
 

 

 中日劇場ミュージカル「レ・ミゼラブル」の旅 

 多くの方の参加をお持ちしております。 

▼日時 ６月２９日(月)  

     午前８時３０分～午後６時３０分位 

▼対象者は、要介護１～要介護５の方を、在宅で介

護している介護者。 

▼参加費 ３,７００円 

 （チケット代の一部と弁当代として） 

＊移動（バス）に関わる費用の負担はありません。 

▼申込期日 ５月１１日(月)～６月１２日(金) 

▼募集定員 ３０人 ＊応募多数は抽選となります。 

▼申込・問い合わせ先 

高森町ボランティアセンター 電話３４-３００１ 

※詳しくは高森町社会福祉協議会ホームページをご

覧ください。 

 

 

 宮城県南三陸町へ復興ボランティアを募集します。 

 東日本大震災から４年が経過しましたが現地では

まだまだボランティアを必要としています。そこで

下記のとおり復興ボランティアを企画しました。 

 この機会にぜひご参加ください。 

▼日時 ６月１日(月)～４日(木)までの３泊４日 

▼活動場所 南三陸ボランティアセンター 

▼料金   １人３０,０００円位 

▼参加資格 健康でボランティア保険加入済の方 

▼募集人数 ９人 

▼申込・問い合わせ先 

 高森町ボランティアセンター 電話３４-３００１ 

▼主催（案内人）林 勇さん（牛牧）  

携帯０８０-１１０２-９６５７ 

※詳しくは高森町社会福祉協議会ホームページをご

覧ください。 

 
 
 
 
 子育ての悩みをきいてほしい。しつけについて一

緒に考えたい。進学や就労について見通しをもちた

い・・・。 
 保護者、保育や教育に関わっている方、地域の方

が共に、みんなで思いを共有して考えあいましょう。

どなたでも無料で参加できます。 
▼日時 ５月２４日(日) 

午後１時３０分～午後３時３０分 

▼場所 高森町中央公民館 大会議室 
▼講師 松澤 陽子さん 

（飯伊圏域障がい者総合支援センターほっとすまいる） 
    伊東 志穂さん 
  （飯田市こども発達センターひまわり） 
▼主催 ひだまりの会（子育てを語る親のつどい） 
    高森町立高森小中学校特別支援教育 

コーディネーターの会 
▼問い合わせ先  
 教育委員会 こども未来係 電話３５-８２１１ 
 健康福祉課 地域福祉係  電話３５-９４１２ 

 

 

 町では、現在策定中の土地利用計画の意見交換会

を行います。どなたでもご参加いただけます。 

▼日時 ５月：午後７時～ 

    ６月：午後７時３０分～ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

※下市田は、６つの会場で行うことになりました。 

５月２０日は行いませんのでご注意ください。 

▼内容 

・今までの土地利用策定会議のまとめ 

・土地利用計画の素案について 

▼土地利用計画とは 

 町の将来像や目標に向け、土地利用の面から実現

するための計画です。 

※詳細は町のホームページをご覧ください。 

▼問い合わせ先 

経営企画室 協働推進係 電話３５-９４４１ 

 

 

 成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障

がい等によって物事を判断する能力が十分でない方

（本人）に援助者を選び、本人の権利を守るための

制度です。 

 いいだ成年後見支援センターでは、次のとおり土

曜日の個別相談会を開催します。 

▼日時 ５月２３日（土） 午前９時～正午 

▼場所 いいだ成年後見支援センター 

 （飯田市銀座３丁目７ 銀座堀端ビル２階） 

▼相談対応 いいだ成年後見支援センター職員 

▼相談料 無料 

▼申込・問い合せ先 ※事前申込をお願いします。 

  いいだ成年後見支援センター  

電話０２６５‐５３‐３１８７ 

 

 

 

 

明治大学マンドリン倶楽部演奏会 

チケット販売中 
▼日時 ５月１６日(土) 午後３時３０分～開演 

▼場所 高森中学校体育館 
▼料金 大人(高校生以上)500 円/中学生以下無料 
▼チケットのお求め・問い合わせ先   

教育委員会 社会教育係 電話３５-８２１１ 

復興ボランティアの募集 

聞こう 話そう 考えよう 子どもの成長や将来を 

「今、子どもにつけたい力って何？」学習会 

土地利用計画意見交換会を行います 介護者リフレッシュ事業 開催のご案内 

日 区 会 場 
５月１１日(月) 牛 牧 牛 牧 伝 承 館  
５月１２日(火) 吉 田 吉 田 区 民 会 館  
５月１３日(水) 上市田 原町陣屋区民会館  
５月１４日(木) 山 吹 やすらぎ荘大ホール 
５月１９日(火) 大島山 大 島 山 区 民 会 館  
５月２０日(水) 下市田 下 市 田 区 民 会 館  
５月２１日(木) 出 原 出 原 区 民 会 館  
６月 ９日(火) 下市田１区 積 善 会 館 
６月１０日(水) 下市田２区 下 二 会 館 
６月１１日(木) 下市田３区 力 行 会 館 

６月１５日(月) 下市田４区 下市田４区生活改善

セ ン タ ー 
６月１７日(水) 下市田６区 出 砂 原 地 区 館 
６月１９日(金) 下市田５区 下 五 会 館 

成年後見制度土曜相談会を開催します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高森町を花でいっぱいにするため、育苗会や親愛

の里 紙ふうせんの方々が育てた花の苗を無料で配

布します。皆さんが使う道路沿いや花壇、空き地な

どに植えて、高森町を花でいっぱいにしましょう。 

▼花の種類 マリーゴールド、サルビア 

※天候により発育状態が左右されるため、ご希望数

を配布できない場合もございます。   

▼配布対象 道路や公共施設などの花いっぱい運動

にご協力いただける個人・団体 

▼申込期限 ５月２９日（金）まで 

※来庁または電話等でお申し込みください。 

※個人の方は、１０本程度のお申し込みでお願いし

ます。 

▼配布日時 ６月６日（土）午前８時～１１時 

※配達、取り置きは行いませんので時間通りにお越

しください。 

▼配布場所 やすらぎ荘西 「育苗園」 

※申し込みされた方には、はがき（引換券）を送付

します。 

※配布当日は、花の苗を持ち帰るためのダンボール

箱等と、はがき（引換券）をご持参ください。 

▼申込・問い合わせ先   

経営企画室 協働推進係 電話３５-９４４１ 

 
 

 

 

 

 長野県では、「地域発 元気づくり支援金」により

地域づくりを実践される皆さまの支援をしています。 

 平成２７年度事業の２次募集が下記のとおり行わ

れますので、奮ってご応募ください。 

▼交付対象者 

（１） 市町村、広域連合、一部事務組合 

（２） 公共的団体等（ＮＰＯ法人、地域づくりを

行うグループや協議会など） 

▼募集期間 ５月２９日（金） 

▼応募方法 

 公共的団体等にあっては役場経営企画室 協働推

進係に応募書類を２部提出してください。 

▼支援金の詳細 

 支援金の詳細と応募書類の様式は、長野県下伊那

地方事務所ホームページからダウンロードできま

す。 

▼問い合わせ先  

経営企画室 協働推進係 電話３５-９４４１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高森町シニア大学では、２７年度の学生を募集し

ます。講座で新しい知識を習得し、自らの生活に活

かしながら、「はつらつとした人生を歩みたい…。」

そんな皆さんのための学びの場が、シニア大学です。

たくさんの仲間とともに学び、充実した人生を送り

ましょう。 

多くの皆さまのご応募をお待ちしております。 

▼日 時  

   ６月１８日（木）  午前１０時～午後３時 

   ７月１６日（木）  午前１０時～午後３時 

   ９月 ３日（木）  午前１０時～午後３時 

  １０月 ２日（金）  社会見学（詳細未定） 

  １１月 ５日（木）  午前１０時～午後３時 

   ２月１８日（木）  午前１０時～午後４時 

▼内容  

・全員で聴講する全体講座と、好きなことを学ぶ班

活動の２課程制とします。 

・年６回開講し、その内１回は社会見学です。 

・開講日には、各地区に送迎バスを運行します。 

▼会場 福祉センターと中央公民館・町民体育館 

▼対象 ６５歳以上の高森町民で出席可能な方 

▼入学金 ２,５００円（社会見学費は別） 

▼申込方法 隣組回覧の入学申込書に記入し入学金

を添えて高森町公民館事務局へお申し込みください。 

※老人クラブ加入の皆さまには、各単位クラブ会長

さんを通じて入学申込書(募集要項)を配付しました。 

▼申込期限 ５月１８日（月）   

▼申込・問い合わせ先  

高森町公民館 事務局 電話３５-８２１１ 

 

 

 緑のカーテンは、朝顔、ゴーヤなどのつる性の植

物を窓の外に這わせた植物のカーテンです。夏の強

い日差しをやわらげ、建物外からの熱をさえぎるこ

とで室温の上昇を抑えます。これによりエアコンの

使用が抑えられ省エネルギー効果が期待できます。 

 高森町地球温暖化対策地域協議会（エコ・ネット

たかもり）では、身近にできる地球温暖化対策とし

て緑のカーテンの普及を進めています。緑のカーテ

ンに興味のある方、緑のカーテンを育ててみたい！

という方を対象に講習会を行います。(１時間程度) 

 参加者には、会で育てた朝顔、ゴーヤ、フウセン

カズラの苗をお配りしますので、入れ物をお持ちく

ださい。 

▼日時 ５月２３日(土)午後１時３０分～ 

▼場所 高森町福祉センター３階中ホール 

▼申込方法 ５月２２日(金)までに電話でお申し込

みください。 

▼申込・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 

５月の夜間役場は５月２５日（月）です。 
 午後７時まで、各課の窓口業務や町税等の各種

料金の納付に関する業務を行っております。 

 

  町を花いっぱいに！ 

花の苗をお分けします 

 

２次募集 
 『地域発 元気づくり支援金』を 

活用して、地域を元気にしませんか 

 はつらつとした人生を歩みたい方 

高森町シニア大学の学生を募集します！ 

＊緑のカーテン講習会を行います＊ 

 
高森町役場経営企画室 
℡３５－３１１１(代表) 

高森町キャラクター柿丸くん 

平成 2７年５月８日発行 高森町役場からの 

お 知 ら せ 版 
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◎５月は平成２７年度固定資産税第１期の納期です。 

※第１期から第４期の納税通知書及び課税明細書は ５月１１日（月）に発送予定です。 

 なお、ＣＡＴＶ・上下水道料等の納付書は５月１５日（金）に発送予定です。 

募集人員 
ふれあいスクール指導員（臨時職員） 

１人 

町立保育園保育士（臨時職員） 

１人 

募集条件 

①６５歳以下（平成２７年４月１日時点） 

②教員又は保育士又は社会福祉士の資格を有

する方で、学校の放課後時間において、子ども

達（児童）と接することが好きな方で、子ども

の健全育成に理解のある健康な方 

③普通自動車免許のある方 

①６５歳以下（平成２７年４月１日時点） 

②保育士の資格を有する方 

③普通自動車免許のある方 

 

業務内容 
小学校で開設しているふれあいスクールでの

児童対応等 
町立保育園での勤務 

雇用期間 
平成２７年６月１日～平成２８年３月３１日 

※勤務良好な場合は、更新雇用可能 

平成２７年７月１日～平成２８年３月３１日 

※勤務良好な場合は、更新雇用可能 

勤務時間 

午後１時３０分～午後６時３０分の間で、１日

４時間勤務 

土曜日及び学校の休校日は、午前８時３０分～

午後６時３０分の間で、所属長の指定する時間 

実労７時間 保育園の勤務時間による  

休憩は所属長の命による 

給与手当 町基準による（時給９００円） 期末手当・通勤手当 有 

福利厚生 雇用保険 労災保険加入 雇用保険 労災保険 社会保険 各加入 

休日休暇 

日曜日、祝日及び年末年始 

毎週第１、３、５土曜日 

年次有給休暇 特別休暇 有 

土・日曜日、祝日及び年末年始、 

所属長の指定する日 

（保育園の年間計画による休日） 

年次有給休暇 特別休暇 有 

提出書類 
申込書・履歴書・資格証の写し（教員、保育士、

社会福祉士） 
申込書・履歴書・資格証の写し（保育士） 

高森町臨時職員募集 
高森町では、臨時職員を募集します。募集する職種、募集人員等は下記のとおりです。 
希望される方は、内容をご確認いただき、期限までにお申し込みください。 
▼募集期限 ５月２０日（水）午後５時１５分（必着） 
▼選考方法 面接（期日については後日連絡） 

▼書類提出先 高森町教育委員会事務局 担当 事務局長 本島 憲 

▼問い合わせ先 

  〒３９９-３１０３  

  長野県下伊那郡高森町下市田２１８３-１ 高森町教育委員会事務局 

  ＴＥＬ:０２６５-３５-８２１１ ＦＡＸ:０２６５-３５-２９７３ 

 

 

 下市田・みつば・吉田・山吹保育園では、地域の

保育園入園前のお子さんとその保護者の方を対象に、

同世代の親子との交流により友だちを増やしたり、

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（通称ひよこクラブ）

を行っています。一緒に参加してみませんか！ 

▼実施日  

 ５月１２日・ ６月 ２日・ ７月１４日 

 ８月２５日・ ９月１５日・１１月１０日 

 １月１２日・ ２月１６日 

            の年８回いずれも火曜日 

▼時間 午前９時３０分～１１時００分 

▼内容 室内でままごと遊び、ブロック、積木、室

内遊具遊び、絵本の読み聞かせ、手遊び、紙芝居、

在園児と天気の良い日は、親子で戸外遊びを中心に

過ごします。一緒に体操、散歩など天候や季節に応

じた内容 

▼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 ※申し込みは不要です。 

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 

 

 

 

 高森町ふれあいスクールの夏期休業中のふれあい

クラブの参加申し込みを受け付けています。 

▼利用定員 

・高森南小学校：５０人 ・高森北小学校：５０人 

▼申込期限 ５月２９日(金)  

▼その他  

 申込期限後の申し込みについては、定員が超過し

ている場合受け入れができませんので、お早めに申

し込みをお願いします。 

※申込書は、教育委員会、各ふれあいスクールまた

は町ホームページより入手し提出してください。申

込書を提出される際に、面接を行います。 

▼申込・問い合わせ先  

 教育委員会 こども未来係 電話３５-９４１６ 

 

 

 ４月２５日にネパールの首都カトマンズから北西

８０キロ付近を震源地とするマグニチュード７．８

の地震が発生し、死者は、５，０００人を超え、ビ

ル崩壊など大きな被害が発生しています。 

 日本赤十字社では、国際赤十字・赤新月社連盟と

ネパール赤十字社が実施する救援活動を支援するた

め、救援金の受け付けを行います。 

▼救援金名称 ２０１５年ネパール地震救援金 

▼受付場所  高森町役場本所・支所 

▼受付期間  ７月３１日（金）まで 

▼その他 物品については取り扱いません。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 地域福祉係        

電話３５-９４１２ 

 

 

 資料館「時の駅」では、かねてより計画していま

した「高森町史を読む会」を開催します。まずは３

月に発行された『市田郷の豪族 松岡氏と松岡城』

をテキストにして、松岡氏関連の町史部分を読み合

わせていきます。（テキストや町史をお持ちでなくて

も大丈夫です。） 

▼今年度の読み合わせ内容（予定） 

 

 

 

  

  

 

  

 第１回は次のとおりです。多くの皆さまのご参加

をお待ちしています。 

▼日時 ５月２８日(木)午後１時３０分～３時３０分 

▼場所 高森町歴史民俗資料館「時の駅」学習室 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」

電話３５-７０８３ 

 

 

 

 

 高森町には古くから短歌の文化があります。多く

の皆さんに短歌に親しんでもらうために今年も「柿

の里短歌フォーラム」を行います。見たまま、感じ

たままを３１音の文字（五・七・五・七・七）にし

てみませんか。 

 自作で未発表の作品を、一人一首お寄せください。 

「波濤」選者の宮脇瑞穂先生から講評いただけます。 

▼応募方法 応募用紙（高森町教育委員会設置）に

ご記入のうえ、６月２日（火）までに、実行委員会

もしくは高森町教育委員会へご提出ください。 

【第７回柿の里短歌フォーラム日程】 

▼日時 ６月２７日（土）午後１時～４時(予定) 

▼会場 歴史民俗資料館 時の駅 

▼内容 講評及び推薦歌・入選歌発表と入選者表彰 

▼講師 宮脇 瑞穂 先生（歌誌「波濤」選者） 

▼応募先・問い合わせ先 

  柿の里短歌フォーラム実行委員会事務局 

  （高森町教育委員会・高森町公民館） 

電話３５-８２１１ 

 

 

 長野県立病院機構では、平成２８年４月採用の職

員を次のとおり募集します。 

▼募集職種 看護師・助産師 

▼採用予定日 平成２８年４月１日 

▼申込締切 ６月３日（水） 

▼試験日 ６月２０日（土） ▼試験会場 長野市 

▼その他 受験資格等詳細はお問い合わせください。 

▼申込・問い合わせ先 

長野県立病院機構 本部事務局職員課 

電話０１２０-１７３-３１４ 

電話０２６-２３５-７１５８ 

「高森町史を読む会」開催のお知らせ 

～短歌にすれば、その思いは言える～ 

第７回 柿の里短歌フォーラム作品募集 

園開放保育「ひよこクラブ」のご案内 

ふれあいスクール・ふれあいクラブ 
（夏期休業）の参加申し込みについて 

１ 松岡氏の出世 ７ 室町時代の松岡氏 

２ 松岡氏の興隆 ８ 松源寺の開創 
３ 松岡城 ９ 戦国時代の松岡氏 
４ 松岡城の支城と属城 １０ 松岡氏の没落 

５ 安養寺の開創 １１松岡氏滅後の形勢 

６ 南北争乱と松岡氏  
 

長野県立病院機構 職員募集 

2015 年ネパール地震救援金の受付 


