
 

 

 

 

 

 

 

 

来年度、新たに保育所への入所を希望されるご家

庭の方は、都合をつけてご出席ください。 

▼日程   

期 日 会 場 開始時間（※） 

１０月１４日(金) 吉田保育園 午後２時４５分 

１８日(火) 吉田河原保育園 〃 

１９日(水) 下市田保育園 〃 

２０日(木) 山吹保育園 〃 

２４日(月) みつば保育園 〃 

２５日(火) 福祉ｾﾝﾀｰ中ﾎｰﾙ 午後７時１５分 

※受け付けは開始時間の１５分前からです。 

▼持ち物 筆記用具、上履き（保育所のみ） 

▼その他 

 ○希望する保育所または、都合の良い日時の会場

へお出かけください。 

 ○育児休暇明けなどで、年度途中からの入所を希

望される場合もご出席ください。 

 ○入所に際し、心配事などがある方は、お気軽に

ご相談ください。 

▼問い合わせ先 

教育委員会事務局 こども未来係 電話３５-９４１６ 

 

 

農地に関する相談を農業委員がお聞きします。 

▼日時 １０月２０日（木）午後２時～ 

▼場所 高森町福祉センター３階 中ホール 

▼対象 農地に関する困りごとをお持ちの方（地域

の中に荒れた農地があり困っている など） 

※事前に申し込みが必要です。 

▼申込期限 ９月３０日（金）正午 

（先着１０人で締め切り） 

▼申込方法 農業委員会事務局までご連絡ください。

申込用紙をお送りいたします。  

▼申込・問い合わせ先 

農業委員会事務局 電話３５-９４０５ 

 

 

 

▼日時 ９月２９日（木）午前１０時～正午 

▼場所 あさぎりの郷 杉の木ホール（高森町吉田） 

▼講師 ミルメルシーさん 

▼参加費 １家族につき２００円（託児料別） 

▼持ち物 はさみ、スティックのり、好きな雑誌や

パンフレットなど（切っても良いもの）、マイカップ、

子どもの飲み物 

※託児希望の方は、託児料１００円（１家族）、おむ

つ、おしりふき、子どものおやつも持参してください。 

▼申込期限 ９月２３日（金） 

▼申込・問い合わせ先  

子育て支援センター 電話 ３５-９４３５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 吉田・下市田・山吹・みつば保育園では、運動会

を行います。地域の皆さまもお出かけいただき、子

どもたちにご声援ください。 

▼日時 １０月８日（土）※雨天順延はありません 

吉田・下市田保育園 午前８時３０分開会 

山吹・みつば保育園 午前９時００分開会 

▼会場 各保育所 園庭 

※雨天の場合は、次の会場で行います。 

吉田保育園→高森南小学校体育館 

下市田保育園→町民体育館 

山吹保育園→高森北小学校体育館 

みつば保育園→高森ドーム 

◎未就園児の参加種目を休憩後に予定しております。

お誘い合わせいただき、午前１０時頃までに各会

場へお出かけください。 

▼問い合わせ先 

吉田保育園 電話３５-３３３０ 

下市田保育園 電話３５-３３２４ 

山吹保育園 電話３５-５１４７ 

みつば保育園 電話３５-３３２６ 

 

 

全町を対象として古着類の収集を行います。 

▼日時 １０月８日（土）午前７時～９時 

※雨天決行です。 

※収集時間は厳守してください。 

▼収集場所 町民体育館下駐車場 

▼収集品目  

○古着類 

○古布類（シーツ、タオルケット、こたつ掛等） 

※以下の物は、今回の収集対象ではありません。 

○学生服、ユニフォーム、着物、綿入り衣料、プラ

スチック素材→その他プラへ。 

○毛布、布団→粗大ごみへ。 

○ぬいぐるみ→燃やすごみまたは、その他プラへ。 

▼出し方・注意事項 

○中が見えるビニール袋に入れてお出しください。 

※肥料袋、中身の見えない袋、行政のごみ袋、紙袋は

使わないでください。 

▼問い合わせ先   

環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度 保育所入所説明会 

古着類を収集します 

町立４園より運動会のお知らせと 

未就園児参加のお誘い 

◎行政相談をご利用ください。 
▼日時  １０月１７日（月） 

午後１時３０分～４時００分 
▼場所 福祉センター３階 中ホール 
▼問い合わせ先 

総務課 行政係 電話３５-９４０２ 

農地なんでも相談会を開催します 

 
高森町役場経営企画課 
℡３５－３１１１(代表) 

平成２８年９月１６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

２０１６ まま☆プラザ第２回 
雑誌を切って貼るだけ！コラージュワーク 



 

 

 

今年度の集団健診を次の日程で行います。 

国民健康保険に加入されている、４０歳～７４歳

の方は、年に１度特定健診を受けてください。今年

度まだ健診を受けていない方は、受けるようにしま

しょう。 

すでに申し込みをされた方には通知をしましたが、

申し込みをされていない方で、健診を希望される方

は、健康福祉課健康支援係までお申し込みください。 

なお、健診を取りやめる方は、ピンクの問診票を

健康福祉課健康支援係まで返却してください。 

▼日程・場所 

９月２６日（月）～３０日（金） 福祉センター 

１０月 ３日（月）～ ５日（水） やすらぎ荘 

▼受付時間 午前８時３０分～１１時００分 

午後１時００分～ ３時３０分 

○全国健康保険協会「協会けんぽ」加入の被扶養者

の方へ 

全国健康保険協会「協会けんぽ」加入の被扶養者

のうち４０歳～７４歳の皆さんで、高森町の集団健

診を希望される場合は、受けることができます。 

 厚生連健康管理センター（電話０２６７-８２-２６

７７）に申し込みすると、受診の予約ができます。申

し込みの際、特定健診受診券と保険証をご用意くださ

い。後日健康管理センターから問診票が届きます。 

ご不明な点は、全国健康保険協会「協会けんぽ」

長野支部（電話０２６-２３８-１２５３）へお問い

合わせください。 

◎大腸がん検診のお知らせ 
 大腸がん検診を、特定健診・ヘルススクリーニン

グに合わせて実施します。申し込みをされた方は、

検便容器を提出してください。 

▼検査料 ４５０円 

◎肝炎ウイルス検査のお知らせ 
 ４０歳（昭和５１年４月２日～昭和５２年４月１日

生まれ）の方を対象に肝炎ウイルス検査（血液検査）

を実施します。検査を希望される方は、特定健診・ヘ

ルススクリーニングの受付で申し出てください。 

▼検査料 無料 

▼申込・問い合わせ先 

健康福祉課 健康支援係 電話３５-９４１２ 

 

 

これからの下水道計画を作成するため、町が委託

した業者が現地調査を行います。 

▼日時 ９月２６日（月）～２８日（水） 

 午前９時～午後５時 

▼内容 新田、牛牧、吉田、上平、出原、上市田の

各農業集落排水事業処理場周辺道路において、業者

が現地調査および測量を実施します。 

▼委託業者 日本水工設計株式会社、株式会社フヨウ 

※調査従事者は、社員証明書と町からの下水道事

業従事者証明書を携行しています。 

▼問い合わせ先 

環境水道課 下水道係 電話３５‐９４０９ 

 

 

８月に入ってから、国内で麻疹（はしか）の患者

数が増加しています。長野県の麻疹予防接種の接種

率は９０％以上と高いため、現在、長野県内での麻

疹発生件数は０件です。（９月１５日時点） 

 麻疹は空気感染によって人から人へうつり、感染

力が強いですが、予防接種によって予防をすること

ができます。 

 予防接種の効果を確実にするために２回の接種が

必要です。 

≪定期予防接種対象者≫ 

 第１期 １歳の子ども 

 第２期 小学校就学前１年間の子ども（年長児） 

町では対象者の方へ通知を行っています。予防接

種対象者は必ず接種をお願いします。 

また、海外（特にアジア）では麻疹が流行していま

す。海外渡航をする方は麻疹の予防接種歴を確認し、

必要な方は自費で予防接種を受けましょう。 

▼問い合わせ先 

健康福祉課 健康支援係 電話３５-９４１２ 

 

 

▼日時 １０月１２日（水）午前１０時～午後１時頃 

〈料理試食後解散〉 

▼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 

▼今月のメニュー：小松菜の混ぜご飯、豚こまチャ

ーシュー、里芋とネギのチーズ焼き、人参とキノコ

のマスタードマリネ、だんご入りリンゴの葛湯 

▼定員 ２０人程度（参加者が５人以下の時は中止） 

▼持ち物 食材費１人７００円（おつりのいらない

ようご協力ください）、エプロン、三角巾 

▼申込方法 ９月３０日（金）までに営農支援セン

ターへお申し込みください。 

≪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頂きます。≫ 

▼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 

 

 

 

 

高森町公民館では、１１月１９日（土）～２０日

（日）にかけて行われる文化祭で、出展・ステージ

発表を希望される皆さまを募集しています。地域の

集まりなどで作品を作っているので文化祭に展示し

てみたい、音楽・踊りの練習をしているので、成果

を文化祭で発表してみたい、と思っている方は、説

明会を行いますので、ご参加ください。 

▼日時 １０月４日（火）午後７時００分～ 

▼場所 中央公民館２階 大会議室 

▼対象 文化祭での展示、ステージ発表希望者 

▼内容 展示・ステージ発表の説明 

▼問い合わせ先  

教育委員会事務局 社会教育係（担当：岩田） 

電話３５-９４１６ 

特定健診・ヘルススクリーニング日程 

文化祭出展・ステージ発表 

希望者説明会を開催します 

麻疹（はしか）の発生について 

下水道計画作成のための現地調査 

地元農畜産物を使った料理教室 



 

 

 

 

◆会場 役場前駐車場・中学校グラウンド他 

①新たに出展（出店）を希望される団体の代表の方

は、９月３０日（金）までにお申し込みください。

なお、商工会に加盟されている方は、商工会事務

局にお申し込みください。 

②昨年度参加された団体の皆さんへは別途通知します。   

※申込者多数の場合は、抽選または調整させていた

だく場合があります。 

※食べ物の販売をご希望の新規団体の方は、露天営

業等の許可を受けられた方に限ります。 

※専ら営利を目的とする団体は対象としません。 

◎参加団体代表者会議を開催します。 

参加を希望される団体の代表の方は、ご出席ください。 

 

 

▼申込・問い合わせ先   

経営企画課 協働推進係 電話３５-９４４１ 

 

 

町では、各種スポーツ大会において優秀な成績を

収めた個人や団体と、文化芸術における各種コンク

ールにおいて優れた評価を受けた個人や団体に賞を

贈り、表彰しています。 
昨年の１０月から今年の９月の間に該当される方が

おりましたら、教育委員会事務局までご連絡ください。 
▼対象者 町内に在住、在勤、在学し、各種スポーツ

競技大会、各種コンクールで優秀な成績を収めた個

人、団体 
【スポーツ表彰】 

(特別賞)オリンピック出場、全国大会で３位以上等 
(優秀賞)国際大会・全国大会へ出場、県大会優勝等 
【文化表彰】 

(芸術文化賞)全国規模のコンクールで上位等 
(芸術文化奨励賞)北信越、県コンクールで上位等 
▼募集期間 ９月３０日（金）まで 

※１１月の「高森まるごと収穫祭 第３６回ふるさと

祭り」の折に表彰状・記念品等を贈呈いたします。 
▼問い合わせ先 
教育委員会事務局 社会教育係 

電話３５-９４１６ 
 

 

 

 来年２０１７年の大河ドラマの主人公・井伊直虎

の婚約者「直親（亀之丞）」が、９歳から２０歳まで

を過ごした高森町。この「ゆかり」を活用して、町

のＰＲ・観光誘客・おもてなし活動を進めています。 

そこで、町内の事業者・団体等の皆さまを対象に、

協力者を募集します。 

詳細は、お問い合わせください。 

▼募集期限 １０月３日（月） 

▼問い合わせ先  産業課 電話３５-９４０５ 

 

 

 

 

この度の台風に伴う大雨災害により被災された

方々を支援するため、下記のとおり義援金の受け付け

を行います。皆さまの温かいご支援をお願いします。 

▼義援金名称 平成２８年台風１０号等災害義援金 

▼受付期間 １０月３１日(月)まで 

▼受付場所 役場本所、山吹支所窓口 

▼その他 お寄せいただいた義援金は、全額を被災

された皆さまにお届けします。物品については、従

来どおり取り扱いはしておりません。 

 

 

 

 

「平成２８年台風１０号等災害義援金」と同様に

受け付けを行っております。 

▼受付期間 １１月３０日（水）まで 

▼受付場所 役場本所、山吹支所窓口 

▼問い合わせ先 

日本赤十字社長野県支部 高森町分区 事務局 

健康福祉課 地域福祉係 電話３５-９４１２ 

 

 

臨時福祉給付金、障害・遺族基礎年金受給者向け

給付金の申請受付が始まりました。 

 給付対象見込みとなる方には申請書を同封した通

知をお送りします。給付条件をご確認いただき、対

象となる場合は期間内に申請してください。 

▼受付期間 １１月１８日（金）まで 

▼給付対象者 

次の条件すべてに該当される方が対象者です。 

①平成２８年度１月１日現在、高森町に住民登録の

ある方(１月２日以降に転入された方は、前住所地

へ申請してください。)。 

②平成２８年度の町県民税均等割が課税されていな

い方。 

③給与の年末調整や税金の申告(税法上)で、どなた

かの扶養となっている場合は、扶養している方(町

外の方も含む)の平成２８年度の町県民税均等割

が課税されていないこと。 

④生活保護制度などによる保護を受けていないこと。 

▼申請方法 

申請書に記入し、必要書類と一緒に健康福祉課地

域福祉係へご提出ください。 

通知に同封した返信用封筒をご活用ください。 

▼給付金の金額 

【平成２８年度 臨時福祉給付金】 

 １人につき ３，０００円 

【障害・遺族基礎年金受給者向け給付金】 

 １人につき３０，０００円 

※高齢者向け給付金を受給した方は、障害・遺族    

基礎年金受給者向け給付金の対象者になりません。 

▼問い合わせ先  

健康福祉課 地域福祉係 電話３５-９４１２ 

おんな城主 直虎ゆかりの地 

推進活動２次募集のお知らせ 

平成２８年 台風１０号等 

災害義援金の受け付けについて 
 

臨時福祉給付金等の申請受付について 

 高森まるごと収穫祭（11/19・20） 

～第３６回ふるさと祭り～ 参加団体募集 

日時 ◆１０月１１日（火） 午後７時３０分～ 
会場 ◆役場３階 大会議室 

２０１６年イタリア中部地震義援金の 

受け付けについて 

町スポーツ・文化表彰 候補者募集 



 

 

 

申し込みは不要で参加費無料です。どなたでも参

加できます。多くの方のご参加をお待ちしています。 

▼日時 ９月２２日（木・祝日） 

午後１時３０分～３時３０分 

▼会場 あさぎりの郷 杉の木ホール（高森町吉田） 

▼演題 「住民参加の自治とボランティア」 

▼講師 南信州地域問題研究所 

所長 岡庭一雄さん（前阿智村村長） 

▼問い合わせ先 

高森町ボランティアセンター 電話３４-３００１ 

 

 

 災害時の対応などを学びます。どなたでも参加で

きます。お誘い合わせてご参加ください。 

▼日時 １０月６日（木）午後７時～９時 

▼場所 中央公民館２階 大会議室 

▼内容 ・ホットタオルの作り方 

・新聞や風呂敷の活用 

・エコノミークラス症候群予防 

▼講師 下伊那赤十字病院 看護師 細江久子さん 

▼持ち物 タオル２枚、風呂敷２枚、新聞紙２枚 

▼問い合わせ先  

健康福祉課 地域福祉係 電話３５-９４１２ 

 

 

 
公民館活動について、公民館の目的や課題の解決

方法、今後の事業のあり方等を考えるための講演

会・ワークショップを開催します。第１部として講

演会、第２部としてワークショップを行います。 
参加を希望される方は、事前にお申し込みください。 

▼日時 １０月１５日（土）午後４時～７時 

▼場所 福祉センター２階 大ホール 
▼対象 公民館関係者、参加を希望される方 
▼内容 講演会、ワークショップ 
▼参加費 無料 
▼申込・問い合わせ先 
教育委員会事務局 社会教育係（担当：岩田） 

電話３５-９４１６ 

 

 

 

 

高森町地球温暖化対策地域協議会（通称：エコネ

ットたかもり）では、高森町で栽培が盛んな市田柿

について、地球温暖化に今から対処していくことを

考えるために講演会を開催します。  

▼日時 １０月２０日（木） 

午後７時００分～８時４５分 

▼場所 あさぎりの郷 杉の木ホール（高森町吉田） 

▼演題 「気候変動時代の市田柿の価値を守り、 

高めるために」      

▼講師 法政大学教授 白井信雄さん 

▼問い合わせ先  エコネット・たかもり事務局 

環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

役場環境水道課環境係 電話 35－9409 

 

 

ハローワーク飯田では、飯田下伊那の企業と障が

いをお持ちの方との就職面接会を開催します。事業

主の皆さま、就職を希望される皆さまのご参加をお

待ちしています。 

▼日時 １０月２６日（水） 

午後１時３０分～３時３０分 

▼場所 飯田勤労者福祉センター（さんとぴあ飯田） 

３階 第３・４研修室 

▼問い合わせ先 

ハローワーク飯田⑪番窓口 電話２４-８６０９ 

 

 

平成２８年３月に制定された長野県手話言語条例

に基づき、県民誰もが手話に親しみ、手話に対する

理解を深め、手話が広く日常生活で利用されるよう、

手話講座を開講します。 

▼日時 第１回 １０月１４日（金）午後７時～ 

    第２回 １０月２２日（土）午後２時～ 

    第３回 １０月２５日（火）午後７時～ 

    第４回 １１月 ５日（土）午後２時～ 

▼場所 飯田合同庁舎３階 講堂 

▼内容 １回２時間程度、各回とも同じ内容です。 

▼問い合わせ先 

飯田保健福祉事務所 福祉課 電話５３-０４１２ 

 

 

町道の道路法面の草木の繁茂による見通しの悪い

箇所につきましては、道路に面した土地所有者の皆

さんの除草等のご協力をお願いします。 

また、道路上に張り出している個人の庭木・果樹

の枝等の管理も重ねてご協力をお願いします。 

▼問い合わせ先 

建設課 管理係 電話３５-９４０７ 

 

 

ご購入の際は、ぜひ長野県内の宝くじ売り場にて

お求めください。 

▼発売期間 ９月２６日（月）～１０月１４日（金） 

▼抽せん日 １０月２１日（金） 

▼当せん金 １等前後賞あわせて５億円 

（１等３億円、前後賞各１億円）ほか 

▼問い合わせ先  

 経営企画課 財政係 電話３５-９４４１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前阿智村村長 岡庭一雄さん講演会 

災害時健康生活支援講習会へのお誘い 

「市田柿の気候変動の影響と 

適応策について」講演会開催 

「公民館について考える」講演会の開催 

『障がい者ふれあい面接会』 

開催のお知らせ 

長野県民手話講座（入門編）を開講します 

知らなかったでは済まされない！ 

まさかのための「自賠責」 
 自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の

基本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償

保障法に基づき、原動機付自転車を含む全ての自

動車に加入が義務付けられており、自賠責保険・

共済なしで運行することは法令違反です。ご注意

ください！ 

オータムジャンボ宝くじ発売！ 

町道沿い・敷地内の除草等のお願い 



 

 

 

飯田保健所には飼い主のみつからないたくさんの

猫がいます。少しでも処分頭数を減らすため、希望

者に譲渡します。 

▼日時 ９月２４日（土）午前１０時～正午 

▼会場 飯田合同庁舎２階 ２０２会議室  

▼持ち物 免許証など身分が証明できるもの、キャ

リーケースまたは、箱 

▼譲渡要件 １８歳以上の方で、室内飼育、避妊去

勢手術をおこない、終生飼育していただける方。 

※１０月２３日（日）にも譲渡会を行います。 

▼問い合わせ先 

飯田保健福祉事務所 食品・生活衛生課 

電話５３-０４４６・ＦＡＸ５３-０４６９ 

 

 

 
 
▼日時 ９月２５日（日）午前９時～正午 

▼会場 飯田市上郷別府 城東２号公園 
（南信州・飯田産業センター前）  

▼催事スケジュールと内容 
午前９時００分～しつけ方教室実技発表会・修了式 
午前９時３０分～愛犬とのミニ運動会 

（受け付けは午前９時００分から） 
▼問い合わせ先 飯伊動物愛護会事務局 
飯田保健福祉事務所 食品・生活衛生課内 

電話５３-０４４６・ＦＡＸ５３-０４６９ 

 

 

不動産評価等の無料相談会が開催されます。予約

は不要です。直接会場へお出かけください。 

▼日時 １０月４日（火）午前１０時～午後４時 

▼場所 飯田市役所３階 Ａ３０１会議室 

▼内容 不動産評価に関する事項の相談 

売買・交換・相続・借地・担保・賃貸借等

の不動産評価 

▼問い合わせ先 

一般社団法人長野県不動産鑑定士協会 

電話０２６-２２５-５２２８ 

 

 

 弁護士・司法書士による多重債務者無料相談会が

開催されます。借金問題でお困りの方は、この機会

に相談窓口へお出かけください。 

面談は予約制で行いますので、事前に予約先へお

電話ください。 

▼日時 １０月６日（木）午前１０時～午後５時 

▼会場 南信消費生活センター（飯田市美術博物館隣） 

▼予約受付期間 ９月２３日（金）～ 

１０月５日（水）まで 

※土・日を除く 

▼予約受付時間 午前８時３０分～午後５時００分 

▼予約・問い合わせ先 

南信消費生活センター 電話２４-８０５８ 

 

 

 １０月１日から７日までの「法の日」週間に合わ

せて、法律・成年後見・人権・調停・公証に関する

相談所が開設されます。事前の予約は不要です。お

気軽にご利用ください。 

▼日時 １０月７日（金） 

午前９時３０分～午後３時３０分 受付 

▼会場 長野地方・家庭裁判所飯田支部庁舎内 

▼相談例 

・金銭・土地・交通事故等の問題 

・成年後見 

・離婚・扶養・相続等家庭内のもめ事 

・差別・いじめ等の人権問題 

・遺言や任意後見契約などの公正証書に関する相談 

※相談に関する資料をお持ちください。 

▼問い合わせ先 「法の日」週間実施委員会 

（長野地方・家庭裁判所飯田支部庶務課庶務係） 

電話２２-０００３ 

 

 

弁護士法人 愛知リーガルクリニック法律事務所

による無料法律相談が実施されます。 

相談を希望される方は事前予約が必要です。 

▼日時 １０月２２日（土）午後１時～４時 

▼会場 豊丘村役場（豊丘村大字神稲３１２０番地） 

▼対象者 飯田下伊那地域にお住まいの方 

▼相談時間 １人（組）１時間以内 

▼予約受付の締切日 １０月１２日（水） 

（土・日・祝日は受け付けておりません） 

▼予約受付時間 午前１０時～午後３時 

▼予約先 

弁護士法人 愛知リーガルクリニック法律事務所 

予約専用フリーダイヤル ０１２０-６６８-１９１ 

▼問い合わせ先 

南信州広域連合事務局 電話５３-７１００ 

 

 

 

長野県司法書士会による無料相談会が開催されま

す。金銭の支払い請求を受け、その対応に困ってい

る方を対象にした面談または、電話による相談会で

す。相談は無料です。 

▼日時 １０月２９日（土）午前１０時～午後５時 

１．面談相談（要予約） 

○会場 長野県司法書士会館２階 

（長野市妻科３９９番地） 

○予約電話０２６-２３２-７４９２ 

２．電話相談 

 ○フリーダイヤル０１２０-４４８-７８８ 

▼問い合わせ先 

長野県司法書士会 電話０２６-２３２-７４９２ 

 

 

 

 

猫の譲渡会を開催します 

不動産評価等の無料相談会 

愛犬のしつけ方教室発表会と 

ミニフェスティバル開催のお知らせ 

多重債務者無料相談会のお知らせ 

無料法律相談のご案内 

司法書士による 

『その請求に困ったら』無料相談会 

９月の夜間役場は９月２６日（月）です。 
各種証明発行、納税等にご利用ください。 

合わせて夜間女性相談窓口も開設します。 

「法の日週間」無料法律相談所開設 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 花火をするときは、次の点にご注意ください。 

○迷惑にならない時間や場所を考えましょう。 

○音の出る花火は、人の迷惑にならない場所と時間

を選びましょう。 

○飛ぶ花火は、飛ぶ方向と音に気を付けましょう。 

○風向きを考え、煙が迷惑にならないようにしまし

ょう。 

▼問い合わせ先 

 総務課 防災安全係 

電話３５-９４０２ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月は土地月間、 

１０月１日は「土地の日」です。 
国土交通省では、土地が適正に利用されるよう、

１０月を「土地月間」と定め、広報活動を通じて

国民の皆さんに理解を深めていただけるよう活動

しています。この機会にぜひ、土地の有効利用に

ついて考えてみてください。 

一般財団法人土地情報センターのホームページ

（http://www.lic.or.jp）から土地月間に関する

パンフレットと「わかりやすい土地読本」がご覧

いただけます。 

 
 
 
 

長野県農業大学校では、企業的農業経営者を育成する総合農学科「実践経営者コース」の学生を募集し

ます。 
 「どういう品目で、どのような農業経営をやりたい」という目標が明確で、就農意欲が高い方は、是非

ご応募ください。 
▼募集人員および修業年限等 

学科 募集 
人員 

修学 
年数 受験資格 入学試験 

総合農学科 
実践経営者コース １０人 ２年 高卒等以上 筆記試験：小論文 

人物考査（面接） 
 
▼出願期間、入試日時、場所 

回 願書受付期間 試験日 

第１回 平成２８年１０月１３日（木） 

～平成２８年１１月１日（火） 
平成２８年１１月１７日（木） 

第２回 平成２９年１月１１日（水） 

～平成２９年２月１日（水） 
平成２９年２月２１日（火） 

 
▼学費 
  授業料：年額１１８，８００円 

他に諸経費（教材、寮費、実習費等）として、１年次７５万円程度、２年次８０万円程度必要。 
 
▼問い合わせ先 

長野県農業大学校農学部事務局（〒３８１-１２１１ 長野市松代町大室３７００） 
                   電話０２６-２７８-５２１１・ＦＡＸ０２６-２６１-２１２１ 

電子メール nogyodai@pref.nagano.lg.jp 

 「信州農業に決める。」 
長野県農業大学校「実践経営者コース」学生募集！ 

１０月１日～７日は「公証週間」です 
 法務省と日本公証人連合会では、毎年１０月１日

から７日までの１週間を「公証週間」と定めて、公

証制度の正しい理解と利用を呼び掛けています。 

 公証制度は、日常生活における法律的紛争を未然

に防止し、法律上の権利や義務を明確にし安定させ

ることを目的として、証書の作成等の方法により、

一定の事項を公証人に証明させる制度です。 

 次のような約束事には、公正証書の作成をお勧め

します。 

・遺言 

・お金の貸し借り 

・不動産の売買や貸し借り 

・離婚に伴う養育費や慰謝料等の支払い 

・任意後見契約（公正証書によることが必要です） 

▼最寄りの公証役場 

飯田公証役場（公証人：岡村幸治） 

飯田市常磐町３０番地 飯伊森林組合ビル２階 

電話２３-６５０２ 

花火で遊ぶ時のお願いです 

毎年、楽しく花火をするために、 

お願いします。 

◆秋の全国交通安全運動 

９月２１日（水）～３０日（金） 
スローガン：「思いやり 乗せて信濃路 

咲く笑顔」 

運動の重点：子どもと高齢者の交通事故防止 
（運動の基本） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開始時刻は、全会場午後７時からです。大勢のご参加をお願いします。 

月 日 地区 会場 地区 会場 

 ９月１９日（月） 大島山 大島山区民会館   

 ９月２１日（水） 駒場 生活改善センター 下市田４区 生活改善センター 

９月２８日（水） 吉田南 吉田南地区館 出砂原 出砂原地区館 

９月２９日（木） 山吹上 生活改善センター 上平 上平北部集会所 

９月３０日（金） 下市田１区 積善会館 下市田５区 下５会館 

１０月 ３日（月） 新田 新田地区館   

１０月 ４日（火） 出原 出原区民会館 牛牧 牛牧伝承館 

１０月 ５日（水） 吉田中 吉田区民会館   

１０月 ６日（木） 山吹中 山吹中集会所   

１０月 ７日（金） 下市田２区 パーシモン会館   

１０月１２日（水） 竜口 龍の里会館 下平 下平九頭竜会館 

１０月１３日（木） 吉田西 吉田西地区館 上市田 原町陣屋区民会館 

１０月１４日（金） 下市田３区 力行会館 吉田東 吉１会所 

※どの会場も、全町を対象として開催します。ご都合の良い会場にお出かけください。 
▼問い合わせ先 経営企画課 協働推進係 電話３５-９４４１ 

 

 

 
 
 

高森町は、子育て支援をひとつの大きな視点としてまちづくりを進めています。 
 女性は、日常生活の中で気配り、気づきといった点で、男性とはまた違った目線があると思います。 
女性の皆さんの目線で、「こんな配慮があるとうれしいな」「こんなやり方をすればもっと良くなるかな」

といったことをたくさん出していただき、実現できることは何か、実現するためにどうすれば良いかを、

具体的に考えていきましょう。 
きっと、その女性の目線が、子育て支援につながっていきます。皆さんの言葉、気づきで、女性の目線

を生かしたまちづくりを実践しましょう！是非、ご参加ください。 
月 日 会 場 月 日 会 場 

１０月２０日（木） 吉田区民会館 １０月２４日（月） 原町陣屋区民会館 

１０月２５日（火） 下市田区民会館 １０月２６日（水） やすらぎ荘 

※開始時刻は、どの会場も午後７時です。 

◆全体会を開催します。 
高森町サポーターをお招きし、皆さんからのご意見をまちづくりに具体的に生かしていくにはどうすれ

ば良いか、一緒に考えていただきます。 
▼日時 １０月２９日（土）午後１時３０分～  ▼会場 福祉センター２階 大ホール 
▼高森町サポーター 早稲田大学マニフェスト研究所 事務局長 中村 健さん 
▼問い合わせ先 

チームほっ♥たかもり事務局（経営企画課 協働推進係 担当：菅沼） 電話３５-９４４１ 

まちづくり懇談会（旧名称「町政懇談会」）にご参加ください 

～高森町は、女性の皆さんと一緒に考えます～ 

女性対象まちづくり懇談会にご参加ください 

   『生かそう！女性の目線 考えよう！子育ての目線』 

 人口減少・少子高齢化社会の到来やリニア中央新幹線の開通など、町の風景や人の流れが大きく変わる

ことが予想される今、「人がつながる地域づくり」を考える講演会を開催します。 
 どなたでもご参加いただけます。参加費は無料です。ぜひ、お越しください。 
▼日時 １０月１９日（水） 午後７時００分～８時３０分（午後６時３０分開場） 

▼会場 福祉センター２階 大ホール  

▼講師 ｓｔｕｄｉｏ
ス タ ジ オ

－Ｌ
エル

 代表 山崎 亮さん 
▼問い合わせ先 経営企画課 協働推進係 電話３５-９４４１ 
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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（ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ） 
木鶏の会 毎月第 3 月曜日 福祉センター 午後 7 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 
ぐりとぐら 10 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 
自分史講座 10 月 24 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） 10 月 8 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 10 月 13 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 
牛牧短歌会 10 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 10 月 9 日 福祉センター 午後 1 時～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 10 月 4・19 日 
10 月 7・21 日 中央公民館 午後 7 時～ 詩吟を楽しむ 

瀧里歌会 10 月 7 日 福祉センター 午後 1 時～ 短歌を楽しむ 

童謡唱歌を楽しむ会 10 月 21 日 中央公民館 午後 1 時～ 童謡唱歌だけでなく色々歌います 

手まりの会 10 月 14・28 日 福祉センター 午後 7 時 30 分～ 手まり作り 

ひまわり健康体操教室 10 月 13・27 日 福祉センター 午後 1 時 30 分～ 健康な体づくり 
高森コーラス 10 月 6・13・20 日 中央公民館 午前 10 時～ 楽しく発声と合唱練習をする 
高森美人画教室 10 月 24 日 中央公民館 午後 7 時 30 分～ 美人画の勉強 
高森水墨画教室 10 月 25 日 福祉センター 午後 1 時 30 分～ 生物や風景を墨の濃淡で描き表す勉強 

やさしいヨガストレッチの会 10 月 8・15・29 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 
    

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 

10 月 10 日御大の館駐車場 
（雨天時：福祉センター) 

10 月 12 日（福祉センター） 
10 月 5・19 日(中央公民館) 

午前 9 時 30 分～ 
 
午前 9 時 30 分～ 
午後 7 時 45 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、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） 


