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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 12 月 1・15 日 中央公民館 午後 7 時～ アコーディオン初級講座 
牛牧短歌会 12 月 9 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 12 月 
3・10・11・17 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 12 月 6 日 福祉センター 午後 1 時～ カラオケを楽しむ 
ぐりとぐら 12 月 7 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 12 月 14 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） 12 月 13 日 福祉センター 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 12 月 10 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 12 月 8・22 日 福祉センター 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 12 月 21 日 福祉センター 午後 1 時 30 分～ 美人画の勉強 
瀧里歌会 12 月 4 日 福祉センター 午後 1 時～ 短歌を楽しむ 
たんころりん 12 月 10 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 
手まりの会 12 月 11 日 福祉センター 午後 1 時 30 分～ 手まり作り 
点字サークル 12 月 8・22 日 中央公民館 午後 1 時～ 点字の勉強 
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 12 月 2・16 日 福祉センター 午後 7 時～ 健康体操 
ﾊｯﾋﾟｰｱﾛﾏﾍﾞﾋﾞｰｻｰｸﾙ 12 月 21 日 中央公民館 午前 10 時～ ｱﾛﾏﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞとｱﾛﾏｸﾗﾌﾄ作り 
ひまわり健康体操教室 12 月 10・24 日 福祉センター 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 12 月 
1・8・15・22 日 

中央公民館 午後 7 時 30 分～ 健康体操・老化防止 

やさしいヨガストレッチの会 12 月 4 日 
12 月 19・26 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。 

◆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） 

 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 

12 月 3 日(福祉センター) 
12月13日(健康センターあさぎり) 

12 月 22 日(福祉センター) 

午後 7 時 30 分～ 
午前 10 時～ 
午前 10 時～ 

 

 

 

 

 

 

 

全町を対象として古着類の収集を行います。 

▼日時 １２月５日（土）午前７時～９時 

         ※雨天決行です 

▼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） 

※綿入りのもの（布団等）は収集しません。 

▼出し方・注意事項 

○雨に濡れないよう、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、紙袋は使わないようお願いします。） 

○学生服、ユニフォーム、綿入りの衣料（スキーウ

ェアなど）は収集しません。（※赤プラです） 

○古着・古布以外（ぬいぐるみ等）は収集しません。 

○車が混雑することがありますのでご注意ください。 

▼問い合わせ先   

環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

 

 

 

▼日時 １１月２９日（日） 

午前１０時００分～午後０時３０分 

▼集合場所 高森ドーム 

▼講師 島田洋治さん（環境コンサルタント） 

▼講座内容 実地での植栽（ミツバツツジなど） 

※平成２７年度長野県地域発元気づくり支援金事業 

▼植栽場所 高森ドーム下ハーモニックロード沿い 

▼持ち物 軍手、スコップ（大）、長靴等 

▼申込方法  

事前に高森町商工会までご連絡ください 

▼申込・問い合わせ先 

高森町商工会「地球温暖化対策地域協議会」 

（通称：エコプロ高森） 電話３５-２２５４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急情報伝達手段の試験放送を行います。お近く

の防災無線から、放送が流れますのでご理解とご協

力をお願いします。 

▼訓練日時 １１月２５日（水）午前１１時 

▼問い合わせ先 

総務課 防災安全係 電話３５-９４０２ 

 

 

 油や農薬などが河川へ流出してしまったり、水質

の異常によって魚が死んでしまったりする「水質汚

濁事故」が多発しています。これからは暖房等で灯

油を使う機会が多くなり、流出事故の発生が予測さ

れます。 

下記を参考に、事故を未然に防ぎましょう。 

【事故を未然に防ぐために】  

▼灯油を使用する際は・・・ 

○ホームタンクなどから灯油を小分けする際は、絶

対にその場を離れないでください。また、バルブの

閉め忘れにも注意してください。 

○定期点検を怠らないようにしましょう。 

○落雷や除雪時には、配管の破損に注意しましょう。 

▼農薬を使用する際は・・・ 

○洗浄液の適正処理をしましょう。 

○必要量を十分把握し、散布液が余らないようにし

ましょう。 

○散布器具や容器の洗浄は、河川に流入することの

ない場所で行ってください。 

【水質汚濁事故を起こしたら、見つけたら】 

○油や農薬等を流出させてしまった場合や、流れて

いるのを発見したら、すぐに下記へご連絡ください。 

○事故を起こしてしまった場合、周辺環境に多大な

影響を及ぼすだけでなく、事故処理の費用を負担す

ることとなります。 

○農業や漁業へ被害が及んだ場合、多大な賠償を請

求されることもあります。 

○早期発見・早期対応が、汚染の拡大を防止し、費

用負担を減らします。 

【緊急連絡先】 

環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

高森消防署 １１９ または ３５-０１１９ 

飯田建設事務所維持管理課 電話５３-０４５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高森町役場経営企画室 
℡３５－３１１１(代表) 

平成 27 年 11 月１8日発行 高森町役場からの 

お 知 ら せ 版 

河川の水質汚濁事故を防止しましょう 

古着類を収集します 

◎１２月１日（火）、４日（金）午前９時〜 
正午まで町環境ステーション（町民体育館下 
駐車場奥）でも古着類の受け入れをしますので、

ご利用ください。 

◎プレミアム「活気アップ商品券」の有効期限は１２月６日までです 
高森町商工会と町では、６～７月にかけてプレミアム「活気アップ商品券」を販売しました。 

販売したプレミアム「活気アップ商品券」の有効期限が迫っています。 

まだお手元にある方は、ぜひご利用ください。 

▼有効期限 １２月６日（日） 

▼問い合わせ先  

高森町商工会 電話３５-２２５４ 

経営企画室 協働推進係 電話３５-９４４１  

高森町キャラクター 
柿丸くん 

押入れ・引出し

に残って 

いませんか？ 

『美植・たかもりプロジェクト』 

リーダー養成講座のお知らせ 

１１月の夜間役場は１１月２５日（水）です。 
各種証明発行、納税等にご利用ください。 

 

１１月２５日（水） 

全国一斉の緊急情報伝達訓練 



 

 

平成２７年度女性検診無料クーポンを、対象の方

へ６月に郵送でお送りしています。 
まだご利用されていない方は、個別検診となりま

す。通知または検診手帳をご確認いただき、各自で

医療機関に予約をして、早めに検診を受けましょう。 
▼クーポン利用期限：平成２８年３月３１日（木） 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康支援係（保健師） 

電話３５-９４１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南信交通災害共済は、例年２～３月に加入を受け

付けております。申し込みを忘れた方でも、年度途

中にいつでも加入することができます。申し込みを

希望される方は、申込用紙と掛け金を添えてお申し

込みください。 

※掛け金は申込月によって変わります。詳しくはお

問い合わせください。 

▼申込先（納入取扱機関） 

・役場会計局  

・みなみ信州農協高森支所・山吹事業所 

▼問い合わせ先  

総務課 防災安全係 電話３５-９４０２ 

 

 

 

 

平成２８年４月から施行される「障がい者差別解

消法」についての学習会を開催します。 

▼日時 平成２８年１月３０日（土） 

午後１時３０分～３時３０分 

▼場所 飯田市福祉会館 さんとぴあ飯田  

▼対象 障がいのある方とその家族 

▼内容  

当事者のための差別解消法をわかりやすく解説 

▼講師 樋口忠幸さん 

（長野県健康福祉部障がい支援課障害福祉幹）  

▼申込締切 １２月１１日（金） 

電話・ＦＡＸ・メールで名前・連絡先・配慮の有

無・内容などを記入してお申し込みください。 

▼申込・問い合わせ先   

飯伊圏域障がい者総合支援センターほっとすまいる 

電話２４-３１８２ ＦＡＸ２４-２１９２ 

メール seikatsu@hotsmile.jp 

 

 

 

 

 

平成２７年分の所得税青色申告決算説明会を次の

日程で開催します。 

営業・不動産所得の方 

○日時 １２月３日(木) 

午後１時３０分～３時００分 

【場所 豊丘村役場 保健センター２階】 

農業所得の方 

○日時 １２月１０日(木) 

午前１０時００分～１１時３０分 

【場所 ＪＡみなみ信州 高森支所２階 大会議室】 

○日時 １２月１１日(金) 

午前１０時００分～１１時３０分 

【場所 南信酪農協 下伊那事務所（高森町）】 

▼問い合わせ先 飯田税務署 電話２２-１１６７ 

 

 

 

県内消防団員とその家族等を対象に割引サービス

や特典を提供していただく店舗や施設を募集します。 

▼申込方法  

県ホームページ内の「登録申請書」に必要事項を

記載して、長野県消防課までご提出ください。 

▼申込・問い合わせ先 長野県危機管理部消防課 

電話０２６-２３５-７１８２ 

 

 

 

県では、県民の皆さんが暖かく楽しく過ごせる施

設や場所、公共機関等が主催する行事（イベント）

を募集しています。応募後は内容を確認の上、県ホ

ームページ等を通じて広くＰＲを行います。 

▼募集締切 平成２８年２月２９日（月） 

▼応募方法 県ホームページ内の「登録申請書」に

必要事項を記載して、長野県環境エネルギー課まで

ご応募ください。 

▼応募・問い合わせ先  

長野県環境部環境エネルギー課 

 電話０２６-２３５-７２０９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
戸籍システム改修のため 

１１月２１日土曜窓口をお休みします 

女性検診無料クーポン対象の方へ 

「障がい者差別解消法」学習会 

参加者を募集します 

南信交通災害共済 

中途加入受付のご案内 

信州消防団員応援ショップ 
登録店舗を募集しています 

信州あったかシェアスポット・イベント 

ご応募ください 

所得税青色申告決算説明会 

～国民健康保険～ 
こんなときは１４日以内に届出を！ 

 

こんなとき 持ちもの 
他の健康保険などを脱退し

たとき 
退職証明書または

資格喪失証明書 
他の市区町村に転出すると

き 保険証 

他の健康保険などに加入し

たとき 
国保と健康保険の

保険証 
修学のため、他の市区町村

に住むとき 
在学証明書、 
保険証 

 

※修学のため住民票を他の市区町村に移しても、 

高森町国民健康保険に引き続き加入希望の方は、

役場窓口にお申し出ください。 
▼問い合わせ先 
健康福祉課 健康支援係 電話３５-９４１２ 

 

 

  

弁護士・司法書士による多重債務者無料相談会を

開催します。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。予約制ですので、事

前にお電話ください。 

▼予約受付 １１月２５日(水)～１２月９日(水) 

午前８時３０分～午後５時００分(土・日曜日除く) 

▼相談会日時 １２月１０日（木） 

午前１０時００分～午後５時００分 

▼会場 南信消費生活センター(美術博物館隣) 

▼申込・問い合わせ先 

南信消費生活センター 電話２４-８０５８ 

 

 

 長野県土地家屋調査士会では、無料相談会を開催

します。相談を希望される方はお越しください。 

▼日時 

１１月２８日(土) 午後１時３０分～４時３０分 

▼場所 飯田市地域交流センター（りんご庁舎３階） 

▼相談内容 土地の境界に関するトラブルの悩み、

土地建物に関する登記等のこと 

▼問い合わせ先 長野県土地家屋調査士会  

電話０２６-２３２-４５６６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県司法書士会は、暴行・傷害をはじめとする

犯罪被害によって、心や身体に大きな傷を負った方

を対象に電話相談をお受けします。相談は無料で、

秘密は守られます。ぜひご利用ください。 

▼日時  

１１月３０日（月）・１２月１日（火） 

午後５時～８時 

▼相談用電話番号 

０１２０-４４８-７８８（フリーダイヤル） 

▼相談例  

○暴行を受け怪我をした。相手に治療費を請求した

いがどうしたらいいのか。 

○上司からセクシャルハラスメントを受けているが、

どこに相談したらいいのか。 など 

▼問い合わせ先 

長野県司法書士会 電話０２６７-６６-３５６７ 

 

 

 

▼日時 １２月６日（日）午前１０時～正午 

▼会場 長野県男女共同参画セミナー“あいとぴあ” 

（岡谷市長地権現町４-１１-５１） 

▼対象 県内在住、在勤、在学で園児・小学生のお

子さんを持つ保護者の方、または教育保育に関わる

仕事をしている方 

▼定員 ４０人（先着順） 

▼申込期限 １１月２９日（日） 

※詳しい申込方法などはお問い合わせください 

▼問い合わせ先 

長野県男女共同参画センター“あいとぴあ” 

電話０２６６-２４-２７７０ 

 

 
 

 

 

 

 

◎１２月の町税・料金 
○固定資産税      第３期 

○国民健康保険税（普通徴収)     第７期 

○介護保険料（普通徴収）    第５期 

○後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第６期 

○上下水道料・ＣＡＴＶ使用料・保育料  １２月分 

※口座振替日は、１２月２８日（月）です。 

納付書払いの方は、 寄りの金融機関または役場会

計局にて納付願います。 

子どもへの贈り物 CAP ワークショップ 

～親子の信頼の絆を深めよう～ 

土地家屋調査士の行う無料相談会 

「暴行・傷害等の犯罪被害者相談会」 

無料電話相談のお知らせ 

 

 

 

 

   

役場２階 経営企画室 
 

 

平日の午前８時３０分～午後５時００分（土曜・日曜・祝日は除きます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとりで悩まないで。ご相談ください。 
○悩み事相談 

○就職などの相談 

○チャレンジ相談  

・こんな活動をしてみたい！ ・自分たちの活動を支援してほしい。 

▼問い合わせ先 経営企画室 協働推進係 電話３５-９４４１  

 

町は女性の皆さんを応援します！ 
女性の相談窓口をご利用ください 

女性のための電話相談 たかもり 

フリーダイヤル 0120-810
ハートで

-44
しあわせ

5
ご満足

 
メールアドレス    t.woman@town.takamori.nagano.jp 

場所 

多重債務者無料相談会 

日時 


