
 

 

 

 

 

 

 

 

 ８月より移動図書館車「きんもくせい」の巡回場

所・日程が一部変更になりました。 

▼巡回終了場所 

出砂原中公園、幸香ハイツ前、 

出砂原地区館、鉄板居酒屋亀じい前 

長い間ご利用いただきありがとうございました。 

▼新規巡回場所（８月～） 

あったかてらす 
時 間 日 程 

午前１１時００分～ 

１１時３０分 

８月２２日（水）、 

９月５日（水）、１９日（水） 

１０月以降は巡回日程表をご確認ください。 

本館で借りた本の返却もできます。 

お気軽にお立ち寄りください。 

▼宅配サービス ご希望の本を移動図書館車でお届

けします。利用される方はお問い合わせください。 

▼問い合わせ先 高森町立図書館 電話３５-９４３４ 

 

 

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２回）を実施します。 

▼採用職種 消防職員 

▼採用予定人員 ５名程度 

▼受験資格 平成１１年４月２日から 

平成１３年４月１にまでに生まれた方 

▼試験期日 

（1）第１次試験 ９月１６日（日） 

（2）試験会場 飯田広域消防本部 ３階 大会議室 

▼試験内容 

（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 

▼申込期限 ８月３１日（金）まで 

▼受験申込書の取得方法 

（1）飯田広域消防本部総務課および各消防署にて取得 

（2）郵送で申込書を請求する場合はあて名（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 

（3）飯田広域消防本部ホームページよりダウンロード 

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

▼申込・問い合わせ先 

 飯田広域消防本部 総務課 職員係 

 〒３９５-８５３３長野県飯田市東栄町３３４５番地 

電話２３-６０００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料館「時の駅」では、資料館で所蔵している郷土

の作家の特別展を行います。今回は 

座光寺為忠・棚田泰生・大槻四郎・

吉沢的美・斉藤登
みのる

・宮下勇の作品

を展示します。作品は、座光寺為忠

「相生の松」他、棚田泰生「窯場」

他、大槻四郎「とがり石」他、吉沢 

的美「庭」、斉藤登「秋」他、宮下勇「建物と日時計」

他で、総数２０点ほどです。普段は収蔵庫に収納され

ており、目に触れる機会が少ない作品ばかりです。ぜ

ひ、この機会に郷土の誇る作家の作品をご鑑賞くださ

い。ご来館をお待ちしています。 

▼期 間 ９月１日（土）～９月３０日（日） 

▼開館時間 午前９時００分～午後４時３０分 

▼会 場 高森町歴史民俗資料館 「時の駅」 

▼休 館 日 ９月３日（月）、１０（月），１８日（火），２５日（火） 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館 電話３５-７０８３ 

 

 

 
 

第２回「時の駅」講座を、伊澤宏爾さんをお迎えし

て開催します。今回は、ご自身が深くかかわってカン

ボジアに設立された「飯田小学校」や、高校生カンボ

ジアスタディーツアーの展開に触れて「国際理解教育

のすすめ」と題してお話しいただきます。同行して活

動されている山吹在住の橋都とみ子さんにも豊富な

写真を提供していただきます。多くの皆さんのご聴講

をお待ちしています。 

▼日 時 ９月８日（土）午後１時３０分～３時００分 

▼場 所 高森町歴史民俗資料館「時の駅」学習室 

▼講 師 ＮＰＯ法人ふるさと南信州緑の基金理事

長（前飯田市教育長）伊澤宏爾さん 

 伊那谷写真クラブ所属（山吹上平在住）橋都とみ子さん 

▼演 題 「国際理解教育のすすめ」 

▼受講料 ２００円（本講座のみ）※申し込み不要 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

 電話３５-７０８３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動図書館車「きんもくせい」 

巡回場所・日程が変わりました 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

平成３０年 8 月１7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 

特別展『資料館所蔵 郷土の作家展』 
開催のお知らせ 

「時の駅」講座 第 2 講座 

「国際理解教育のすすめ」の開催 

棚田泰生「窯場」 

平成 30 年度消防職員を募集します 

８月の夜間役場は８月２７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。 

９月２日（日）午前１０時１５分スタート 全日本天竜川カヌー競技大会 
４７回目を数える全日本天竜川カヌー競技大会が開催されます。市田港スタート～飯田

市時又駅ゴールの約１３ｋｍを選手たちがパドルを駆使して激流に挑みます。ぜひ選手た

ちの勇姿をご覧ください。熱い声援をよろしくお願いします！  

▼問い合わせ先 産業課 観光振興係 電話３５-９４０５ 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

▼日 時 ９月９日（日）午前９時００分～１１時３０分 

▼集合場所 下市田４区生活改善センター  

採集・観察場所は順礼沢 

▼対 象 どなたでも  

※小学校３年生以下は保護者が同伴してください。 

▼内 容 サワガニの話、採集と観察 

 ９月はサワガニの産卵期です。活発な行動がみられます。 

▼講 師 大原 均（高森町動植物調査員） 

▼服 装 水量の少ない川ですが、濡れても良い服装、 

川に入る靴または長靴（サンダルなどは危険です。） 

▼持ち物 飲み物、おやつ、タオル、虫よけ、 

カニを持ち帰りたい人は容器 

▼申込期限 ９月７日（金）午後５時１５分まで 

※当日受付可能 

▼申込・問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５-９４０９ 
 

●見た 聞いた 採った 生きもの情報をお寄せください 
 

住民の皆さんから、生きものに関わる情報を集めて

います。提供いただいた生きもの情報は、記録保存す

るとともに高森町動植物誌(仮称)に掲載し、高森町に

生息する動植物の基本資料となります。 
 

例えば … スズムシ（鈴虫）【バッタ目スズムシ科】 

・成虫の時期 ８～１０月 

・生息地 林の中、深い草むら 

・大きさ １７～２５ｍｍ 

・色   黒 

・鳴き声 暗くなってから、 

「リーン リーン」と鳴く 

▼提供いただきたい情報 

・お名前 実際に見たり、鳴き声を聞いた人のお名前 

・電話番号 後日、提供いただいた情報について詳

しくお尋ねします。 

・いつ 年、月、日（できれば時間も） 

・どこで できるだけ詳しく（地区名・地番など） 

・見つけた場所の様子 

（例）自宅裏の石垣、道の土手、○○山 … 

 ・数 一匹、数匹、十数匹 … 

 ・状況 姿を見た、鳴き声を聞いた、死骸を見つけた… 

・写真 写真も重要な情報です。写真が撮影できた

方はご提供ください。 

▼情報提供・問い合わせ先 

 窓口にお越しいただくか電話などでご連絡ください。 

環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

ＦＡＸ ３５-６８５４ 

メールアドレス kansui@town.nagano-takamori.lg.jp  

―スズムシ以外の生きもの情報も広く

求めています― 

 

 

本年６月に県内において、平成２９年秋以降に県外

から導入したリンゴ苗木で、特効薬であるＤＭＩ剤（別

表参照）に耐性を示す黒星病の発生を確認しました。 

 黒星病はりんごの重大な病害で、この耐性菌がまん

延すると、甚大な被害を及ぼす恐れがあります。 

▼黒星病は秋以降、再び発生が増加しますので、以下

の点に留意してまん延防止に努めてください。 

（１）秋季に雨が多い場合は、黒星病の発生が増加し

ます。気象経過を考慮し、10 月上旬頃まで耐性菌の

発生に考慮した薬剤防除を行いましょう。 

（２）リンゴ園地を定期的に巡回し、黒星病の発生状

況を確認しましょう。特に、平成 29 年秋以降に県外

から導入した苗木とその周辺の木は発病の有無をし

っかり確認してください。 

（３）発病した葉は翌年の伝染源になります。摘み取

って袋などに入れてほ場（農地）外に持ち出し、焼

却または土中に埋めるなど適正に処分してください。 

（４）県外から導入した苗木において発生が見られる

場合は、速やかにお近くの南信州農業改良普及セン

ターまたはＪＡみなみ信州までご連絡ください。 

（５）県外から苗木を導入する場合は、健全な苗木で

あることを確認してください。 

▼使用しない農薬（耐性菌に効果がない DMI 剤） 

 主な農薬名 

Ｄ Ｍ Ｉ

剤 

アンビルフロアブル、インダーフロアブル、 

オンリーワンフロアブル、スコア顆粒水和剤、 

ブローダ水和剤（混合剤）、 

マネージ M 水和剤（混合剤） 

▼単剤での使用を控える農薬（保護殺菌剤を加用する） 

 主な農薬名 

Ｑ ｏ Ｉ

剤 

スクレアフロアブル、ストロビードライフロ

アブル、フリントフロアブル、 

ファンタジスタ顆粒水和剤 

※薬剤の選定に当たっては、南信州農業改良普及セン

ターまたはＪＡみなみ信州へ相談してください。 

▼問い合わせ先  

南信州農業改良普及センター  電話５３-０４３７ 

ＪＡみなみ信州高森支所営農課 電話３５-７３１８ 

産業課 農業振興係      電話３５-９４０５ 

 

 
 

 県労働委員会では、労働問題の専門家が中立、公正

な立場で、労働者個人と事業主との雇用のトラブル

（解雇、賃金、パワハラなど）について、「あっせん」

により円満な解決をお手伝いしています。 

 手続きは、簡単・無料で、懇切丁寧にお話を伺いま

す。また、秘密は厳守されます。 

 詳しくは、お近くの県労政事務所または県労働委員

会事務局へお問い合わせください。 

▼問い合わせ先  

長野県労働委員会事務局 

電話０２６-２３５-７４６８ 

南信労政事務所（伊那市 伊那合同庁舎） 

電話７６-６８３３ 

 ※平日の午前８時３０分～午後５時１５分の受付 

サワガニとりのご案内 リンゴ黒星病の発生にご注意ください 

雇用のトラブル ご相談ください 

たかもり

生きもの

しらべ

秋は、サワガニの子育て

の季節。卵や赤ちゃんの

カニをお腹に抱いたメス

ガニに出会えるよ！ 



 

 
 

 

今年は「ブンカザイルキッズ」の皆さんも参加してくだ

さる予定です。多くの皆さまのご参加をお待ちしています。 

▼日時 ８月２５日（土）午前１０時１５分頃発煙 

    （雨天中止の場合は８月２６日に開催） 

▼集合場所 吉田城山、吉田古城のどちらか 

▼集合時間 午前９時３０分 

▼持ち物 水分補給用飲み物 

▼主催 武田信玄のろし台まつり実行委員会、吉田区  

▼問い合わせ先 中塚 哲雄さん （３５-４８７４） 

       塚平 耕一郎さん（３５-６８５０） 

 

 
 

▼日時 ９月１５日（土）午前９時３０分～正午 

▼場所 飯田消防署（飯田市東栄町３３４５番地） 

▼内容 救急に関するクイズや胸骨圧迫に挑戦し、救

急車内での救急活動も体験していただけます。また、

救急車、救助工作車やはしご車の活動を間近で見るこ

ともできます。参加賞なども用意していますので、親

子での参加・体験にぜひお越しください。 

▼問い合わせ先 飯田消防署救急係 

電話２２-０１１９ 

 

 
 

▼日時 ９月１５日（土） 

午後１時３０分～４時３０分まで 

▼場所 飯田消防署３階 大会議室 

（飯田市東栄町３３４５番地） 

▼内容 普通救命講習Ⅰ 

（心肺蘇生法、ＡＥＤの取扱い、止血法） 

▼対象 中学生以上の方 

▼受付 ８月２７日（月）～９月１４日（金）まで 

▼定員 ２０名（先着順） 

▼受講料 無料 受講者に修了証を交付します。 

▼申込み 最寄りの消防署にお越しください。 

▼問い合わせ先 伊賀良消防署救急係 

電話２５-０１１９ 

 

 

 
 

健康運動指導士 上澤しのぶ先生を講師にお招き

し、介護予防への講座を開催します。参加を希望され

る方は下記までご連絡ください。 

▼日 時 ９月２７日（木） 

午後１時３０分～２時３０分 

▼場 所 福祉センター２階 大ホール 

▼内 容 尿失禁予防に関するお話や体操 

▼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 無料 

▼持ち物 飲み物（水分摂取できる物） 

▼申込・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 

 

 

 

 

いつまでも元気に暮らし続けたい！そのために今

注目されているフレイル（虚弱）予防について、講演

会を開催します。どなたでもご参加いただけますので、

ぜひご参加ください。 

▼日 時 ９月８日(土）午後３時～５時 

▼場 所 福祉センター 大ホール 

▼内 容  

第１部 ○基調講演 

 後 藤 医 院     院長 後藤 暁 氏 

   しぶさか歯科クリニック 院長 渋坂 崇 氏 

   （株）タニタヘルスリンク 龍口 知子 氏 
 

～手作りデザートでのアイスブレイク～ 
 

第２部 ○講師の先生方と町長との意見交換 

○参加者の皆さんと簡単にできるフレイ

ルチェック！        

▼参加費 無料 

▼申込・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 

 

 

 

 

９月は野菜ソムリエの方にご協力をいただき、料理

教室を計画しました。ご近所、お友達をお誘いの上ご

参加ください。 

▼日 時 ９月１９日（水）午前１０時～午後１時 

▼場 所 福祉センター ２階調理室 

▼講 師 野菜ソムリエプロ 下井 泉 さん 

▼メニュー もやしの炊き込みごはん・はるさめスープ 

      なすと鶏胸肉のねぎダレ炒め・デザート 

▼定 員 ２０人程度 

※参加希望が５人以下の場合は中止とさせていた

だきます。 

▼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 

▼申込期限 ９月１０日（月）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 

 

 
 

総務省統計局によるこの調査は、全国約３７０万世

帯の方々を対象とした大規模な調査で、調査の結果は、

国や地方公共団体における「住生活基本計画」の成果

指標の設定、耐震や防災を中心とした都市計画の策定、

空き家対策条例の制定などに幅広く利用されていま

す。実施は１０月となりますが、調査のお知らせや調

査票配布の準備のため、調査員が調査対象地区に伺い

ますのでご協力をお願いします。 

▼問い合わせ先 総務課 企画振興係  

電話３５-９４４１ 

「武田信玄のろし台まつり」 

開催のお知らせ 

 

住宅・土地統計調査にご協力ください 

平成 30年度 高森町地域ケア会議 

「いま注目！ 

フレイル予防でのばせ！健康寿命」 

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～ 

 

救急の日・救急医療週間イベント開催 

普通救命講習 参加者募集 

地元農畜産物を使った料理教室 

参加者募集 



NO、２９１        ９ 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 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 ９月３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 ９月１３・２７日 中央公民館 午後７時～ 楽しく発声と合唱練習をする 

ずく農（自然農法を学ぶ会） ９月２３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 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 ９月４・１８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 ９月１２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 
９月２３日 福祉センター 午後２時～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 
９月７・２１日 

９月５・１９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 ９月１１・２５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 
９月１４日 

９月２８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 ９月 13・20・27 日 福祉センター 午前１０時～ 健康な体づくり 

真向法 
９月４・１１ 

  １８・２５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 ９月２５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 

９月１日 

９月 15・22・29 日 

杉の木ホール

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 

９月９日 御大の館駐車場 午前９時３０分～ ウォーキング＆流しそうめん 

９月１２日 

９月１９・２６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） 

９月２９日 福祉センター 午前１０時～ 秋に向けてヘルシーな薬膳料理 

 

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～ 


