
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町では、地域の環境保全のため、町民の皆さんに

よる環境美化に積極的に取り組んでいただく、秋の

「ごみゼロ運動」を実施します。運動の成果が上が

るようご協力をお願いします。 

▼基準日時 

１１月１日（日）午前７時３０分～（小雨決行） 

※地区によって実施日時が異なりますので、地区の

通知に従ってください。 

▼実施場所 地域ごとに指定された場所 

なお、常会等未加入で実施場所がわからない場合

は、ご自宅周辺のごみ拾いをお願いします。 

▼参加範囲 各戸１人以上の参加をお願いします。 

▼作業内容 缶やビン・プラなどのごみ拾い 

▼ごみ収集 拾ったごみは町が回収します。 

次の指定された収集場所へ午前９時３０分までに

出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ごみゼロ運動に引き続き、家庭と地域の衛生保持・

環境保全のため、ご協力をお願いします。 

▼日時 ごみゼロ運動(上記参照)実施後 

▼作業内容 

①各家庭内外の他、自家や近所の下排水側溝の清掃 

②家庭用浄化槽の清掃と汚泥のくみ取り 

③道路側溝、ごみステーションの清掃 

 各地区・家庭で取り組める範囲でご協力をお願い

します。 

▼問い合わせ先 

環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

 

 

 

 

 

 

 

▼日時  

１１月１４日（土）午前７時～９時（雨天決行） 

▼収集場所 健康センターあさぎり北側広場 

▼収集品目・処分料 

①電気や電池で動く家庭用使用済小型家電：無料 

○注意事項 

・携帯電話、パソコン、デジタルカメラなどの個人

情報に関するデータは、必ず消去してください。 

・一度回収した製品は返却できません。 

・電池、灯油、蛍光管、電球、インクカートリッジ、

ＤＶＤ、掃除機のごみパックなどは抜き取ってくだ

さい。 

【注意】次の品目は小型家電対象外（有料）です。 

 

 

 

②粗大ごみ（大型のごみ）：有料 

上記の小型家電対象外製品、じゅうたん、家具、自

転車、マットレス、布団、ソファ、ベッド、机、い

す、スキー板 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼問い合わせ先 

環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

 

 

 

本学神社は、慶応３年

（１８６７年）に、国学を

学ぶ人たちを中心にしてつ

くられました。 

 これらの人たちは、明治

の新しい世の中になって、

どのように生きたのでしょ

うか。 

今、残されている遺品や写真、古文書などによっ

てその生き様を探ってみようと思います。 

 多くの皆さんのご来館をお待ちしています。 

▼期間 １１月３日（火）～１２月６日（日） 

 （休館日 １１月４・９・１６・２４・３０日） 

▼時間 午前９時００分～午後４時３０分 

▼場所 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

旧館２階 第３展示室 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５-７０８３ 

高森町役場経営企画室 
℡３５－３１１１(代表) 

平成 27年 10月１６日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 
粗大ごみ・小型家電を収集します 

・「こたつ」(ヒーター部分のみ無料回収します。) 

・電池着火のみの「ストーブ」･「ガスコンロ」など 

・プラスチック部分が多い「電気カーペット」 

テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機 

衣類乾燥機について 

 下市田工業団地内「㈲丸伝運送 高森物流センター」

が指定引取場所になっていますので、直接持ち込み可

能です。(日曜日･祝日は除く) 

 引き取りにはリサイクル券が必要です。郵便局でお

買い求めください。 

◎高森まるごと収穫祭２０１５ 
～第３５回ふるさと祭り～ 

１１月１４日(土) ・１５日(日) 開催 
 

場所 役場前駐車場・中学校グラウンド ほか 

高森町キャラクター 
柿丸くん 

「ごみゼロ運動」にご協力ください 

環境の日へご協力ください 

【下市田区】町民体育館下駐車場,積善会館, 

下２会館,下市田区民会館,４区生活改善センター,

下５会館,出砂原地区館 

【吉 田 区】吉田西地区館,吉田区民会館, 

横浜ゴム上広場,吉田南地区館,吉田 10常会会所 

【出 原 区】こぐるみ広場 

【上市田区】ごまどう広場 

【牛 牧 区】牛牧ふれあい広場（消防詰所横） 

【大島山区】大島山区民会館 

【山 吹 区】下平集会所,竜口龍の里会館, 

白ひげ神社,駒場生活改善センター,新田地区館, 

山吹上生活改善センター,下町ポンプ小屋前広場 

 

特別展「本学神社をつくった人たちの明治」 

開催のお知らせ 



 

 

 

 

今年５年目となる物産展「高森の日 in御前崎」。

友好都市の静岡県御前崎市で開催するこの物産展に

参加してくださる方を募集します。ぜひご参加くだ

さい。 

▼日時  

１２月１３日(日) 午前１０時～午後３時(予定) 

出発：１３日午前５時頃  

帰町：１３日午後７時頃（日帰り） 

▼会場 

御前崎市「御前崎市観光物産会館 なぶら館」 

▼参加資格   

 高森町内の生産者（個人・法人は問いません） 

 農産物等加工グループ 

▼応募方法 １１月６日(金)までに、産業課農政係

へお申し込みください。 

※「高森まるごと収穫祭」の縮小版を御前崎市で開

催するイメージです。町の特産品の販売とＰＲを

行います。参加する方には、ご自身で生産された

農作物･加工品等を自ら販売していただきます。 

※テント、看板、会場設営に必要な物品は町が用意

します。 

※１１月中旬ごろ参加者打合せ会を予定しています。 

▼応募・問い合わせ先   

産業課 農政係 電話３５-９４０５ 

 

 

 

天白グラウンドの利用方法についてご案内します。 

 

 

 

 

●出入りは東側(谷側)階段上入口をご利用ください。 

●芝生の管理上、利用の際の禁止事項もありますの

で、グラウンド入口の看板をご確認ください。 

※夜間から早朝にかけて、スプリンクラーがグラウ

ンド全面に作動します。十分ご注意ください 

●天白グラウンド専用の乗用芝刈り機を購入しまし

た。グラウンド隅に保管していますのでご利用の

際はご注意いただき、作業中はご利用を控えてい

ただきますようご協力お願いします。 

●なお、１１月・１２月は、芝の養生期間としてグ

ラウンドを閉鎖します。この期間、ご利用できな

くなりますのでご了承ください。 

●占有貸し出しも行っていますので、詳細はお問い

合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

▼予約・問い合わせ先 

教育委員会 社会教育係 電話３５-９４１６ 

 

 

 町では、花いっぱい運動の推進にあたり、助成制

度を設けています。該当される方はご利用ください。 

▼助成要件  

○５人以上の団体であること 

○道路沿線、集会所など公共用地の花いっぱい運動

であること 

○奉仕活動で継続的に花の管理を実施していること 

▼助成対象となる経費   

○資材代、肥料代、種苗代・・・実費 

※お茶代などは対象に入りません。 

※申請状況により調整することがあります。 

▼提出書類 

○実績報告書  ○参加者名簿 

○花壇および作業の分かる写真（２～３枚） 

○資材代等の領収書（コピー可） 

▼申請期限 １２月１１日（金） 必着 

▼申請・問い合わせ先  

経営企画室 協働推進係 電話３５-９４４１ 

 

 

耐震補強工事等実施のため、竜西一貫水路が断水

します。 

断水期間中は、農業用水・防火用水など、ご不便

をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

▼断水期間 平成２７年１１月９日（月）～ 

平成２８年３月２日（水） 

▼断水理由 竜西一貫水路 耐震補強工事、漏水補修

工事および機能診断調査のため 

▼問い合わせ先 

 竜西土地改良区 電話２２-１６６７ 

 

 

  

 

 

 

 

 

高森町物産展「高森の日 in御前崎」 
参加者募集中！ 

天白グラウンドを地域・ご家族・お友達で 

自由にご利用ください♪ 

１０月の夜間役場は１０月２６日（月）です。 

納税、各種証明発行等にご利用ください 

 
 

 

 

１１月１４日はまるごと収穫祭開催、２１日は戸
籍システム改修のため、土曜窓口をお休みします。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い
します。 

▼問い合わせ先  

町民税務課 戸籍住民係 電話３５-９４１７ 

 
 

◎１０月の町税・料金 
○町県民税（普通徴収）     第３期 

○国民健康保険税（普通徴収)     第５期 

○介護保険料（普通徴収）    第４期 

○後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第４期  

○上下水道料・ＣＡＴＶ使用料・保育料  １０月分  

※口座振替日は、１０月２６日（月）です。 

納付書払いの方は、最寄りの金融機関または役場会

計にて納付願います。 

※これまで通り多目的グラウンドとして、空いて

いる際は自由に利用できます。（町民グラウンドと

同じです） 

花いっぱい運動推進助成制度について 

１１月１４日・２１日 

   土曜窓口をお休みします 

 

買い物にはマイバックを持参して、 

レジ袋削減に取り組みましょう。 

竜西一貫水路断水のお知らせ 

※この事業は、スポーツ

振興くじ助成金を受け

て実施しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎休日夜間電話労働相談のご案内 （電話０２６５-７６-６８８３） 
▼日時 １１月１５日（日）午前１０時００分～午後３時００分 

１１月１６日（月）午後 ５時３０分～午後８時００分 

１１月１７日（火）午後 ５時３０分～午後８時００分 

▼内容  

雇用や労働条件、人事・労働管理上の問題など労働問題全般について、労働相談員などが電話相談をお

受けします。相談は無料で、秘密は厳守します。過重労働についての相談もお受けします。 

▼問い合わせ先 長野県南信労政事務所 電話０２６５-７６-６８８３ 

◎飯田一日合同行政相談所 
 不動産の登記、年金、道路や農地など役所の仕事についての相談や、法律相談などを受け付ける一日合

同行政相談所を開催します。 

 相談は無料で、秘密は厳守します。事前の予約は不要です。お気軽にご利用ください。 

▼日時 １１月６日(金) 午前９時３０分～午後０時３０分（受け付けは正午まで） 

▼場所 飯田文化会館１階 展示室 （飯田市高羽町５-５-１） 

▼問い合わせ先 総務省長野行政評価事務所 電話０２６-２３５-５５６６ 

◎司法書士による無料電話相談「労働トラブル１１０番」のお知らせ 
長野県司法書士会は、賃金未払いやサービス残業など、労働に関するトラブルを抱えた方々からの電話

相談をお受けします。相談は無料で、秘密は厳守します。ぜひご利用ください。 

▼日時 １１月１６日（月）・２４日（火） 午後５時～１０時 

▼相談例 ・給料の支払いが遅れている   ・職場でのパワハラ・セクハラ・いじめに耐えられない 

・残業手当を支払ってもらえない ・突然、解雇を言い渡された など 

▼相談用電話番号 ０１２０-４４８-７８８ 

▼問い合わせ先 長野県司法書士会 電話０２６７-６６-３５６７ 

◆時間外・休日の役場窓口および、郵便局での諸証明発行について◆ 
町では、通常の業務時間の他に窓口業務を行っています。また、町内４郵便局（市田・下市田・上市田・

山吹の各郵便局）では、諸証明の発行（本人のみ）も行っています。どうぞ、ご利用ください。 

開設日/利用時間 
利用できる内容 

（日によって取り扱い業務が違いますので、ご注意ください。） 

●夜間窓口 

毎週月曜日（平日のみ） 

午後５時１５分～７時００分まで 

・印鑑の登録 ・印鑑登録証明書の発行 ・住民票の写しの発行 

・戸籍全部事項（謄本）・個人事項（抄本）証明書の発行 ・各種税証明書の発行 
※除籍謄本など上記以外の証明書の発行はできませんのでご了承ください。 

●土曜窓口 

毎週土曜日（祝日除く） 

午前８時３０分～正午まで 

・印鑑の登録 ・印鑑登録証明書の発行 ・住民票の写しの発行 

・戸籍全部事項（謄本）・個人事項（抄本）証明書の発行 
※税に関する証明や除籍謄本など上記以外の証明書の発行はできませんのでご了承く

ださい。なお、１１月１４日・２１日は土曜窓口をお休みします。（詳細は左記記載） 

●夜間役場 

毎月２５日（休日の場合は翌平日） 

午後５時１５分～７時００分まで 

・印鑑の登録 ・印鑑登録証明書の発行 ・住民票の写しの発行 

・戸籍関係の証明書の発行 ・各種税証明書の発行 

・町税や各種料金の納付に関する業務 

・転出入の手続きなど その他 各課の窓口業務 

●郵便局での諸証明発行 
平日 午前９時００分～ 

午後５時００分まで 

・本人の住民票写し ・本人の所得証明書、納税証明書 

・本人の戸籍全部事項（謄本）、個人事項（抄本）証明書 ・本人の印鑑登録証明書 
※本人確認ができるものが必要です。印鑑、印鑑登録証が必要な場合があります。 

 

◎就職活動中の学生・生徒の皆さんへ 就職面接会のお知らせ 
来春、高校・大学等を卒業する皆さんと、３年以内既卒の若年求職者を対象とした就職面接会を開催し

ます。就職先をお探しの方であればどなたでも参加できます。当日、会場へお越しください。 

▼日時 １１月１３日（金）午後１時３０分～４時００分 

▼受付時間  

高校生：午後０時１５分～  大学生・短大生・専修学校生・３年以内既卒者：午後０時３０分～ 

▼場所 シルクプラザ（飯田市育良町１-７） 

▼内容  

当日は、個別事業所との面接方式により人事担当者から直接、求人内容や応募方式等の説明を受けるこ

とができるほか、参加事業所の求人情報等を提供します。 

▼問い合わせ先 ハローワーク飯田（飯田公共職業安定所） 電話２４-８６０９ 



 

NO、２５７       １１ 月 生 涯 学 習 情 報    平成２７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 

アコーディオン教室 

やまなみ 
11 月 10・24 日 福祉センター 午後 7 時～ アコーディオン初級講座 

牛牧短歌会 11 月 4 日 中央公民館 午後 1 時～ 短歌の勉強 

演劇サークル ホイップ 11 月 5・19 日 中央公民館 午後 7 時 30 分～ 演劇を通して楽しく交流しましょう 

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 

カラオケクラブ音和の会 11 月 1 日 福祉センター 午後 1 時～ カラオケを楽しむ 

ぐりとぐら 11 月 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 

詩吟クラブ 11 月 6・20 日 中央公民館 午後 1 時～ 詩吟を楽しむ 

自分史講座 11 月 16 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） 

11 月 14 日 

11 月 28 日 

下市田学校隣

の畑 

午前 7 時～ 

午後 4 時～ 
自然農法による野菜づくり 

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) 

高森コーラス 11 月 26 日 中央公民館 午後 7 時 30 分～ 楽しく発声と合唱練習をする 

高森水墨画教+室 
11 月 10 日 

11 月 24 日 

福祉センター 

中央公民館 
午前 9 時～ 

生物や風景を墨の濃淡で 

描き表す勉強 

高森美人画教室 11 月 9 日 福祉センター 午後 1 時 30 分～ 美人画の勉強 

瀧里歌会 11 月 6 日 福祉センター 午後 1 時～ 短歌を楽しむ 

たんころりん 11 月 12 日 図書館 午後 7 時 30 分～ お話しの語り 

津軽三味線 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 

童謡唱歌を楽しむ会 11 月 6 日 中央公民館 午後 7 時 30 分～ 
童謡唱歌だけでなく 

色々歌います 

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 

パッション高森 11 月 4 日 福祉センター 午後 7 時～ 健康体操 

ひまわり体操教室 
11 月 12 日 

11 月 26 日 

福祉センター 

中央公民館 
午前 10 時～ 健康な体づくり 

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 

（ラージボール） 

真向法 11 月 3・17・24 日 中央公民館 午後 7 時 30 分～ 健康体操・老化防止 

 

公 民 館 教 室 (中央公民館)   それぞれの計画ですすめられています。 

教 室 名 開 催 日 時 間 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～ 

ウォーク＆ス

ローランニング 

運動健康講座 

11月20日(福祉センター) 

11月24日(福祉センター) 

11 月 29 日(検討中) 

午後 7時30分～ 

午前 10 時 00 分～ 

午前 10 時 00 分～ 

◆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、学校など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、中央公民館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） 


