
 

 

 

 

 

 

 

▼日 時 ８月４日（土）午前７時～９時 

▼収集場所 ほたるパーク山吹（山吹・アピタ高森店裏） 

▼収集品目 

１.小型家電：無料 

電気や電池で動く、家庭で使用し不要になった家電製品 

★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などは取

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。 

★収集の対象外品（粗大ごみとして収集します） 

扇風機、掃除機、照明器具、電気毛布、電気敷布、木製

の大型スピーカー、石油ストーブ、ガステーブル、電気

こたつ（ヒーター部のみは小型家電）、電気カーペット、

オイルヒーター など 

 

 

 

 
 

２.粗大ごみ：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） 

★料 金 品目、サイズにより算定します。その場で

精算していただきますので現金をご用意ください。 

★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、じゅうたん、カーペット、プラスチック製

品（衣装ケース、収納ボックス、おけ、ポリタンク、ク

ーラーボックス等）、花ござ、スタイロ畳等は「粗大ご

み（有料）」としても収集します。 

★収集の対象外品 

自動車用バッテリー、土砂、瓦、消火器、ガスボンベ、

ピアノ、農機具、農業用資材、業務用品（事業系廃棄物） 

▼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従ってください。 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▼日 時 ８月７日（火）午前１０時～午後１時 

▼場 所 福祉センター ２階調理室 

▼講 師 ＪＡ組織広報課長 久保田 愛子さん 

▼メニュー ごちそうおいなりさん 

にら卵スープ 

ミルクポテトサラダ 

フルーツポンチ 

▼定 員 ２０人程度 

※参加希望が５人以下の場合は中止します。 

▼持 ち 物 食材費 親子二人で７００円（おつりの

いらないようにご協力ください）、 

エプロン、三角巾 

▼申込期限 ７月３１日（火）まで 

≪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 

 

 

 

 

栽培の指導を受けながら自分で育てた大根を収穫しま

しょう。 

▼管理作業 ９月１０日頃種まき、９月下旬頃間引き・除

草・土寄せをします。 

※種まき・管理作業の時期は参加者にご連絡いたします。 

※種まき前の施肥、耕起は高森町営農支援センターで行います。 

▼参加料 １区画（８ｍ×１．５ｍ）１，５００円 

（種・肥料代込） 

▼募集区画 ５０区画予定（１人２区画まで） 

▼農園の場所 中央自動車道上り線高森バス停西の

駐車場南隣り畑の西側です。 

▼申込期限  ８月３１日（金）まで 

▼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 

 

 

 
 

下記の期間において旧館１階の展示室・収蔵室の燻

蒸作業を行います。作業中は、新館・旧館の駐車場を

はじめ資料館周辺を立ち入り禁止にするなど、安全に

つきましては万全を期すつもりですが、この間は資料

館に立ち寄らないでください。何かとご不便をおかけ

いたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いし

ます。 

▼作業期間 ８月６日（月）～８月１１日（土） 

※上記期間は休館となります。 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館 

電話３５-７０８３ 

小型家電・粗大ごみを収集します 地元農畜産物を使った料理教室 

参加者募集 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

平成３０年７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 

ボックス回収を行っています 

大きさが１５㎝×２５㎝以内の小型家電は、役場玄

関に設置してある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。 

○指定引取場所 

㈲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 

 

秋大根の栽培・収穫体験 

参加者募集 

資料館「時の駅」館内の 

 『燻蒸作業と臨時休館のお知らせ』 



 
 

 
 

Ｕ・Ｉターンの促進、多世代の同居・地域内近居の

推進、子育て支援のためのリフォーム工事費用の一部

を補助します。予算には上限がありますのでお早めに

お申し込みください。 

▼補助額 １０万円分の活気アップ商品券 

（１件５０万円以上の工事） 

▼補助要件 以下のいずれかに該当する場合 

・1名以上のＵ・Ｉターンにより、町内に２年以上の

定住が確実と認められる者の居住整備 

・多世代同居・地域内近居のために必要な居住整備 

・子育てに必要な子ども部屋の居住整備 

▼問い合わせ先 高森町商工会 電話３５-２２５４ 

 

 

司法書士による「銀行カードローンなどによる多重

債務トラブルに関する電話相談」を実施します。相談

は無料です。 

▼日時 ７月２９日（日）午前１０時～午後４時 

▼電話番号 ０１２０-４４８-７８８（フリーダイヤル） 

▼相談例 ・カードローンの借り入れが多額で支払が苦しい 

・クレジットのショッピングの支払いが多額で家計が大変 など 

▼問い合わせ先 長野県司法書士会 

電話０２６-２３２-７４９２ 
 

 

 

 

８月３日司法書士の日を記念して、特別相談会を実

施します。相談料は無料です。 

▼日時 ８月３日（金）～８月１０日（金） 

午前９時～午後４時 

※８月４日（土）、５日（日）を除く 

▼相談場所 県内各司法書士事務所 

▼予約 お近くの司法書士事務所へ直接お問い合わ

せください。なお、お近くの司法書士事務所について

は、長野県司法書士会へお問い合わせいただくか、ホ

ームページ（http://www.na-shiho.or.jp）に掲載し

ている会員名簿をご覧ください。 

▼問い合わせ先 長野県司法書士会  

電話０２６-２３２-７４９２ 

 

 
 

安心して働くことが出来る職場環境の整備を図る

ため、職場におけるセクハラ・パワハラ・いわゆるマ

タハラについて相談を受け付けています。匿名相談も

受け付けますので、疑問・不安など何でもお問い合わ

せください。 

▼受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

※土日祝を除く 

▼連絡先 長野労働局雇用環境・均等室 

セクハラ・いわゆるマタハラの相談 

電話０２６-２２７-０１２５ 

パワハラの相談  

電話０２６-２２３-０５５１ 

 

 

 下記の日程で自衛官などを募集します。 

１.一般曹候補生、自衛官候補生 

▼資格 １８歳以上２７歳未満の男女 

▼受付期限 ９月７日（金）まで 

▼１次試験 ９月２２日（土） 

２.航空学生 

▼資格 高卒（見込含む）２３歳未満の男女 

▼受付期限 ９月７日（金）まで  

▼１次試験 ９月１７日（月） 

３.防衛大学校学生 

▼資格 高卒（見込含む）２１歳未満の男女 

【推薦試験】 

▼受付期間 ９月５日（水）～９月７日（金） 

▼試験期日 ９月２２日（土）・２３日（日） 

【総合選抜】 

▼受付期間 ９月５日（水）～９月７日（金） 

▼１次試験 ９月２２日（土） 

【一般】 

▼受付期間 ９月５日（水）～９月２８日（金） 

▼１次試験 １１月３日（土）・４日（日） 

４.防衛医科大学校 医学科学生 

▼資格 高卒（見込み含む）２１歳未満の男女 

▼受付期間 ９月５日（水）～９月２８日（金） 

▼１次試験 １０月２７日（木）・２８日（金） 

５.防衛医科大学校 看護学生 

▼資格 高卒（見込み含む）２１歳未満の男女 

▼受付期間 ９月５日（水）～９月２８日（金） 

▼１次試験 １０月２０日（土） 

※受験資格などについては、条件により異なります。詳

細は自衛官募集ホームページをご覧になるか、自衛隊長

野地方協力本部飯田出張所までお問い合わせください。 

（http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/） 

▼問い合わせ先 自衛隊長野地方協力本部飯田出張所 

電話０２６５-２２-２６１３ 

 

 
 

▼採用予定職種 薬剤師  ▼採用人数 若干人 

▼採用予定日 平成３１年４月１日（月） 

※すでに免許・資格を有する方につきましては、入職

時期についてご相談に応じます。 

▼受験資格 次のいずれの条件も満たす方 

１.昭和３４年４月２日以降に生まれた方 

２.採用予定職種に係る免許・資格を有する方 

※来春までに取得見込みの方を含む 

▼申込書類提出期限 ７月２３日（月）必着 

▼適性検査受験期限 ７月３０日（月）まで 

※各自ＷＥＢ上で受験 

▼個別面接 ８月８日（水）～１９日（日）の間で希望により調整 

▼試験会場 長野市（予定） 

※詳細は長野県立病院機構ホームページをご確認ください。

（http://www.pref-nagano-hosp.jp/honbu/） 

▼問い合わせ先 地方独立行政法人長野県立病院機構  

本部事務局人事課 採用担当 

採用専用フリーダイヤル０１２０-１７３-３１４ 

直通電話０２６-２３５-７１５６ 

相続登記特別相談会を実施します 
～不動産の名義変更はお済みですか？～ 

多重債務に関する電話相談を実施します 

長野労働局からのお知らせ 

日本一のしあわせタウン実現を目指して… 

定住促進の住環境整備を応援！！ 

 

平成３０年度夏季 自衛官募集 

地方独立行政法人長野県立病院機構 薬剤師募集 



 

 

長野地方法務局と、境界問題解決支援センター長野

では、土地の境界をめぐる紛争の解決手段について、

解決手段の提示並びに当該手段の概要（費用、効果お

よび処理期間など）および利用方法について、合同相

談会を開設しています。境界のトラブル、境界問題で

お困りの方はご相談ください。相談料は無料です。 

▼相談会場および相談日時 

１.長野地方法務局 毎月第３木曜日 

祝日の場合は翌日金曜日に開催 

２.長野地方法務局松本支局 偶数月第４木曜日 

祝日の場合は翌日金曜日に開催 

※いずれの相談会場も午後２時から３時まで、午後３

時から４時まで、午後４時から５時までの各１時間単

位とし、予約制となります。 

▼相談員 法務局職員、土地家屋調査士 

▼注意事項 相談日の前々日（火曜日）までに予約が

必要です。相談内容については秘密を厳守します。 

▼申込・問い合わせ先 長野県地方法務局不動産登記部門 

地図整備・筆界特定室 電話０２６-２３５-６６４２ 

 

 

「いのちの電話」は悩みを持った人を、電話を通して

支えるボランティア活動です。相談員になるためには審

査を経て養成講座による研修の終了後、認定を受けます。 

▼募集人数 約３０人 

▼応募資格 ・２０歳以上の方（平成３０年１０月１日時点） 

・養成講座に８割以上出席が可能で、相談員として認定後、月２

回以上の電話担当と月１回の継続研修に定期的に参加できる方 

▼受講料 年間４０，０００円 

※別途１泊研修費１２，０００円程度が必要 

※途中で研修受講を中止された場合も受講料の払

い戻しはできません。 

▼研修日時 １０月６日（土）～平成３１年９月２８日（土） 

月３回 土曜日 午後１時３０分～３時３０分 

※午後４時まで延長あり 

▼研修会場 長野市内 

▼申込書類 

・申込書（事務局に請求するか、ホームページからダウンロ

ードしてください。https://www.naganolifeline.com） 

・応募動機（Ａ４版４００字詰原稿用紙１．５枚～２枚、６００字～８００字） 

・自己形成史（Ａ４版 ４００字詰原稿用紙８～１０枚、３，２００字～４，０００字） 

・申込手数料１，０６６円（８２円切手１３枚） 

・返信用封筒（住所・氏名を記入し、８２円切手を貼付） 

※詳細については事務局へお問い合わせください。 

▼申込期限 ９月１０日（月）当日消印有効 

▼面接日 ９月２２日（土）午後 

▼問い合わせ先 社会福祉法人長野いのちの電話 事務局 

〒３８０-０９２１ 長野市大字栗田８５７-１ 

電話０２６-２２５-１０００ 

ＦＡＸ０２６-２２５-６１３９ 

 

 

 

 

 

 

 

「ふるさとＣＭ大賞ＮＡＧＡＮＯ」とは、豊かな自然

と人情を育む「ふるさと」への思いを「手作りＣＭ」

にこめた映像の祭典です。この応募作品を募集します。 

撮影に必要なカメラの貸し出し、編集のお手伝いな

どさせていただきます。出来上がった作品は役場総務

課情報係までお持ちください。 

 詳しい内容は、町ホームページまたは長野朝日放送

ホームページでご確認いただけます。 

▼募集期間 ９月１４日（金）まで 

▼応募内容 高森町をＰＲする３０秒間のＣＭ作品 

▼問い合わせ先 総務課 情報係  

電話３５-２３２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

７月の夜間役場は７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、納税等ができます。 

女性相談窓口を毎月夜間窓口に併せて開設します。 

筆界特定・境界ＡＤＲ合同相談会のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

東京六大学野球オールスターゲーム in 南信州  

▼日時 ８月２５日（土）午前１１時３０分開場 

   午後２時プレイボール／午後５時終了予定 

▼場所 綿半飯田野球場（飯田市三日市場） 

▼対戦チーム 

高森パーシモンズ  vs 

（立教大学・明治大学・東京大学） 

南信州スカイドラゴンズ 

（慶応大学・早稲田大学・法政大学） 

▼入場料 高森町民は無料（大人・子ども問わず） 

▼チケット引換方法 

６月１８日常会文書で全戸配布しましたチケット

引き換え券に必要枚数をご記入の上、役場総務課

窓口までお持ちください。 

ご家族、ご友人と一緒にぜひ 

球場へ足を運んでください！ 
▼問い合わせ先 総務課 企画振興係 電話３５-９４０２ 

高森町公式 LINE へのご登録を！ 
 広報高森、お知らせ版をスマートフォンでもご

覧いただけるよう、公式 LINE にて配信していま

す。イベント情報や緊急情報も配信しています。 

▼登録方法 

①LINE友達登録画面で、 

「高森町」と検索する。 

②右の二次元コードを読み込む。 

ふるさとＣＭ対象ＮＡＧＡＮＯ応募作品募集 

いのちの電話相談員 第２２期生募集 
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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 ８月２７日 図書館 午前１０時３０分～ 読み聞かせボランティア研修会 

高森コーラス ８月 2・9・15・30 中央公民館 午後７時～ 楽しく発声と合唱練習をする 

自分史講座 ８月２７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） ８月２６日 下市田学校 未定 自然農法による野菜づくり 

たんころりん 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 ８月７・２１日 福祉センター 午後１６時～ 愛唱歌をアコーディオンで楽しむ 

牛牧短歌会 ８月８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 
８月２６日 福祉センター 午後２時～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 
８月１７日 

８月１・８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 ８月２８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 ８月１０・２４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 
８月２・２３日 

８月３０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 ８月７・２１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 ８月２７日 中央公民館 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 
８月２５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 

大人のサークル・ベガ 
８月８日 

８月２２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～ 

平成３０年７月豪雨災害義援金へのご協力お願いします 
 平成３０年７月豪雨災害により、西日本を中心に甚大な被害が出ています。この災害で被災さ

れた方々を支援するため、町では義援金を受け付けています。お寄せいただいた義援金は、日本

赤十字社を通じ、全額を被災地にお届けいたします。 

▼受付場所 ・役場１階窓口 ・山吹支所窓口 ・ボランティアセンター窓口 ・御大の館受付 

▼受付期間 １２月３１日（月）まで ▼問い合わせ先 健康福祉課 福祉係 電話３５-９４１２ 


