
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼日時 

１０月３１日（土）午後１時３０分～４時３０分 

▼場所 飯田市勤労者福祉センター 

▼内容（※受講無料・当日受付も可能です。） 

・年金制度等社会保障制度や税金の話  

・地域の雇用状勢  ・定年後の生活設計  

・再就職に向けて など 

▼申込・問い合わせ先 

長野県高齢者生活協同組合 南信地域センター 

電話２３-１１０９ ＦＡＸ２３-１１３９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １１日（日） １２日（月） １８日（日） ２５日（日） 

内 科 
すずおか 
４８-５２２２ 

西 澤 
２４-３８００ 

飯田橋木下 
２１-６１５１ 

菅沼 
２２-０５３２ 

小 児 科 
久 田 

２２-０３７９ 
健和会 

２３‐３１１５ 
飯田橋木下 
２１-６１５１ 

菅沼 
２２-０５３２ 

外 科 
市 瀬 

２７-３３１１ 
羽 場 

２８‐５１５１ 
慶友 

５２-１１５２ 
飯田橋クリニック 

２４-１５１１ 

産婦人科 
市 立 

２１-１２５５ 
羽 場 

２８‐５１５１ 
市 立 

２１-１２５５ 
市 立 

２１-１２５５ 

薬 局 
アップル薬局 

３４-１３７２ 
つばさ薬局 
３５-９０４０ 

キクリン堂ピカイチ薬局 
３３-４５４５ 

筒井薬局 
３５-６９９１ 

 ◆休日夜間急患診療所 （内科・小児科） 飯田市東中央通り５-９６ 電話２３-３６３６ 

●休日 午前９時００分～午後５時００分 （受付は午後４時３０分まで） 
●夜間 午後７時００分～午後１０時３０分 （受付は午後１０時００分まで） 

１１月の乳幼児健診日程 ▼場所 福祉センター１階 健康相談室 
▼問い合わせ先 健康福祉課 健康支援係(保健師) 電話３５-９４１２ 

日 曜 事業名 該当者 受付時間 

５ 木 ２歳半児健診 平成２５年  ５月生まれ 午前９時００分～９時１５分 

５ 木 ３歳児健診 平成２４年 １０月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

１０ 火 ２歳児健診 平成２５年 １１月生まれ 午前９時００分～９時１５分 

１９ 木 １歳児健診 平成２６年 １１月生まれ 午前９時００分～９時１５分 

１９ 木 １０か月児健診 平成２７年  １月生まれ 午後１時００分～１時１５分 

２０ 金 ７か月児健診 平成２７年  ４月生まれ 午前９時００分～９時１５分 

※平成２６年５月生まれの１歳児半健診は１２月１０日(木)に行います。 

※平成２４年１１月生まれの３歳児健診は１２月８日(火)に行います。  

１１月のお知らせ版でご確認ください。 

▼診察・開局時間 午前９時～午後６時 産婦人科は午前９時～正午 

※変更になる場合もありますので、事前に電話確認をお願いします。 １０月の休日当番医・薬局 

いくつになっても現役で行こう！ 

５５才からの生涯現役セミナー 

◎こころの相談日をご利用ください 
▼相談日 １１月６日(金)、１１月２０日（金）午後１時～５時  ※このほか希望により実施 

▼内容 公認カウンセラーによるカウンセリング   ▼料金 無料 

▼申込・問い合わせ先 健康福祉課 健康支援係（保健師） 電話３５-９４１２ 

◎大丸山公園と天白グラウンドのトイレを改修しています。 
町では大丸山公園と天白グラウンドのトイレ改修工事を１２月１５日完成予定で実施しています。 

工事期間中は、作業エリアを明確にし、安全管理には充分留意します。なお、仮設トイレを用意してあ

りますので、遊具や芝生グラウンドは利用できます。公園利用者の皆さんには大変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 建設課 管理係 電話３５-９４０７ 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

１０月中旬からマイナンバー通知カードが簡易書

留により世帯ごと発送されます。発送時期は、市町

村ごと順次作成・発送されるため、高森町は１１月

頃になる可能性があります。通知カードは個人番号

が記載されておりますので、大切に保管してくださ

い。ご不明な点はお問い合わせください。 

▼問い合わせ先 

町民税務課 戸籍住民係 電話３５-９４１７ 

 
※なお、国では通知カード・個人番号カードについ

てのコールセンターを設置しています。 

個人番号カードコールセンター 

平日(年末年始除く） 

午前８時３０分～午後１０時００分 

土日祝日(年末年始除く) 

午前９時３０分～午後 ５時３０分 

 電話０５７０-７８３-５７８ 

 

 

 

 

 

飯田・下伊那の学校給食に携わる、栄養教諭・学

校栄養職員による給食フェアが行われます。 

▼日時 １０月２５日（日）午前１０時～午後４時 

▼場所 アピタ高森店 １階 

▼内容 豆つかみゲームやはてなボックス、学校給

食の紹介や栄養相談、高森町学校給食センターのパ

ネル展示など 

▼問い合わせ先 

高森町学校給食センター 電話３５-２３７９ 

 

 

「講談社 全国訪問おはなし隊」がやってきます。 

参加者には、すてきなお土産があります。 

▼日時 １０月３０日(金) 

午前９時３０分～１０時３５分 

▼場所 役場駐車場と福祉センター３階 中ホール 

▼内容 キャラバンカーに積んだ絵本の自由閲覧と

おはなし会 

▼参加費 無料 ※参加は２歳児以上が対象です 

▼問い合わせ先 町立図書館  電話３５-９４３４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 町有形文化財である、明治の学び舎「下市田学校」

にて下市田学校応援隊による恒例の落語会を開催し

ます。寄席の雰囲気を身近に味わっていただき、抱

腹絶倒のひとときをお過ごしください。大勢の皆さ

んのご来校をお待ちしています。 

▼日時 １０月２５日（日） 

①午前１０時００分～ ②午後１時３０分～ 

▼場所 下市田学校(下市田保育園となり) 

▼内容 立川 寸志 独演会（立川流二つ目） 

（演目は当日のお楽しみ） 

▼入場 無料 

※昼に手打ちそば・五平餅を販売します。 

※下市田学校の中は自由に見学してください。 

▼問い合わせ先 

教育委員会 文化財保護係 電話３５-９４１６ 

 

 

 

 

 

ママのみの参加も大歓迎。ぜひご参加ください。 

▼日時 １０月２９日（木） 

午前１０時００分～午後０時３０分 

▼場所 福祉センター２階 大ホール・調理室 

▼内容 

・ピアノ伴奏に合わせて童謡、手あそび歌など 

・旬の食材を使って子どもの喜ぶスープ＆塩むすび

づくり 

▼持ち物 エプロン・子ども用飲み物 

     ※動きやすい服装でお越しください 

▼参加費 １家族２００円 

▼申込締切 １０月２６日（月）まで 

▼申込受付時間  

平日午前８時３０分～午後５時１５分 

▼申込・問い合わせ先 

子育て支援センター 電話３５-９４３５ 

携帯電話０８０-５１４７-５９８３ 

 

 

 

元ＮＨＫ体操のお兄さん・歌のお姉さんと一緒に、 

みんなで歌って踊って楽しみましょう♪ 

▼日時 

１０月３１日(土) 午後１時００分～２時００分 

（開場:午後０時３０分) 

▼場所 福祉センター２階 大ホール 

▼出演 岡野 綾さん・小嶋 信之さん 

▼参加費 無料 

▼問い合わせ先 

子育て支援センター 電話３５-９４３５ 

携帯電話０８０-５１４７-５９８３

高森町役場経営企画室 
℡３５－３１１１(代表) 

平成 27 年 10 月 8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 

◎町図書館休館のお知らせ 
 蔵書点検のため、図書館を休館します。期間中は、

移動図書館も運休します。本を返却される方は、返

却ポストに入れていただくか、１０月２５日（日）

以降に図書館をご利用ください。 
▼休館期間 １０月１９日(月)～１０月２４日(土) 

▼問い合わせ先 町立図書館 電話３５-９４３４ 

第７回 「おいでてや寄席」においでてや～！ マイナンバー通知カードの送付について 

第３回 まま☆プラザ 
「ステキな親子リトミック＆ 

ママと作るもぐもぐランチ」  

「おはなし隊」がやってくる 

柿丸くん 

第１０回 学校給食フェアのお知らせ 

～のぞいてみよう学校給食 

見て、体験！もっと給食が好きになる～  

子育て支援センター開設１０周年記念イベント 

親子ファミリーコンサート 



 

 

光熱費の節約など、家計にやさしく快適に暮らす

ための知恵を学んでみませんか。 

▼日時 １０月２３日（金） 午後７時３０分～ 

▼場所 中央公民館２階 学習室 

▼講師  

ＮＰＯ法人南信州おひさま進歩 小室 勇樹さん 

▼持物 筆記用具 

電気使用量のお知らせと灯油・ガス使用量のわか

るもの（お持ちの方） 

▼問い合わせ先 

環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

 

 

 今年３２回目を迎える駅伝大会の参加チームを募

集します。皆さんのご参加をお待ちしております。 

▼日時 １１月２２日（日）（小雨決行） 

午前８時 受付開始 午前９時 開会式 

午前１０時スタート 

▼開会式・閉会式会場  中学校グラウンド 

▼コース 中学校グラウンド発着の６区間 約１７ｋｍ 

【南小北Ⅰ～垣外Ⅰ～原城～垣外Ⅱ～南小北Ⅱ～中学校】 

▼種別 

①小学生男子 ②小学生女子 ③中学生男子 

④中学生女子 ⑤一般男子   ⑥一般女子 

※分館および高校生は一般扱いとします。 

▼参加資格  

①町内に在住する者 ②町内の事業所に勤務する者 

③町内の小学校（４年生以上）・中学校に在籍する者 

※小・中学生は申込書または、承諾書へ保護者の捺

印が必要です。 

④招待チーム（主管者が認めたもの） 

▼チーム ６人の選手および３人以内の補欠で編成

し、正選手が出場不可能な場合のみ補欠より補充。 

▼参加料  

一般男女および分館チーム  ３，０００円 

 小・中学生チーム      １，５００円 

※参加料は、代表者説明会で集金します。 

▼申込方法 申込用紙を中央公民館へご提出ください。

（用紙は公民館にあります。） 

▼申込締切 １０月３０日(金)午後５時まで 

▼代表者説明会 

１１月１６日（月）午後７時３０分～ 

※代表者の方はご出席ください。 

▼説明会会場 福祉センター２階 大ホール 

▼申込・問い合わせ先   

高森町公民館 電話３５-９４１６ 

 

 

高森町ボランティアセンターでは、１０月３１日（土）

の下伊那厚生病院祭内で行うバザーの販売品を募集

しています。１０月２９日（木）までに提供いただ

く品物をお届けください。 

※未使用または未開封のものをお願いします。 

▼届け先・問い合わせ先 

高森町ボランティアセンター 電話３４-３００１ 

 

 

教育委員会では、２０歳から６４歳までの方を対

象に、ご自身の体力年齢がわかる「体力・運動能力

調査」を実施します。 

▼日時 １０月３０日（金） 

午後７時００分受付 午後７時３０分開始 

▼場所 中学校体育館 

▼内容 握力・上体起こし・長座体前屈・２０ｍシ

ャトルラン・反復横とび・立ち幅とび 

▼服装 運動のできる支度 

▼持ち物 体育館用シューズ、飲み物、タオル 

▼参加費 無料 

▼申込方法 参加を希望される方は、教育委員会へご

連絡ください。測定時間などの都合上、先着２０人

で締め切らせていただきます。 

▼申込・問い合わせ先  

教育委員会 社会教育係 電話３５-９４１６ 

 

 

 

扇状地である出砂原から豊丘村「巻ヶ城」へ向か

います。対岸より高森町の地形を再確認。約７.０km

のコースを歩き、段丘に栄えるわが町を見つめ直し

てみましょう。 

▼日時 １１月３日(月・祝） 受付:午前８時００分～ 

開会:午前８時３０分 正午終了予定 

▼集合場所 下市田 親水公園 

▼申込期限 １０月２７日（火） 

▼申込方法 申込用紙が公民館、町立図書館、町民

体育館にあります。記入してご提出ください。 

※小学生以下の方は親子でご参加ください。 

▼申込・問い合わせ先 

 高森町公民館 電話３５-９４１６ 

 

 
今月はハロウィンが近いので、お家でお子さんや

お孫さんと一緒に楽しく作れるメニューです。 

▼日時 １０月２７日(火）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 野菜ソムリエ 沢柳 清子さん 
▼今月のメニュー 
・丸パンのかぼちゃサンド 
・じゃがいものサモサ ・巻き巻き野菜 
・濃厚コーンスープ  ・ハロウィン団子 
▼定員 ２０人程度 

▼持ち物 食材費１人６００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 １０月２２日（木）までに営農支援セ

ンター「ゆうき」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

でです。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・FAX３５-５７８４ 

駅伝大会 参加チーム募集！ 

家計にやさしい 冬の省エネ講座 

バザー販売品提供にご協力ください 

体力・運動能力調査にご参加ください 

柿の里ウォーキング参加者募集 
豊丘村「巻ヶ城」より高森町を眺める 

地元農産物を使った料理教室 

 

 

１０月の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。 

▼場所：福祉センター 

日(曜日) 受付時間 

１９日(月) 
午前９時００分～１１時００分 

午後１時００分～ ３時３０分 

２０日(火) 
午前８時３０分～１１時００分 

午後１時００分～ ３時３０分 

２１日(水) 
午前８時３０分～１１時００分 

午後１時００分～ ３時３０分 

２２日(木) 
午前８時３０分～１１時００分 

午後１時００分～ ３時３０分 

※指定された時間に都合が悪く、時間を変更して受けら

れる方は、午前・午後とも受付開始から 1 時間は混雑し

ます。午前は９時３０分以降、午後は２時００分以降の受

診をおすすめします。 

〇全国健康保険協会「協会けんぽ」加入の被扶養者

の方について 

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診することができます。 

厚生連健康管理センター(電話０２６７-８２-２

６７７)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、

受診することができます。 

 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。 

 大腸がん検診のみ受けられる方で検便容器をまだ

提出していない方は、上記日程にご提出ください。 

また無料クーポン券の該当の方は、クーポン券を

忘れないようにお持ちください。 

○健診料 ４５０円 

▼肝炎ウイルス検査のお知らせ 

 ４０歳(昭和５０年４月２日～昭和５１年４月１

日生まれ)の方を対象に肝炎ウイルス検査を実施し

ます。 

○健診料 無料 

▼申込・問い合わせ先 

健康福祉課 健康支援係 電話３５-９４１２ 

 

 

 

 

 

▼日時  

１０月２５日(日)午後１時３０分～３時１５分 

▼場所 やすらぎ荘 大ホール 

▼内容 「認知症を防ぐ 

鍵は若いころから生活習慣病予防！」 

▼講師  

国立循環器病研究センター 猪原 匡史さん 

（２０１４年７月放送 ＮＨＫスペシャルに出演） 

※この講演会は、柿丸くん健康ポイントがもらえま

す。お誘い合ってお出かけください。 

▼問い合わせ先 

 健康福祉課 健康支援係 電話３５-９４１２ 

 

 
 最近、ごみの出し方のルールを守らない方が多く

見受けられます。以下の点にご注意いただき、適切

なごみ出しにご協力ください。 

１．収集場所・日時を守りましょう。 

ごみステーションが衛生的に保たれるよう、収集

場所や収集日時を間違えないようお願いします。特

に、金曜日朝の収集後に出たごみは、土・日の２日

間ステーションに残るため大変不衛生で周辺の方の

迷惑になります。ごみ出しは収集日前日の夕方以降

にお願いします。 

２．高森町指定のごみ袋を使いましょう。 

町の指定袋（燃やすごみ袋は北部４町村共通袋）

以外のもの、他市町村のごみ袋は回収できません。

肥料袋に入ったごみも回収しません。 

３．ごみ袋には記名をお願いします。 

袋に記名のないものは回収できませんので、必ず

電話番号か氏名の記入をお願いします。 

４．分別にご協力ください。 

分別ができていないものについては回収できません。 

◎ごみの収集場所がわからない、分別の仕方がわか

らないなど、ご不明な点はお問い合わせください。 

▼問い合わせ先 

環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

 

 

  

県内の事業所で働く労働者と、労働者を１人でも

使用している使用者に適用される「長野県最低賃金」

が１０月１日から時間額７４６円に改正されました。 

 この機会に、賃金の確認をしてみてください。 

 また、最低賃金の引き上げに向けた中小企業への

支援制度（業務改善助成金など）がありますので、

ぜひご活用ください。 

▼問い合わせ先  

飯田労働基準監督署 電話２２-２６３５ 

 

 

 

 

特定健診・ヘルススクリーニング日程 健康講演会のお知らせ 

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。 

家庭ごみの出し方について 

長野県の最低賃金は 
 １０月１日から時間給７４６円です 

１０月は 

「自動車点検整備推進運動」強化月間です 

自動車の不具合による事故の防止や環境の保全

を図ることを目的として、日常点検・整備、定期点

検・整備を確実に行いましょう。 


