店へ連絡

ください。 

 月  日 当番工事店 連絡先 当番工事店 連絡先 

４月２８日 ㈲吉森 ３５-７６９６ ㈲タナダ工業 ３５-４５５０ 

４月２９日 ㈲高森設備 ３５-６１１０ 日幸設備㈱ ３５-５１７７ 

４月３０日 ㈲Ｋ＆Ｋフジタ ３４-３７５５ ㈲本島土建 ３５-２７７８ 

５月 ３日 南信冷熱工業㈲ ３５-４０１０ ㈲タナダ工業 ３５-４５５０ 

５月 ４日 ㈲吉森 ３５-７６９６ ㈲高森設備 ３５-６１１０ 

５月 ５日 日幸設備㈱ ３５-５１７７ ㈲Ｋ＆Ｋフジタ ３４-３７５５ 

５月 ６日 ㈲本島土建 ３５-２７７８ 南信冷熱工業㈲ ３５-４０１０ 

 

４月の夜間役場は 

４月２５日（水） 

です 
役場窓口を午後７時

まで開設します。 

各種証明発行、納税等

にご利用ください。 

女性相談窓口を毎月

夜間窓口に併せて開設

します。 


