
 

 

 

 

 

 

 

 

 町外の医療機関でインフルエンザ予防接種を受け

られたお子さんで費用助成を受けられる方は、接種後

に申請が必要です。申請される方は期日までに必要書

類を役場へ提出してください。 

▼対象者 高森町に住民票がある中学校３年生まで

のお子さん（接種時現在） 

▼助成額 １回の接種につき１，５００円 

（接種費用が１，５００円未満の場合はその接種費用

額の助成となります。） 

▼助成回数 接種時に１３歳未満の方 ２回（上限） 

      接種時に１３歳以上の方 １回 

▼助成対象となる接種期間 

  平成３０年１０月１５日（月）～ 

平成３１年１月３１日（木） 

▼申請書提出期限 ２月２８日（木）まで 

≪必要書類≫ 

・高森町子どものインフルエンザ予防接種費用助成金

交付申請書（町内の学校・保育園に通う方へは通知

をお渡ししています。その他、必要な場合は役場や

高森町ホームページで入手してください。）  

・インフルエンザ予防接種を受けた際の領収書(原

本)・明細書 

※町内医療機関でインフルエンザ予防接種を受けら

れたお子さんは接種時に会計より減額されていま

すので申請の必要はありません。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５-９４１２ 

 

 

 
 

▼日時 ２月１９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 野菜ソムリエ 熊谷 良子 さん 

▼メニュー こうや豆腐のクルトンと野菜サラダ 

こうや豆腐のコンソメスープ 

粉豆腐で低糖質なお好み焼き 

こうや豆腐の肉巻きクリーム煮 

サンふじのお菓子ピザです。 

▼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 おひとり７００円（おつりの要ら

ないようにご用意ください。）、 

エプロン、三角巾 

▼申込先 ２月１２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 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

春休み中、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込を受け付けます。 

▼受け入れ可能人数 

 

 
 

▼申込方法 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、簡単な面接を行います。 

▼申込期限 １月３１日（木）午後５時１５分まで 

※期限後の申し込みは原則お受けできません。期限厳

守でお願いします。 

▼その他 

・申し込み人数がそれぞれの数を超えた場合は、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。 

・年度始めに利用申込みを出されている方は申込み不要で

す。また、年度始めに利用申込みを出されている方で、

今回の春休みにご利用されない方はご連絡ください。 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 学校教育係 

電話３５-９４１６ 

 

 

 
 

徳島県美馬市との農産物交流事業として、ハッサク

とデコポンを斡旋します。 

電話・ＦＡＸでの申し込みを受け付けます。 

▼ハッサク １０キロ箱（秀Ｌ）２，５００円（税込） 

▼デコポン  ５キロ箱（１５～１８玉）３，０００円（税込） 

▼注文期限  １月２５日（金）まで 

▼配布予定  ２月下旬（日程は連絡します） 

▼注文・問い合わせ先  営農支援センターゆうき 

電話３５-３０４４ 

ＦＡＸ３５-５７８４ 

 

 
 

 町の予算がどのように編成されるのかを知ってい

ただくため、町民の皆さんを対象に平成３１年度予算

の町長の査定を公開します。 

「公開査定対象となる事業」は、町のホームページや

ケーブルテレビの文字放送を通じて、随時お知らせし

ます。 

 町民の方ならどなたでも傍聴できます。お気軽にお

越しください。 

▼日時 ２月８日（金） 

午前９時３０分～午後４時３０分 

▼場所 役場３階大会議室 

▼問い合わせ先 総務課 財政係 

電話３５-９４０２ 

高森南小学校 高森北小学校 

２０人 ２０人 

子どものインフルエンザ予防接種の費用を

助成しています 

春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 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

平成３1年１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 

営農支援センターゆうきより 

地元農畜産物を使った料理教室参加者募集 

営農支援センターゆうきより 

徳島県美馬市産のハッサク、デコポンを斡旋します 

平成３１年度予算の町長査定を公開します 



 

 

 

 
 

ＮＨＫ ＢＳプレミアム「日本縦断

こころ旅」では訪れてほしい場所のお

手紙を募集しています。寄せられたお

便りを基に旅人の俳優・火野正平さん

がこころの風景を訪ねます。町内の身

近な心に残る風景や景色を、エピソー

ドを添えてご紹介ください。 

▼募集期限 ３月１８日（月）必着 

▼投稿方法・投稿先 

○郵送 〒１５０-８００１ 「こころ旅」係 宛て 

     ※住所不要 

○ＦＡＸ ０３-３４６５-１３２７ 

○番組ホームページから投稿 「こころ旅」で検索 

▼放送予定日 ５月６日（月）～５月１０日（金） 

▼問い合わせ先１ ＮＨＫふれあいセンター 

 電話０５７０-０６６-０６６（ナビダイヤル） 

 電話０５０-３７８６-５０００（ナビダイヤルが使用できない場合） 

▼問い合わせ先２（町） 産業課 観光振興係 

電話３５-９４０５ 
 

 

 

 

 里親制度や家庭養護の現状を一般の方に理解していただく

ため、里親説明会を開催します。どなたでもご参加ください。 

▼日時 ２月２３日（土） 

午前１０時３０分～午後３時００分 

▼場所 アピタ高森店 １階催事場 

▼内容 午前 里親制度の説明、里親の体験談、個別相談 

午後 里親サロン（希望者のみ） 

▼主 催 長野県飯田児童相談所 

飯田児童相談所管内里親会 

▼問い合わせ先 飯田児童相談所 電話２５-８３００ 

 

 

 
 

看護職として南信州地域の医療機関で活躍したい方、

「看護師等確保対策修学資金貸与制度」をご利用ください。 

▼対象職種 看護師・助産師・保健師・准看護師 

▼募集受付期間 ３月１８日（月）～４月１９日（金）（予定） 

▼貸付対象者 看護師等の養成施設に在学する方で、

免許取得後直ちに南信州圏地域の医療機関および

介護・福祉関係機関において、看護師等の業務に従

事する意思を有する方。 

▼貸付額と期間 月額５０，０００円を養成施設の正

規の就業期間内貸与します。指定の施設で看護師等

の業務に５年間従事すれば返還免除となります。 

▼募集人数 １０人以内 

（新入生募集分６人以内・在校生募集分４人以内）（予定） 

▼応募方法 平成３１年度の修学資金貸与者の募集要項は平成

３１年３月にホームページで公開します。詳細についてはホーム

ページをご覧いただくか、お問い合わせください。 

▼問い合わせ先 南信州広域連合事務局 介護保険係 

電話５３-６０８８ 

 

 

 

 
 

身体・知的・精神に障がいを持たれる方のご家族の

皆さんのリフレッシュ交流会を行います。 

▼日時 ２月８日（金）午前８時５０分 役場発 

※午後３時ごろ帰着予定です。 

▼行先 伊那市 

・ワイルドツリーにてミツロウを使ったリップクリー

ム作り体験と昼食 

・菓匠 shimizuにてお買い物 

▼参加費 おひとり １，０００円 

▼申込期限 ２月１日（金）まで 

▼申込・問い合わせ先 高森町社会福祉協議会 

電話３４-３７１７ 

 

 

 
 

▼内容 

○練功１８法 ゆっくりした音楽に合わせて首、肩、

腰を動かす１０分程度の簡単な体操です。 

○ストレッチポール 円筒の種具を使って、背骨周辺

の筋肉をほぐします。 

※どちらも、肩こり腰痛緩和へとつなげる運動で、そ

のほかにも簡単な気持ちいい、自宅でできるストレ

ッチ、筋力トレーニングも行います。 

▼場所 健康センターあさぎり トレーニング室 

▼日時 第１回 １月３１日（木） 

第２回 ２月２８日（木） 

第３回 ３月２９日（金） 

    いずれも午前１０時００分～１０時４５分 

▼持ち物 運動しやすい服装、タオル 

▼参加費 ５００円（各回） 

▼定員 先着１２人 

※１回、または複数回でも参加可能。 

▼申込方法 電話でお申込みいただくか、直接お越し

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 

 

 

 
県が所有している土地・建物を一般の方にお譲りします。 

▼売却方法 随意契約（申込み先着順） 

▼申込期間 １月７日(月)～３月５日(火) 

▼申込方法 申請書等必要書類を財産活用課へ提出 

▼売却物件 木島平村、飯山市、中野市、長野市、上田

市、東御市、佐久市、大町市、松本市、池田町、木曽

町、岡谷市、茅野市、辰野町、伊那市、駒ケ根市 

※物件情報、申込み方法など詳細は長野県ホームペー

ジをご覧ください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/zaikatsu/kensei

/koyu/baikyaku/annai/index.html 

▼問い合わせ先 長野県庁 財産活用課 

電話０２６-２３５-７０４４ 

健康センターあさぎりより 

練功１８法＆ストレッチポール短期教室開催！ 

「聞いてみませんか、里親制度のことを」 

飯田児童相談所より 里親説明会のお知らせ 

皆さんの「こころの風景とエピソード」を 

大募集！ 

高森町社会福祉協議会より 

障がいのある方のご家族に向けた 

リフレッシュ事業の参加者募集のご案内 

長野県より 

未利用県有地の売却についてのご案内 

エピソード 

待ってます！ 

南信州広域連合事務局より 

看護職 修学資金貸与制度のご案内 

https://www.pref.nagano.lg.jp/zaikatsu/kensei/koyu/baikyaku/annai/index.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/zaikatsu/kensei/koyu/baikyaku/annai/index.html


 

 

 
▼募集広告  

「広報高森」平成３１年度発行分 

○広告掲載号 ４月号～翌年３月号 

○広告の大きさ １枠あたり 縦４５㎜×横８３㎜ 

○募集枠数・掲載料 

カラー （募集２枠） １枠１月 ３，０００円 

モノクロ（募集１枠） １枠１月 ２，５００円 

※掲載月数は、応募者と調整します。 

「町の封筒」 角形２号・長形３号 

○募集枚数 各１万枚 

○掲載料  １枚３円または５円（広告の大きさによる） 

▼掲載申請できる方 １年以上継続して事業を営ん

でいる業者で町税・料金等の滞納がない業者 

▼掲載できない広告 政治・選挙・宗教・風俗・貸金

業関連の広告、事実に反する表記を含む広告など 

▼申込期限 ２月１５日（金）午後５時１５分 

▼申込方法 申込書に原稿を添付し、下記へ提出して

ください。申込書は、役場総務課および町ホームペ

ージより入手できます。 

※町ホームページのバナー広告は、随時募集しています。 

▼申込・問い合わせ先 

○「広報高森」について 

総務課 企画振興係     電話３５-９４４１ 

○「町の封筒」について 

総務課 行政係       電話３５-９４０２ 

 

 

 
 

【一般コース】 

○対象者 概ね５０歳以上で、積極的に地域活動を目

指す方 

学部 
募集 

人員 

修学 

期間 
授業料など 

シニア大学 

飯伊学部 
１１０人 ２年間 年額１０，０００円（予定） 

【専門コース】 

○対象者 概ね５０歳以上の県内在住者で、地域課題

を解決する専門的なスキルを身に着け、実践者とし

て活動しようとする方 

学部 
募集 

人員 

修学 

期間 
授業料など 

シニア大学 

長野学部 
３０人 １年間 年額２６，０００円（予定） 

▼募集期間  

一般コース ２月１日（金）～３月１５日（金）まで 

専門コース ２月１日（金）～２月２８日（木）まで 

▼申込方法 入学願書を飯田保健福祉事務所福祉課

または役場健康福祉課へ持参するか郵送してくだ

さい。募集案内・入学願書は飯田保健福祉事務所福

祉課、役場健康福祉課、山吹支所にて入手できます。 

▼問い合わせ先 

飯田保健福祉事務所福祉課内 

シニア大学飯伊学部事務局 

電話５３-０４６４ 

 

 

 
▼期日 ２月３日（日）午前１０時３０分～午後１２時３０分 

▼会場 かざこし子どもの森公園 

（飯田市丸山町４丁目５５００-１） 

▼参加費 無料 

▼対象 現在転職を考える女性や、春にお子さんを預

けて再就職を希望する女性 

▼内容 女性を採用する求人情報に応募ができる会

社説明会で、採用担当者と直接話ができます。 

▼その他 事前申込不要。持ち物不要、普段着で、お

子さん連れでの参加ができます。 

▼問い合わせ先 イーキュア株式会社 女性の就業支援係

（長野県 委託事業受託者） 

電話０１２０-６４-０２３４（平日午前９時～午後５時） 

 

 

 
 

平成３０年１２月１６日に、札幌市の建物でスプレー缶が関

係する爆発火災が発生しました。スプレー缶のガス抜き作業後、

湯沸かし器をつけた際に爆発が起きたと報道されています。 

当消防本部管内でのスプレー缶などが関係する火災は、過去

１０年間で７件発生しています。その内訳は、建物火災が３件、

車両火災が２件、その他火災が２件で、３人がけがを負ってい

ます。 

▼事例１ 建物火災 

石油ファンヒーター吹き出し口付近におかれたスプレー缶

が、石油ファンヒーターの熱で加熱されて破裂し、噴き出た可

燃性ガスに石油ファンヒーターの火が引火し室内を焼損した。 

▼事例２ 車両火災 

ごみ収集車荷箱内でプレスされたカセット用ガス缶から噴

出したＬＰＧ（液化ブタン）に、カセット用ガス缶などの金属

ゴミがプレスされるときに発生する火花が引火し、荷箱内のご

みが燃えた。 

▼事例３ 建物火災 

 家庭用の焼却炉の中にあったスプレー缶が加熱され破裂し、

その爆風で焼却炉から火のついたゴミが飛ばされ、焼却炉から

３．８メートル離れた建物の壁に吊り下げられていたモップに

着火し火災となった。 

▼事例４ その他火災    

ごみ焼きの中にスプレー缶が混ざっており、スプレー缶がご

み焼きの火で加熱され破裂、拡散したガスにごみ焼きの火が引

火、着衣に着火しやけどを負う。 

▼スプレー缶などが関係する火災を防ぐために 

○中身を使い切った後、市町村の分別方法により廃棄し、

ごみとして燃やさない。 

○市町村の分別方法によりスプレー缶などに穴をあけ

る場合は、中身がないことを確認し、屋外の火気のな

い通気性のいい場所で行なう。 

○スプレー缶などは、ストーブなどの近くで使用しない。

また、保管しない。 

○カセットボンベは、カセットコンロ本体に正しく装着

し、カセットボンベが加熱されないように使用する。 

▼その他 詳細は一般社団法人エアゾール協会のホー

ムページを参照してください。

http://www.aiaj.or.jp/index.html 

▼問い合わせ先 飯田広域消防本部 予防課 予防係 

電話２３-６００７

平成３１年度 

長野県シニア大学学生を募集します 

飯田広域消防本部より 

スプレー缶による火災にご注意ください！ 

「広報高森」「町の封筒」に掲載する 

広告の募集について 
南信州地域振興局より 

「女性限定の面接会」を開催します 

http://www.aiaj.or.jp/index.html
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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 ２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 

高森コーラス ２月１４・２８日 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 ２月２５日 中央公民館 午後１時～ 文章講座 講師：後藤たするさん 

ずく農（自然農法を学ぶ会） 不定期 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 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 ２月５・９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 

カラオケクラブ 

音和の会 
２月３日 福祉センター 午後２時～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 
２月８・１５日 

２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 ２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 
２月８日 

２月２２日 

福祉センター 

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 
２月７・２８日 

２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 
２月５・１２ 

  １９・２６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 ２月２６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 

２月２日 

２月 9・16・23 日 

やすらぎ荘本館 

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 

２月１３日 

２月２７日 

やすらぎ荘別館 

中央公民館 
午後７時４５分～ 

初心者歓迎 

セルフケア教室（ストレッチ・ピラティス） 

２月１８日 福祉センター 午前１０時～ 初心者歓迎 ウォーキング＆ストレッチ 
 

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～ 

１月の夜間役場は１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、納税などができます。 

女性相談窓口を毎月夜間窓口に併せて開設します。 


