
 

 

 

 

 

 

 

児童手当を受給している方は、毎年６月１日の状況

の届け出をしていただく必要があります。該当する方

には既に「現況届」用紙を送付しています。期限まで

に必ずご提出ください。（郵送での提出もできます。） 

※提出されない場合は、６月分以降の手当を受給する

ことができません。 

▼提出書類 

○現況届（現在、受給中の方全員） 

必要事項を記入・訂正し、提出してください。 

○請求者本人の保険証のコピーまたは、年金加入証明

書（厚生年金に加入している方） 

○児童の属する世帯全員の住民票、別居監護申立書

（児童が高森町外に住民登録されている方） 

○在留カードの写し（外国籍の方） 

▼所得確認 

現況届に基づき、所得の確認を行います。所得制

限限度額を超えた場合は特例給付(児童１人当たり

月額５，０００円)になります。 

▼提出期限 ６月２９日（金） 

 

 

 

▼問い合わせ先 健康福祉課 福祉係 電話３５-９４１２  

 
 
 

  

歯周病や虫歯は、歯を失う原因となるだけでなく、

生活習慣病の引き金となることが分かってきていま

す。歯の寿命を延ばし、食べる楽しみと全身の健康を

保つためにも、早期の予防・発見・治療が重要です。

町では歯科健診費の助成を行います。ぜひ健診をお受

けください。 

▼対 象 者: ４０歳、５０歳、６０歳、７０歳の方 

（平成３１年３月３１日の年齢） 

対象者へは５月下旬に通知をお送りしています。 

▼健診期限：平成３１年２月２８日（木）まで 

▼健診費用：自己負担額１，０００円 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 電話３５-９４１２ 

 

 

 

 平成３０年４月から５月にかけて実施した「緑の募

金活動」につきましては、多くの町民の皆さんにご理

解、ご協力いただき誠にありがとうございました。 

 募金額は５３３，１３８円となり、全額を飯伊地区

緑の募金委員会に送金いたしましたのでご報告します。 

 なお、緑の募金は小学校１年生への苗木の頒布や植

樹祭事業、みどりの少年団の育成などに活用されます。

その他にも、公共施設の緑化事業や学校施設の緑化事

業などにも活用されています。 

▼問い合わせ先 産業課 林務係 電話３５-９４０５ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

本年度、高齢者肺炎球菌予防接種の対象者となる方に「高齢

者肺炎球菌ワクチン予診票」をお送りしました。（すでに一度

高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けている方には郵送

していません。）平成３１年４月以降の接種は自己負担となり

ます。接種を希望される方は期限までに接種をお願いします。 

▼対 象 者：６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、 

８５歳、９０歳、９５歳、１００歳の方 

（平成３１年３月３１日の年齢） 

▼接種期限：平成３１年３月３１日（日）まで 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 電話３５-９４１２ 

 

 

 
 

この運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪

を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれ

の立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全・

安心な地域社会を築こうとする全国的な運動です。 

 町では、毎年「あいさつ」に重点をおき、７月 1 日

の「更生保護の日」（本年度は７月２日）に、小中学校

の校門近くで子どもたちへの声かけを行っています。 

 町全体で心のこもった明るいあいさつを交わし合い、

犯罪や非行が起きにくく、有事の時に支え合える明る

い社会が築けるよう、皆さんのご協力をお願いします。 

▼問い合わせ先   

社会を明るくする運動高森町推進委員会事務局 

健康福祉課・教育委員会事務局 

電話３５-９４１２（健康福祉課 高齢者係） 

 

 

 
 

 

 

  

 

７月から１１月まで、医療介護の専門職による介護予

防への取り組みを月１回（７月は２回開催）開催します。

体づくりについて健康運動指導士を講師にストレッチ

や体操の実践をします。事前に申し込みが必要です。 

▼日 時 ７月５日（木）午後１時３０分～２時３０分 

▼場 所 健康センターあさぎり（下市田） 

▼内 容 体組成計による筋力量等の測定 

     自宅でできるストレッチや体操 

▼対 象 おおむね６５歳以上の方 

※医師による運動制限のある方はご遠慮ください。 

▼参加費 トレーニングルーム利用料３００円 

▼申込期限 ６月２９日（金）午後５時まで 

▼問い合わせ先  

健康福祉課 地域包括支援センター 電話３５-９４１２ 

児童手当現況届の提出はお済みですか？ 

7 月は「社会を明るくする運動」の 

強調月間です 

 

高齢者肺炎球菌ワクチン 

予防接種の予診票が届いた方へ 

今日からはじめるボディメンテナンス 

～3 年後の自分への投資～ 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

平成３０年 6 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 

児童手当の振込日は、年３回  ６月１５日（金）、 

１０月１５日（月）、平成３１年２月１５日（金）です。 

歯科健診を受けましょう 

７月は高森町の「あいさつ月間」です 

家庭、地域、職場で「ひと声入れて」笑顔で明るい 

あいさつを交わし合いましょう。 

「緑の募金活動」にご協力いただき 
ありがとうございました！ 

 



 

 
 

▼貸与額・募集予定人員 

▼貸与対象者 

現在、高校・専門学校・短大・大学に在学している学生 

※他の団体の奨学金等との併願も可能です。 

▼応募資格 次の条件をすべて満たすこと。 

・経済的理由で就学困難と認められること。 

・保護者が高森町に居住していること。 

・保護者に町税等の滞納がないこと。 

※その他、本人の学習成績等を審査し、貸与を決定します。 

▼償還期間 

原則、貸与期間の２倍の期間内(無利子)。 

（疾病等の理由による償還期間の延長や、猶予制度も

あります。） 

▼申込用紙の入手方法  

教育委員会事務局窓口で配布または、町ホームペー

ジでもダウンロードできます。 

▼申込期限 ６月２９日(金) 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 学校教育係 

電話３５-９４１６ 

 

 

▼日時 ６月２７日（水）午前９時～午後４時 

▼場所 旧学校給食センター(高森南小学校) 

▼対象 町内在住の希望者 

▼内容 児童用机・椅子の新ＪＩＳ規格への更新に伴

い、入替で廃棄する机・椅子を無償譲渡します。 

＜廃棄机・椅子＞ 

【 机 】天板６００ｍｍ×４００ｍｍ  高さ５２０ｍｍ～７６０ｍｍ 

【椅子】座板２６０ｍｍ×３４０ｍｍ 高さ３００ｍｍ～４６０ｍｍ 

＜申込・引き渡し＞ 

 ・机・椅子の譲渡数はおよそ１００セットです。 

  ・事前に申し込みをいただいた方を優先とします。 

 ・申し込み希望数の上限は５セットまでとします。 

 ・在庫が無くなり次第終了させていただきます。 

・引き渡しの際の積み込みと運搬は各自でお願いします。 

＜注意事項＞ 

・キズ、へこみ等の損傷の程度に差がありますが、

選択はできません。 

・机、椅子の単品希望可。 

・譲渡物を営利目的で利用することはできません。 

▼問い合わせ先 高森南小学校 電話３５-２２５０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

高森町商工会では平成３０年８月１日採用の臨時

職員を募集します。 

▼募集人員 若干人 

▼要 件 普通自動車免許のある方、パソコン操作

のできる方、日商簿記３級程度の資格をお持ちの方 

※年齢性別は問いません。 

▼勤務時間 午前８時３０分～午後５時１５分（７時間４５分） 

▼雇用期間 平成３０年８月１日採用～ 

平成３１年３月３１日（年度更新・継続あり） 

▼時 給 ９００円 

▼申込期限 ６月２９日（金） 

▼選考方法 面接（商工会の規定による） 

▼問い合わせ先  

高森町商工会事務局 電話３５-２２５４ 

 

 

 

 

▼開 催 期 間 ９月２８日（金）～３０日（日） 

▼会 場 佐久市コスモホール 

▼出品者資格  長野県内在住の６０歳以上のアマチュア 

▼部  門 日本画、洋画、彫刻、手工芸、書、写真 

▼申 込 締 切 ８月３１日（金） 

▼申 込 方 法 長野県高齢者作品展出品票（所定用

紙）に必要事項を記入し、お申し込みください。 

▼作品の規格 出品規格等の詳細については、高齢者

係窓口で配布する「募集案内」をご覧ください。 

▼募集案内・（出品票）請求・申込先 

 健康福祉課 高齢者係  

電話３５-９４１２ 

▼問い合わせ先 

公益財団法人長野県長寿社会開発センター 

〒３８０-０９２８ 長野市若里７-１-７ 

電話０２６-２２６-３７４１ 

 

 

 
 

 

子育てを頑張る皆さんに、リフレッシュしていただ

くことを目的としたイベントを開催します。お友達同

士でもぜひご参加ください！ ※託児可能 

▼日 時 ７月５日（木）午前１１時～午後１時 

▼場 所 信州たかもり温泉 湯ヶ洞 

▼対 象 未就園児をもつ保護者の皆さん 

▼内 容 アロマセラピストによる虫除けスプレーづく

りを体験できます。湯ヶ洞でおいしい食事と温泉付き！ 

▼参加費 １人につき１，０００円 

▼定 員 ２０人 

▼申込期限 ６月２８日（木） 

▼問い合わせ先 

健康福祉課 高齢者係 電話３５-９４１２ 

あったかてらす 電話３５-５０００ 

 貸与月額 募集予定人数 

高等学校 １８，０００円 若干人 

大学 ３０，０００円 若干人 

第３回 子育て世帯リフレッシュイベント 

～子どもにも優しい虫除けスプレーづくり～ 

 

高森町商工会臨時職員を募集します 

2018 信州ねんりんピック 

長野県高齢者作品展 作品募集 

児童用机・椅子を無償提供します 

町の奨学生を募集します 

高森町消防団 操法大会 
▼日 時 ６月２４日（日）午前９時～ 

 ポンプ操法の部 午前９時００分～ 

 ラッパ吹奏の部 午後２時３０分～ 

▼場 所 山吹 ほたるパーク 

※当日は見学用のテントを設置します。多くの

皆さんのご声援をお願いします。（雨天決行） 
 



たかもり 

いきもの 

調べ 

 

 

 

７月から１１月にわたり計４回、「これで大丈

夫！～家でも簡単に作れる男性の料理教室～」を開

催します。事前に申し込みが必要です。 

▼日 時 ７月１８日（水）午前１１時～午後１時 

▼場 所 福祉センター２階 調理室、休憩室 

▼内 容 簡単！美味しい！夏野菜料理教室 

▼講 師 高森町管理栄養士 伊東 希実 

▼対 象 町内在住の男性 

▼参加費 １回３００円 

▼申込期限 ７月９日（月）午後５時まで 

▼問い合わせ先 健康福祉課 地域包括支援センター 電話３５-９４１２ 
 

 

 

 

▼対象者 次のいずれかの手帳をお持ちの方 

・身体障がい者手帳１～３級 

・療育手帳（知的障がい）  

・精神保健福祉手帳 

▼日 時 ７月５日（木）午前８時 町内出発 

             午後４時ごろ帰着予定 

▼行 き 先 安曇野いわさきちひろ美術館 

▼持 ち 物 常備薬、水筒（お茶など）、雨具など 

※昼食費として１，０００円が必要です。 

▼申込期限 ６月２５日（月）まで 

【あわせて一人暮らし高齢者のバスハイク参加者も募集しています！】 

▼日 時 ７月１３日（金） 

▼申込期限 ６月２８日（木）まで 

▼時間、行き先、費用等は障がいのある方のバスハイクと同じです。 
 

※どちらの旅も看護師および民生委員、社協職員が同行します。 

▼問い合わせ先 高森社会福祉協議会 電話３４-３７１７ 

 

 

 
 

犬を飼育するための最小限のルール、しつけの仕方などを学び、

愛犬との楽しい生活を送ることを目的として教室を開催します。 

１．学科講習（犬を正しく理解する講習会） 

▼日 時 ７月８日（日）午後１時３０分～４時００分 

▼会 場 飯田勤労者福祉センター 第３・第４研修室 

▼講習内容 ・知っておきたい法律について 

・犬の健康管理・動物由来感染症について 

・犬の本能、習性、飼育方法、しつけについて 

・家庭犬インストラクターによる実演 

▼募集定員 ９０人 

▼参加費用 テキスト代 １，０００円 

▼申込方法 飯伊動物愛護会事務局へ直接または電

話でお申し込みください。 

２．実技講習 ※学科講習を受講した方のみ受講可 

▼講習内容 家庭犬に必要な「しつけ」や「マナー」の習

得、いろいろな状況に慣れることを愛犬と一緒に学びます。 

▼申込・問い合わせ先 飯田保健福祉事務所 

 食品・生活衛生課内 飯伊動物愛護会事務局  

 電話０２６５-５３-０４４６ 

 

 
 

アレチウリは長いツルで他の植

物に覆いかぶさり、その植物の生育

を妨げます。９月になると果実が熟

し始めます。発芽率は 7割以上とい

われ繁殖力が非常に旺盛です。 

▼駆除方法と特徴 

１．手で抜き取る…最も効果的で環境への影響が小さい。 

２．草刈り機で刈り取り…効率は高いが根が残ってしまう。 

３．除草剤を使う…根まで枯らすことも可能。ただし、使用

する場合は環境への影響や地形などに十分な配慮が必要。 

▼駆除のポイント 

１．できるだけ小さいうちに抜き取る ２．種を付ける前に抜き取る 

３．１年に数回抜き取る     ４．数年間続ける 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

 

 
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、各会とも申込期限までに環境係

へ電話でお申込みください。当日の参加も可能。 

▼その他 悪天候の場合、中止または延期することがあります。 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 電話３５-９４０９  

魚とり 

▼日 時 ７月１日（日）午前９時～正午 

▼観察ﾌｨｰﾙﾄﾞ 田沢川下流（山吹） 

▼集合場所 山吹ほたるパーク（山吹） 

▼内 容 天竜川支流の安全な川で、魚とりの体験 

▼持 ち 物 おやつ、水筒、着替え、バケツ 

▼服装・履き物 水にぬれてもよい服装、帽子、網 

川に入る履き物（脱げやすいサンダルは不可） 

▼申込期限  ６月２９日（金）午後５時１５分まで 

ライトトラップ〈灯りに集まる虫 観察会〉 

▼日 時 ７月７日（土）午後７時～９時 
▼観察ﾌｨｰﾙﾄﾞ  松岡城跡（下市田） 

▼持 ち 物 懐中電灯 

▼服 装 等 虫よけ対策をしてきてください 

▼申込期限 ７月６日（金）午後５時１５分まで 

水生生物観察会 環境省「せせらぎサイエンス」事業 

▼日 時 ７月２１日（土）午前８時３０分～１１時３０分 

▼観察ﾌｨｰﾙﾄﾞ 大島川下流（吉田）と上流（大島山） 

▼集合場所 役場 玄関前（役場の車で移動します。） 

▼持 ち 物 行動食、飲み物、川で履く靴、着替え 

▼申込期限 ７月２０日（金）午後５時１５分まで 

山歩き２ 本高森山 信州山の日タイアップ企画 

▼日 時 ７月２２日（日）午前６時～午後４時 ※集合５時４５分   

▼ル ー ト 吉田山、前高森山を経て頂上を目指します 

▼対 象 小学校 4 年生以上で 7 時間程度の山歩きができる方   

▼集合場所 堂所森林公園駐車場（吉田山 登山口） 

▼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 

▼申込期限 ７月２０日（金）午後５時１５分まで 

障がいのある方のバスハイク「希望の旅」 

参加者を募集します！ 

6 月はアレチウリ駆除強化月間です 

 

「愛犬のしつけ方教室」受講者募集 
主催：飯伊動物愛護会 

男性の料理教室 
“男メシ塾”開催のお知らせ 

 

たかもり 生きもの 調べ ７月の予定 

写真：2016年 下市田 
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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 ｼー ﾎ゙ﾞー ﾙ） 

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 

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 ７月２・９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 ７月２３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） ７月２２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 ７月１９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 ７月３・１７日 中央公民館 午後１６時～ 愛唱歌をアコーディオンで楽しむ 

牛牧短歌会 ７月１１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 
７月１日 福祉センター 午後２時～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 
７月６・１９日 

７月４・１８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 ７月１０・２４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 ７月１３・２７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 
７月５・２６日 

７月１９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 
７月３・１０日 

  １７・２４日 
中央公民館 午後７時３０分～ 健康体操・老化防止 

高森美人画教室 ７月２３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 

７月２１日 

７月 7・14・28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 

７月８日 福祉センター 午前１０時～ 薬膳料理を楽しもう（夏バテ予防） 

７月１１日 

７月２５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～ 

6月の夜間役場は 

6 月２５日（月） 

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。 


