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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 
アコーディオン教室やまなみ 5 月 2・23 日 中央公民館 午後 4 時～ アコーディオンで愛唱歌を楽しむ 
牛牧短歌会 5 月 10 日 中央公民館 午後 1 時～ 短歌の勉強 
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 5 月 7・27 日 福祉センター 午後 1 時～ カラオケを楽しむ 
ぐりとぐら 5 月１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 5 月 3・17 日 
5 月 11・19 日 中央公民館 午後 7 時～ 

午後 1 時～ 詩吟を楽しむ 

自分史講座 5 月 29 日 中央公民館 午後 1 時 30 分～ 文章講座 講師：後藤たづるさん 
ずく農（自然農法を学ぶ会） 随時開催 下市田学校 随時開催 自然農法による土と野菜づくり 
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) 

高森美人画教室 5 月 22 日 福祉センター 午後 1 時 30 分～ 美人画の勉強 

たんころりん 5 月 11 日 中央公民館 午後 7 時 30 分～ お話の語り 

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 
手まりの会 5 月 12・26 日 福祉センター 午後 1 時 30 分～ 手まり作り 
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 

高森水墨画教室 5 月 23 日 福祉センター 午後 9 時～ 生物や風景を墨の濃淡で描き表す勉強 

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 

ひまわり健康体操教室 5 月 11・25 日 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（ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ） 
真向法 5 月 2・9・16・23・30 日 中央公民館 午後 7 時 30 分～ 健康体操・老化防止 
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 

やさしいヨガストレッチの会 5 月 19 日 
5 月 6・13・27 日 中央公民館 午後 8 時～ 

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。 

※1 参加される方は事前にお申込みください。１回のみの参加もできます。雨天時は福祉センター大ホールが会場になります。 
 

◆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。 

◎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 （電話 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～ 

ウォーク＆スローランニング 

運動健康講座 

５月１０日（福祉センター） 

５月１０・２４日 （福祉センター） 

５月２８日 上市田～牛牧史跡巡り（天白公園）※1 

午前９時３０分～ 

午前９時３０分～ 

午後７時３０分～ 

◎健康センターあさぎり休館日のご案内◎ 

健康センターあさぎりの５月の休館日をお知らせします。 
 

※毎週月曜日は定休日です 
 
 
 

▼問い合わせ先 健康センターあさぎり 電話３４-２２２０ 

５月３日（水）憲法記念日 
５月４日（木）みどりの日 
５月５日（金）こどもの日 

４月の夜間役場は、 

４月２５日（火）です。 
 

納税・各種証明発行等にご利用ください。 
女性相談窓口を毎月夜間役場に併せて開

設します。お気軽にお越しください。 

[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 [大島山区] 大島山区民会館 
[山吹区] 下平九頭竜会館,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 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼日時 ５月１３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 

①小型家電 

▼収集品目  

ご家庭で使用した電気や電池で動く製品 

▼注意 

・個人情報に関するデータは必ず消去してください。 

・乾電池、充電池、灯油、蛍光管、電球、CD、掃除

機のごみパックなどは抜き取ってください。 

・収集した製品の返却はできません。 

・次の製品は収集対象外です。粗大ごみとなります。 

電気こたつ（ヒーター部分のみなら小型家電） 

電池着火式の石油ストーブ、ガスコンロ 

電気カーペット、電気毛布、マッサージチェア等 

※家電４品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、

洗濯機・衣類乾燥機）は町で収集しません。 

郵便局でリサイクル券を購入して、下記の指定取引

場所へお持ち込みください。営業日・時間は直接お

問い合わせくだい。 

  指定取引場所：㈲丸伝運送 高森物流センター 

下市田工業団地内 電話４８－６６４１ 

②粗大ごみ：有料収集 

▼収集品目 

小型家電対象外の製品、家具、自転車、布団など 

▼料金の精算 その場での現金精算となります。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

道路、公園等のごみ拾いを行い、みんなでごみの

無い美しい町にしていきましょう。 

時間等は各地区で設定しています。お住いの地区

からの通知等によりご確認ください。 

危険のない範囲で、無理をせず行ってください 

▼基準日 ５月７日（日） 

▼実施場所 地区ごとに決められた場所 

なお、常会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 空き缶、空きびん、その他のごみ拾い 

▼ごみ収集 下記の収集場所へ集めていただいたご

みは町で回収します。回収時間は午前９時からです

ので時間までに作業を終了してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ごみゼロ運動」にご協力ください 

 ◎平成２９年度狂犬病集団注射（二次）と、犬の新規登録について 

 動物病院で接種する予定の犬を除き、４月の集団注射を受けられなかった犬は必ず接種してください。 

①狂犬病予防注射 ▼対象 生後３ヶ月以上の飼い犬   ▼料金 １頭あたり３,５００円 

▼持ち物  案内ハガキ（ハガキが届いている犬は必ずお持ちください）、注射を受ける頭数分の料金 

▼訪問注射 ご希望の方は５月１２日(金)までに環境水道課 環境係までお申し込みください。 

狂犬病予防注射日程 ５月１４日（日） 

町民体育館前 午前８時３０分～９時１０分 山吹やすらぎ荘別館 
午前１０時２０分～ 

１０時４０分 

牛牧ふれあい広場 午前９時２０分～９時４０分 訪問注射（希望者）※ 午前１０時４０分～ 

吉田区民会館 午前９時５０分～１０時１０分 ※１軒につき料金２,５００円を別途申し受けます 

②新規登録 ▼対象 未登録の犬、新しく飼い始めた犬  ▼料金 １頭あたり３,０００円 

 

 ◎５月７日(日)は春の「環境の日」です。ご協力をお願いします。 
▼作業内容 ・各家庭内外の清掃 ・自宅や近所の排水路・側溝の清掃 ・ごみステーションの清掃等 

※ごみゼロ運動の終了後、各地区、各家庭で取り組める範囲でご協力をお願いします。 

小型家電・粗大ごみを収集します 

収集場所 

▼上の記事に対する問い合わせ先 環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

◎こころの相談日をご利用ください◎ 
▼相談日 ５月１９日（金） 午後１時３０分～５時００分 
▼相談料 無料（要予約） 

▼内容 公認カウンセラーによるカウンセリング 

▼申込・問い合わせ先 

健康福祉課 健康支援係 電話３５-９４１２ 

◎古布を募集しています◎ 
 ６月４日（日）開催の地域交流センター大掃除に

使用する古布（タオル等）を募集しています。ボラ

ンティアセンターへ直接お持ちください。 

▼問い合わせ先 

ボランティアセンター 電話３４-３００１ 

 
高森町役場経営企画課 
℡３５－３１１１(代表) 

平成 2９年４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 

町制６０周年クイズ⑤ Ｑ.“高森町と同い年”今年６０歳を迎える町民の人数は？ 



 

 

対象となる可能性がある方へは町から申請書を送

付しています。まだお手元に申請書がある方は支給

要件をご確認いただき、申請してください。 

▼申請期限 ５月３１日（水）まで 

▼給付額  １人につき １５,０００円 

▼申請方法 申請書に必要書類を添付して健康福祉

課地域福祉係または山吹支所へ提出してください。 

▼申請・問い合わせ先 

健康福祉課 地域福祉係 電話３５-９４１２ 

 

 

 

 

【高森町支障木伐採除去事業】 

▼概要 地域で困っている支障木・危険木の伐採処

分費に対して補助金を交付します。 

▼補助額 対象経費の３分の１（上限５万円） 

▼期間 平成３１年３月３１日まで 

▼条件 

・通行の妨げになる、またはなる恐れがある樹木 

・他人の財産に直接被害を及ぼす、または及ぼす恐

れがある樹木 

・区長または地区長が承認したもの 

【高森町地域で行う竹林整備事業】 

▼概要 伐採から粉砕または焼却まで、すべてを自

ら（個人・団体）もしくは業者委託して行う竹林整

備に対して補助金を交付します。 

▼補助額 

＜自ら行う＞１㎡あたり２００円（上限２０万円） 

＜業者委託＞対象経費の３分の２（上限１５万円) 

▼期間 平成３１年３月３１日まで 

▼条件 

・整備後５年間は現状を維持管理できること 

・区長または地区長が承認したもの 

※自ら行う竹林整備への補助金は商品券となります。 

※竹林伐採後の刈払等に対する補助もあります。 

▼問い合わせ先   

産業課 商工林務係 電話３５-９４０５ 

 

 

 

４月から５月にかけて遅霜が想定される場合、音

声放送または同報無線による広報をします。 

▼町民の皆さんへ 

 防霜対策に、果樹園等では防霜ファンの使用や燃

焼資材を燃やすことがありますのでご理解をお願い

します。 

▼農家の皆さんへ 

 燃焼資材を燃やして防霜をする「燃焼法」を用い

る農家の皆さんには、燃焼法を行う前に 寄りの消

防署へ使用場所と使用資材の電話連絡をお願いしま

す。また、火の取り扱いには十分注意をして、消火

の確認を確実に行ってください。  

・連絡先 高森消防署 電話３５-０１１９ 

▼問い合わせ先  

産業課 農政係 電話３５-９４０５ 

 

 

近、枯草など焼却する火が周辺に延焼し、山林

等へ燃え広がる火災が発生しています。 

畦草等の処分は焼却によらない処分方法（堆肥化、

土壌改良資材等として活用）を優先してください。

また、焼却作業を行う場合は少量とするように努め

てください。 

▼問い合わせ先 

産業課 農政係 電話３５-９４０５ 

 

 

毎日の子育てを頑張っている保護者の皆さんを対

象としたリフレッシュイベントを開催します。 

▼日時 ５月１７日(水)  

午前１１時００分～午後１時３０分 

▼場所 信州たかもり温泉 湯ヶ洞・御大の館 

▼対象 未就園児をお子さんにもつ保護者の皆さん 

▼内容 同じ子育て世代の方々と話しながら、ゆっ

くりと食事と入浴を楽しんでいただきます。 

▼参加費 １人につき５００円 ▼定員 ３０人 

▼申込・問い合わせ先 

健康福祉課 長寿支援係 電話３５-９４１２ 

子育て支援センター   電話３５-９４３５ 

 

 

 

 

 多くの皆さんに短歌に親しんでもらうために柿の

里短歌フォーラムを行います。 

 小中学生、一般の方の短歌を募集します。 

 自作で未発表の作品を、一人一首お寄せください。 

▼応募方法 応募用紙（教育委員会設置）にご記入

の上、ご提出ください。 

▼応募期限 ５月１８日（木） 

※ホームページからもダウンロード可能です。 

※町内小中学生は各学校より応募用紙を配布します

ので、学校へ提出してください。 

【第９回柿の里短歌フォーラム日程】 

▼日時 ６月２４日（土）午後１時～４時 

▼会場 歴史民俗資料館 時の駅 

▼参加費 町内の方は無料、町外の方は５００円 

▼応募・問い合わせ先 
教育委員会事務局 社会教育係 電話３５-９４１６ 

 

 

 

 

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすために、

地域での見守りや支え合いが大切です。寸劇を交え

ながら楽しく認知症について学びます。受講後には、

サポーターの証「オレンジリング」をお渡しします。 

▼日時 ５月１３日（土）午後２時～４時 

▼場所 福祉センター２階 大ホール 

▼内容 認知症の症状や認知症の方への対応等 

▼対象 どなたでも参加できます ▼参加費 無料 

▼問い合わせ先 

地域包括支援センター 電話３５-９４１２ 

臨時福祉給付金の申請はお早めに 

支障木伐採・竹林整備に関わる 
補助事業について 

農作業に起因する火災防止について 

凍霜害対策についてのお願い 

子育て世帯リフレッシュイベントのご案内 

高森町市田柿の里短歌フォーラム 

短歌を募集します！ 

第１回地域ケア会議 
～みんなで知ろう！認知症～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連休中に上下水道の異常が起こったら・・・ 
 宅内水道管の破損等トラブルがあった場合は、工事を行った業者（※建売住宅の場合は、建築業者、不

動産屋さんにお聞きください。）、もしくは、下記当番工事店へ連絡ください。 

 連絡がつかない場合は、役場宿日直（電話３５‐３１１１）までご連絡ください。   
月 日 当番工事店 連絡先（電話） 当番工事店 連絡先（電話） 

４月２９日(土) ㈲本島土建 ３５‐２７７８ 南信冷熱工業㈲ ３５‐４０１０ 

４月３０日(日) ㈲吉森 ３５‐７６９６ ㈲タナダ工業 ３５‐４５５０ 

５月 ３日(水) ㈲高森設備 ３５‐６１１０ 日幸設備㈱ ３５‐５１７７ 

５月 ４日(木) ㈲本島土建 ３５‐２７７８ ㈲Ｋ＆Ｋフジタ ３４‐３７５５ 

５月 ５日(金) 南信冷熱工業㈲ ３５‐４０１０ ㈲タナダ工業 ３５‐４５５０ 

５月 ６日(土) ㈲吉森 ３５‐７６９６ ㈲高森設備 ３５‐６１１０ 

５月 ７日(日) 日幸設備㈱ ３５‐５１７７ ㈲Ｋ＆Ｋフジタ ３４‐３７５５ 

◎園開放保育「ひよこクラブ」のご案内◎ 
 町内保育園では、地域の入園前のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、同世代の親子との交流によ

り子育ての不安を解消したりしていくことができるよう、遊びの場を提供する園開放を行っています。 

▼実施日 ５月１６・６月１３日・７月１１日・８月２２日・９月１２日・１１月１４日・１月１６日 

２月２０日 の年８回いずれも火曜日 ▼時間 午前９時３０分（吉田河原は９時）～１１時００分 

▼内容 ままごと遊び、積木、絵本の読み聞かせ、天気の良い日は親子で戸外遊びを中心に過ごします。 

▼持ち物 着替え、上履きのシューズ（親子とも）、タオル、水筒、帽子など（その他必要に応じて） 

▼問い合わせ先 下市田保育園 電話３５-３３２４ みつば保育園 電話３５-３３２６ 

吉 田保育園 電話３５-３３３０ 山 吹保育園 電話３５-５１４７ 

吉田河原保育園 電話３５-６７７１ 

結核検診のお知らせ  結核の早期発見のために、結核検診を実施いたします。 

結核は抵抗力が衰えた高齢者が発病することが多く、かかった人の半数以上が 70 歳以上の方です。 

１年以内に胸部レントゲン検査を受けたことが無い人は必ず検診を受けましょう。 

▼対象者 65 歳以上の方  ▼検査料金 無料  ▼服装 金具・プラスチックのついていない肌着・T シャツ 

注意事項 ・問診票は検診会場で記入していただきます。 ・異常がなかった方には結果通知をいたしません。 

・結核レントゲン検診と肺がん検診(胸部 CT 検査)は両方受ける事ができません。 

月 日 会 場 受 付 時 間 

５月２３日(火) 

竜口 龍の里会館 

午前 

 ９時００分～ ９時２０分 

吉田南地区館  ９時３０分～１０時１０分 

出砂原地区館 １０時２０分～１０時５０分 

下５会館 １１時００分～１１時２０分 

下２会館 １１時３０分～１１時５０分 

下市田区民会館 

午後 

 １時００分～ １時３０分 

積善会館 １時４０分～ ２時１０分 

原町陣屋区民会館  ２時３０分～ ２時５０分 

牛牧伝承館  ３時００分～ ３時３０分 

５月２４日(水) 

大島山区民会館 

午前 

 ９時００分～ ９時２０分 

出原区民会館  ９時３０分～ ９時５０分 

山吹上生活改善センター １０時００分～１０時２０分 

融和の里 新田地区館 １０時３０分～１０時５０分 

上平生活改善センター １１時００分～１１時２０分 

やすらぎ荘 別館 

午後 

 １時００分～ １時３０分 

山吹中生活改善センター  １時４０分～ ２時００分 

吉田区民会館  ２時１０分～ ２時４０分 

役場前  ２時５０分～ ３時３０分 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康支援係（保健師）  電話３５-９４１２ 

◎アグリ支援クラブ加入のおすすめ◎ 

 営農支援センターゆうきでは、アグリ支援クラブと連携し、農家の農作業支援を行っています。 
 定年等で時間の余裕のできた方、毎日は無理でも農繁期の農作業のお手伝いができる方など、農作業のお

手伝いをしてみませんか。農作業支援の労賃は、町農業委員会で出されている標準労賃となります。 
▼問い合わせ先 営農支援センターゆうき 電話３５-３０４４ 

町制６０周年クイズ⑤ Ａ. １７３人（４月１７日時点）男性は８６人、女性は８７人です。 


