
 

 

 

 

 

 

 

収集した古着類は工業用ウエスに加工しています。 

▼日 時 ６月２日（土） 午前７時～９時  

▼収集場所 町民体育館下駐車場 

▼出 し 方 

○中が見えるビニール袋に入れてお出しください。 

○「その他プラスチック専用袋」(赤プラ袋)も利用できます。 

【注意！】中が見えない袋、肥料袋、紙袋、「その他プ

ラスチック専用袋」以外の指定ごみ袋では出せません。 

▼収集できないもの  

○汚れ、破損が著しいもの 

○学生服、ユニホーム、作業服、下着、靴下、和服、中

綿入り衣類、プラスチック素材の衣類、帽子､ぬいぐる

み､敷パット、こたつ敷、玄関マット ➔ 燃やすごみ 

○毛布、布団類 ➔ ①燃やすごみまたは②粗大ごみ 

①燃やすごみに出す場合 切断して「燃やすごみ

袋」に入れて出すか、稲葉クリーンセンターに

直接搬入する（料金１０㎏あたり１８０円）  

②粗大ごみに出す場合 有料収集 

次回収集日は８月４日（土） 

▼そ の 他 

○収集時間内にお持ち込みください。上記時間以外

の受け取りはお断りします。 

○収集場所、付近の道路は混雑が予想されます。係

の誘導に従い、通行には充分ご注意ください。 

○悪天候の場合、収集日を延期することがあります。

延期を決定したときは音声放送で告知します。 

※役場宿直でも確認いただけます。（電話３５-３１１１） 

▼事前受け入れ 収集日当日に都合の悪い方はご利用ください。 

受入日：５月２９日（火）、６月１日（金） 

場 所：リサイクルステーション(町民体育館下)   

時 間：両日とも午前９時～正午（時間厳守） 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係  

電話３５-９４０９ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

燃やすごみステーションの管理にあたり、利用さ

れる皆さんの中から連絡員を選出して役場との連絡

などをお願いしてきましたが、昨年度末をもちまし

て連絡員制度を廃止しました。 

連絡員として関わられたすべての方に感謝申し上

げるとともに、引き続き家庭ごみの分別収集へのご

協力をお願いします。 

▼廃止の理由  

・利用者が必ずしも自治組織単位でないため、連絡

員の選出が困難なため。 

・連絡員の方に利用者名簿を提供していましたが、

個人情報が含まれており取扱いが難しいため。 

・ルールが守られていないごみが出されたとき、収

集困難物等があったときは、収集業者から役場に

通報があるため。 

▼今後の取扱い 

・独自に掃除当番を編成して運用していただくこと

につきまして、何ら制限はございません。     

・業者が収集せず、ごみステーションに残されている

ごみ袋などに気付かれた方は、環境水道課環境係に

ご一報ください。より早く対処することができます。 

・収集されずに残されたごみの回収、該当者への指

導等の対応は役場が行います。 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係  

電話３５-９４０９ 

 

 

 
 

思い出のおもちゃや、動かなくなって眠ったまま

のおもちゃはありませんか？おもちゃにもう一度元

気をあげようと活動している皆さんによるおもちゃ

の修理屋さんを行います。６月は次の会場へ変更し

て行います。 

▼日 時 ６月１６日（土）午前１０時～正午 

▼場 所 あさぎりの郷杉の木ホール 

（ボランティアセンター） 

▼費 用 無料(別途部品代などが必要な場合があります) 

▼問い合わせ先  おもちゃの修理屋さん(大沢) 

電話３５-３０００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全町を対象に古着・古布を収集します 

おもちゃの修理屋さん（高森会場） 

6 月会場変更 

 

燃やすごみステーション 

連絡員の廃止について 

学校の制服・園児服などは 

学用品リユース（再利用）へ 
不要になった学用品、まだ使えるのに捨てるなんて

もったいない。中古品でもいいから欲しい。そんな思

いをつなげます。 

▼問い合わせ先 高森町ボランティアセンター 

電話３４-３００１ 

http://volunteer.takamori-syakyo.com 

 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

平成３０年５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 

ふるさと就職面接会 開催のご案内 
来春、大学・短大・専修学校等卒業予定の学生及び３年以内既卒者を対象に就職面接会を開催します。

当日は企業の担当者と直接面談することができます。また、企業ガイドブックなどの各種資料を揃えてお

配りするほか、就職の相談にも応じます。 

なお、当日ご本人の都合が悪い場合は、ご家族の方の代理参加でも可能です。 

▼開催日 ６月１日（金）午後１時～４時 

▼開催場所 シルクプラザ 飯田市育良町１－７（電話２８－１１１０） 

▼問い合わせ先 飯田職業安定所（飯田商工会議所内）  電話２４－１２３４ 

ハローワーク飯田（飯田公共職業安定所）電話２４－８６０９ 



 

 
 

全町一斉河川清掃を実施します。各区の計画によ

り全戸参加し、地域の防災・環境保全にご協力いた

だきますようお願いします。 

※区、常会に加入されていない方は、最寄りの清掃

場所へ参加してください。 

▼実 施 日 ６月１０日（日） 

▼作業時間 概ね２時間以内（地域の計画による） 

▼作業箇所 各区の計画により実施 

▼作業内容 河川敷内および周辺道路の草刈り、 

低木の伐採、ゴミ等の収集、除去  

▼その他  

・刈り取った草木は、河川内からの除去を基本とし

ますが、実情に応じてご判断ください。 

・作業にあたり、事故には充分ご注意ください。 

・河川および道路に面した地主の方は、支障となっ

ている竹木などがありましたら、事前に処理する

ようお願いします。 

・中止の場合は、当日の午前６時に音声放送をします。 

▼問い合わせ先 建設課 管理係 電話３５-９４０７ 

 

 

 

 

山吹上地区（中島遺跡）の発掘調査で、戦国時代

の茶壷や平椀等の陶器が見つかりました。６月末ま

で、歴史民俗資料館時の駅に展示しています。 

◆展示の期間 ６月３０日（土）まで  

       （月曜日、祝日の翌日は休館日） 

◆展示の時間 午前９時００分～午後４時３０分 

◆展示の場所 歴史民俗資料館時の駅ロビー 

◆展 示 品 茶壷、平椀、燈明皿、おろし皿、すり鉢 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 文化財保護係  

電話３５-９４１６ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

夏休み中、保護者が仕事の都合で留守になるなど、

家庭の事情により、ふれあいクラブの利用を必要と

する児童を対象に、参加申し込みを受け付けます。 

▼受け入れ可能人数 

申請書を教育委員会事務局、各ふれあいスクール

または町のホームページより入手し、教育委員会事

務局へ提出してください。※申請書を提出する際に、

面接を行います。 

▼申込期限 ５月３１日（木）午後５時１５分 

※期限後の申し込みは原則お受けできませんので、

期限厳守でお願いします。 

※申込人数がそれぞれ１５人、２０人を超えた場合

は、面接による選考となることもありますので、

ご了承ください。 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 学校教育係  

電話 ３５-９４１６ 
 

 

 
 

「歌は好きだけどちょっと恥ずかしい」「合唱をやっ

てみたいけど…」と思っていませんか？しなの風の

子合唱団は、楽しい先生と歌が大好きな優しい仲間

ばかりです！ぜひ一緒に歌いませんか？見学もＯＫ

です。お気軽にお問合せください。 

▼今年度の予定 

・８月１５日（水）終戦記念日コンサート 

（高森町福祉センター） 

・１２月９日（日）三つ星クリスマスコンサート 

（くましろホール） 

▼対象年齢 ９歳（小学校４年生）～１８歳 

▼レッスン 月２～３回（金曜日） 

午後６時３０分～８時３０分 

▼場所 高森町 あさぎりの郷 杉の木ホール 

▼会費 月額３，０００円 

▼問い合わせ先  牧内０９０-４８２４-３３７９ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

南信州地域振興局では「地域発 元気づくり支援金」

の事業を募集しています。高森町や地域を元気にする

自主的、主体的な地域づくり活動にご活用ください。 

▼対象団体 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） 

▼応募期限 ６月８日（金）まで 

※役場で内容等の確認をしますので６月５日（火）

までに総務課企画振興係へ提出してください。 

▼応募方法 （下記の書類を２部作成） 

（１）別記様式第１号及び別記様式第１号関係 

（２）事業計画図書 

（位置図、見取図、設計図、設計書等） 

（３）公共的団体等の規約（会則） 

（４）団体の歳入歳出予算書 

（５）その他、必要に応じて事業内容、経費の積算

を説明する書類等 

（６）提出書類チェックリスト 

※（１）及び（６）は町ホームページからダウンロ

ードできます。 

▼問い合わせ先 総務課 企画振興係 電話３５-９４０２ 

南信州地域振興局 企画振興課 電話５３-０４０１ 

高森南小学校 高森北小学校 

１５人 ２０人 

山吹上地区で発掘された戦国時代の 

陶器類を展示しています 

 

しなの風の子合唱団 メンバー募集中！ 全町一斉河川清掃の実施について 

「地域発 元気づくり支援金」 

南信州地域事業の２次募集をします 

 

行政相談委員に清水芳実さん 
「行政相談」とは、皆さんから、国の役所や独立

行政法人および特殊法人が行っている仕事に関す

る苦情や意見・要望をお聴きして、その解決や実

現を図るものです。この窓口が行政相談委員です。

相談は無料で秘密は守られます。 

▼相談日 ６月１９日（火）、８月２１日（火） 

     １０月２３日（火） 

 時間はいずれも午後１時３０分～４時００分 

▼開催場所 福祉センター３階中ホール 

▼問い合わせ先 総務課 行政係 ３５-９４０２ 

 

夏休みのふれあいスクール（ふれあいクラブ）の 

参加申し込みについて 



5 月の夜間役場は 

5 月２５日（金）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。 

 

 
 

南信州広域連合飯田広域消防本部では、平成３０

年度消防職員採用試験（第１回）を行います。 

▼採用職種 消防職員 

▼採用予定人員 ４人程度 

▼受験資格 平成６年４月２日から 

平成１１年４月１日までに生まれた方 

▼試験日程 第１次試験 ６月２４日（日） 

▼試験会場 飯田広域消防本部 ３階大会議室 

▼試験の内容 

（１）第１次試験 教養試験・適性試験・作文試験 

（２）第２次試験 第１次試験の合格者を対象に面

接・性格検査・体力測定・健康診断 

▼申込期間 ５月１１日（金）～６月８日（金） 

▼申 込 先 〒３９５-８５３３ 飯田市東栄町３３４５番地 

飯田広域消防本部 総務課職員係 

▼受験申込書について 

（１）飯田広域消防本部総務課及び各消防署にて配

布します。 

（２）郵送で申込書の請求をする場合は、宛先（住

所・氏名）を明記し、１４０円切手を貼った角

形２号封筒を送付してください。 

（３）飯田広域消防本部のホームページからダウン

ロードできます。（http://119.minami.nagano.jp） 

▼問い合わせ先 飯田広域消防本部 総務課 職員係 

電話２３-６０００ 

 

 
 

長野県技術専門校平成３１年度訓練生募集の受付が

始まります。詳細は長野県ホームページをご覧ください。 

▼受付期間と入校選考日 

【普通課程】 

【短期課程】 

▼問い合わせ先 

長野県 産業労働部 人材育成課 

電話０２６-２３５-７１９９ 

 

 
 

調査時点は６月１日です。 調査票へのご回答を

お願いします。 

▼問い合わせ先  

総務課 企画振興係 電話３５-９４０２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

５月から胃がん検診（バリウム検査）・女性検診（乳

房超音波検査）が始まります。検診の申込みをされ

ていない方で受診を希望する方は、下記の問い合わ

せ先へご連絡ください。 

また、３月にお申し込みをいただいた方につきま

しては、先にお送りした通知の注意事項をご確認の

うえ、受診してください。 

≪胃がん検診 日時及び会場≫ 

▼胃がん検診対象者 ４０歳から７９歳の住民の方 

▼持ち物 がん検診受診票、検査料（１，０００円）、 

健康手帳（お持ちの方）、老眼鏡（必要な方） 

▼その他 決められた日時にご都合の悪い方は、上

記の日程で都合の良い日に受けてください。 
 

≪乳房超音波検査 日時及び会場≫ 

▼乳房超音波検査対象者 

３０歳から３９歳の女性の方（住民に限る） 

▼持ち物 検診の通知書、検査料（１，２００円）、 

健康手帳（お持ちの方） 

▼その他 決められた日時にご都合の悪い方やキャ

ンセルを希望される方は、下記へご連絡をお願い

します。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係（保健師） 

            電話３５-９４１２ 

 

 
 

 弁護士法人 愛知リーガルクリニックによる無料法

律相談が実施されます。相談には事前予約が必要です。 

▼日時 ６月１６日（土）午後１時～４時 

▼場所 大鹿村 大鹿村役場 

▼対象者 飯田下伊那地域にお住まいの方 

▼予約受付時間 午前１０時～午後３時 

▼予約締切日 ６月６日（水） 

      （土日祝日は受け付けておりません。） 

▼相談時間 １人（組）１時間以内 

▼予約先 

弁護士法人 愛知リーガルクリニック法律事務所 

予約専用フリーダイヤル０１２０-６６８-１９１ 

 受付期間 入校選考日 

推薦入校 １０月１日（月）～１０月１８日（木） １０月２９日（月） 

一般入校 １１月５日（月）～１１月２１日（水） １２月 ３日（月） 

 受付期間 入校選考日 

第１回 １２月１０日（月）～１月９日（水） １月２１日（月） 

第２回  １月２８日（月）～２月８日（金） ２月２０日（水） 

実施日 会場 受付時間 

５月３０日（水） 
吉田区民会館 

 

５月３１日（木）  

６月 １日（金） 牛牧伝承館  

６月 ２日（土） 役場（福祉センター） 午前７時００分 

６月 ４日（月） 
下市田区民会館 

～ ６月 ５日（火） 

６月 ６日（水） 役場（福祉センター） 

６月 ７日（木） 
やすらぎ荘 別館 

午前８時３０分 

６月 ８日（金）  

６月１１日（月） 
役場（福祉センター） 

 

６月１２日（火）  

実施日 会場 受付時間 

６月 ４日（月） 

６月 ５日（火） 

６月１３日（水） 

福祉センター 

１階 

健康相談室 

午前８時５０分 

～ 

午後３時００分 

平成３０年度消防職員を募集します 各種がん検診のお知らせ 

平成３１年度技術専門校入校生募集について 

 

無料法律相談のご案内 

 平成３０年工業統計調査を実施します 

http://119.minami.nagano.jp/


NO、２８８        ６ 月 生 涯 学 習 情 報     平成３０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 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 午前７時３０分～ いろいろなスポーツを楽しもう 

瀧里歌会 毎月第１金曜日 時の駅 午後１時～ 短歌を楽しむ 

ぐりとぐら ６月４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 ６月２５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） ６月２４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 午前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 

牛牧短歌会 ６月１３日 福祉センター 午後１時～ 短歌の勉強 

カラオケクラブ音和の会 ６月２日 福祉センター 午後２時～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 
６月１・１５日 

６月６・２０日 
中央公民館 

午後１時～ 

午後７時～ 
詩吟を楽しむ 

オカリナ愛好会 ６月１２・２６日 福祉センター 午後７時～ オカリナを楽しもう 

手まりの会 
６月８日 

６月２２日 

中央公民館 

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 
６月７・２８日 

６月２１日 

福祉センター 

中央公民館 
午前１０時～ 健康な体づくり 

真向法 
６月５・１２・１９・

２６日 
中央公民館 午前７時３０分～ 健康体操・老化防止 

高森美人画教室 ６月２５日 福祉センター 午前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 

６月１６日 

６月３０日 

福祉センター 

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 

大人のサークル・ベガ 
６月１３日 

６月２７日 

やすらぎ荘別館 

中央公民館 
午後７時４５分～ 

セルフケア教室（ストレッチ・ピラテ

ィス） 

 

 

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～ 


