
 

 

 

 

 

 

 

 

 高森町では、今年も広島市に平和のバスを派遣し

ます。戦争を二度と起こさないために生命の尊厳を

学び、被爆の恐ろしさを感じ、平和を愛する心を将

来に引き継ぐために参加しませんか。 

▼日時 ８月５日（水）～７日（金）の２泊３日 

▼参加資格  

 ・高森町民であること。 

 ・事業の目的を理解し、平和を愛する活動が期待

できる人。 

 ・親子参加を基本とし、健康な人。 

▼募集人員 ２７人 

 

 

 

 

 

▼参加費 

 

 

 

 

 

 

▼応募方法  

 参加を希望される方は、各戸にお配りしている「参

加申込書」に必要事項を記入し、６月２６日（金）

までに教育委員会へ提出してください。 

▼申込・問い合わせ先 

 中央公民館内 教育委員会広島平和のバス事務局 

電話３５-８２１１ 

 

 

 

▼日時 ６月２４日（水） 

午前８時３０分頃出発 午後４時００分頃帰町予定 

▼対象者 次のいずれかの手帳をお持ちの方 

 ・身体障がい者手帳１～３級 

 ・療育手帳（知的障がい） ・精神保健福祉手帳 

▼場所 木地師の里 ヤマイチ/妻籠宿観光  

▼持ち物 常備薬、水筒（お茶など）、雨具等 

▼参加費 昼食代として、１,０００円 

▼申込方法 ６月１７日（水）までにご連絡くださ

い。 

 なお、一人暮らし高齢者希望の旅は６月２６日

(金)に同じ行程で実施します。ぜひご参加ください。 

※車椅子の手配ができます。詳細はお問い合わせく

ださい。 

▼申込・問い合わせ先        

   高森町社会福祉協議会 電話３４-３７１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

町の奨学金貸付希望者を募集しますので、ご希望

の方は教育委員会までお申し込みください。 

▼貸付額・募集予定人員 

 

 

 

 

▼貸付対象者 

現在、高校・専門学校・短大・大学に在学している

学生※他の団体の学資貸付との併願も可能です。 

▼応募資格 

・高森町に引き続き３年以上住んでいる方の子ども

であること。 

・経済的理由で就学困難と認められること。 

・保護者の方に町税等の滞納がないこと。 

・世帯の収入・本人の学習成績を審査し、貸付の決

定を行います。 

▼返済について(無利子) 

返済は、貸付期間の２倍の期間内で行います。 

※申込書類・詳細についてはお問い合わせください。 

▼申込期限 ６月３０日(火) 

▼申込・問い合わせ先  

教育委員会 こども未来係 電話３５-９４１６ 

 

 

▼募集人数 一般事務員 ２人 

▼応募資格 ６０歳以下の健康な方 

普通自動車運転免許のある方 

パソコンの基本操作ができる方 

▼雇用期間 平成２７年７月１日から平成２８年３

月３１日（場合により延長することもあります。） 

▼勤務内容  

総務課：定例会の資料・次第等の作成、常会文書の

発送作業、公文書の整理等 

町民税務課：パソコンを使ったデータ入力及びデー

タ処理、窓口業務、書類整理、電話応対等 

▼勤務時間 月曜日～金曜日 

      午前８時３０分～午後５時１５分 

▼休日等 土日祝日 年末年始 年次有給休暇あり 

▼給与・手当 町基準による（日額：６,６００円） 

       通勤手当 期末手当  

▼福利厚生 社会保険、雇用保険、労災保険に加入 

▼申込期限 ６月１７日（水）午後５時１５分必着 

▼申込方法 高森町役場総務課行政係へ下記の書類

を提出してください。（郵送可） 

〇履歴書・申込書 ※写真貼付  

▼試験方法 面接試験（試験日は追ってご連絡しま

す。） 

▼申込・問い合わせ先  

〒３９９-３１０３ 高森町下市田２１８３-１  

 高森町役場 総務課行政係 電話３５-９４０２ 

平成２７年度 広島平和のバス 

派遣団員を募集します 

 
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６月８日発行 
高森町役場からの 

お知らせ版 

親子参加 

（子どもは小学５年生から中学生まで） 
６組１２人 

小中学生（５年生以上） ８人 

高校生以上と大人 ７人 

 

対象 金額 

小学生から高校生 １人  ３,０００円 

大人 １人 １５,０００円 

親子参加 

(大人１人、子ども１人) 
親子２人１５,０００円 

 

町の奨学金をご利用ください 

高森町臨時職員（一般事務員）募集 

 貸付月額 募集予定人員 

高等学校 １万８千円 若干名 

大学 ３万円 若干名 

 

障がいを持たれている方の 

希望の旅へのお誘い 



 

 

 

 犬を飼育するにあたって最小限のルール、しつけ

の仕方などを学び、愛犬との楽しい生活を送ること

を目的として教室を開催します。 

１．学科講習 （犬を正しく理解する講習会） 

▼日時 ６月２８日（日）  

 午後１時３０分～３時３０分 

▼会場 飯田勤労者福祉センター  

    第３･第４視聴覚室 

▼募集定員 ９０人 

▼受講費用 テキスト代 １,０００円 

▼申込先 下記の飯伊動物愛護会事務局へ直接、 

または電話でお申し込みください。 

２．実技講習(学科講習を受講した方のみ受講可) 

 家庭犬に必要な「しつけ」や「マナー」の習得や、

様々な状況に慣れることを愛犬と一緒に学びます。 

▼日時  ７月から９月まで全６回の講座 

▼募集定員  ２０人 

▼参加資格  詳細はお問い合わせください。 

▼申込・問い合わせ先 

飯田保健福祉事務所(保健所)食品・生活衛生課内 

飯伊動物愛護会事務局  電話５３-０４４６ 

 

 

 

 この月間は、動物の正しい飼い方についての関心

と理解を深めていただくとともに、人と動物が共生

する潤い豊かな地域社会を築くことを目的としてい

ます。 

飼い主のみなさんは、次の点を守り、責任をもって

動物を飼いましょう。 

○動物の種類や習性などに応じて、健康維持や安全

確保に努めましょう。 

○動物が人に害を加えたり迷惑を及ぼすことのない

よう注意しましょう。 

○動物の所有者を明らかにするため名札などを装着

しましょう。（犬は、飼い犬の登録と狂犬病予防注射

を実施して鑑札・済票を装着してください。） 

○小型犬であっても飼い犬は常につなぎとめましょ

う。 

▼問い合わせ先 

飯田保健福祉事務所(保健所) 電話５３-０４４６ 

環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

 

 

 

 

 ５月に高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の対象者

の方へ予診票と実施医療機関名簿をお送りいたしま

したが、実施医療機関の追加がありますのでお知ら

せします。 

 ≪追加医療機関≫ 飯田市立病院  

 （ただし、内科通院中の方に限ります） 

▼問い合わせ先   

健康福祉課 健康支援係 電話３５-９４１２ 

 

 

 

 子育て世帯を対象に子育て世帯臨時給付金を支給

します。 

▼支給対象者 平成２７年６月分の児童手当（特例

給付を除く）の受給者及び要件を満たす者 

▼対象児童 支給対象者の平成２７年６月分の児童

手当（特例給付を除く）の対象となる児童 

※平成２７年６月１日以降に生まれた児童は対象外

です。 

▼支給額 対象児童１人につき３,０００円 

▼申請期限 

※児童手当現況届と同時に申請される方は、児童手

当現況届提出期限の６月３０日（火）までにお願い

します。 

○公務員の児童手当の受給者の方 

 勤務先から６月分の児童手当の受給証明を受けた

申請書が交付されます。必要事項をご記入し、添付

書類を添え、１１月２日までに提出してください。 

▼申請書提出先・問い合わせ先 

 健康福祉課 地域福祉係 電話３５-９４１２ 

 

 

 児童手当受給者へ児童手当の６月支給分(平成２

７年２月～５月分)を振り込みます。 

▼振込日 ６月１５日（月） 

▼問い合わせ先 

  健康福祉課 地域福祉係 電話３５-９４１２ 

 

 

 児童手当を受けている方は、毎年６月１日の状況

を届け出る必要があります。 

 該当する方には、「現況届」用紙を子育て世帯臨時

特例給付金の申請用紙と一緒にお送りしますので内

容を確認し、用紙に記入押印して、返信用封筒また

は役場まで必ず期限までにご提出ください。 

※提出されない場合は、６月分以降の手当が受給で

きません。ご注意ください。 

▼提出期限 ６月３０日（火） 

▼問い合わせ 

 健康福祉課 地域福祉係 電話３５-９４１２ 

 

 

 ＮＰＯ法人を立ち上げて社会貢献活動を行いたい

方を対象に、ＮＰＯ法人の設立手続き、ＮＰＯ法の

趣旨等に関する講座を開催します。 

▼日にち ７月１７日(金) 

▼場所 南信消費生活センター２階 

▼内容・時間 

①設立講座 午後１時３０分～２時２０分 

②個別相談 午後２時２０分～３時００分 

▼申込・問い合わせ先 

  長野県 県民文化部 県民協働課 

電話０２６-２３５-７１８９ 

 

 
６月の夜間役場は６月２５日（木）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。 

 

「愛犬のしつけ方教室」受講者募集 
主催：飯伊動物愛護会 

 

動物を正しく飼いましょう！ 
－ 6月は「動物の正しい飼い方普及月間」です － 

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の 
実施医療機関の追加について 

子育て世帯臨時特例給付金について 

児童手当６月期分の支払い 

児童手当の現況届を提出してください 

「NPO法人設立講座」受講者募集 



 

 

 

 

 町では、地方総合戦略策定に向け、有識者委員を

公募します。 

▼募集人数 ３人(２０歳以上の町民の方) 

▼募集期限 ６月３０日(火) 

※詳細はお問い合わせください。 

▼応募・問い合わせ先 

経営企画室 協働推進係 電話３５-９４４１ 

 

 

 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 いずれも午後７時３０分～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼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 

 

 

 この花は、５～７月に黄色いコスモスによく似た

花を咲かせます。北アメリカ原産のキク科の多年草

で、１８８０年代に観賞用、緑化用として植えられ

たと言われていますが、生態系に対する影響が大き

い外来種であることから、平成１８年に「特定外来

生物」に指定されま

した。 

 町内では、国道や

上段道路、天竜川河

原などに多く咲いて

います。草刈りをさ

れる際は、綺麗だと

思っても、刈ってい

ただくようご協力を

お願いします。 

▼問い合わせ先  

環境水道課 環境係 

電話３５-９４０９ 

 

 

 

 

 

 

農業者年金を受給している皆さん宛に農業者年金

基金から「現況届提出のお願い」が送付されていま

す。この通知を受け取った皆さんは現況届に必要事

項を記入し、提出をお願いします。 

▼提 出 先  役場産業課窓口 

▼提出期限  ６月３０日（火） 

※現況届の提出が確認できなかった場合、農業者年

金が支給停止になる場合がありますので必ずご提出

ください。 

▼問い合わせ先  

農業委員会事務局 電話３５-９４０５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０１１年の東日本大震災以降、男女共同参画の

視点による防災の取り組みが全国各地で広がってい

ます。２０１４年長野県内でもさまざまな災害によ

る被害が発生しました。地域でも男女共同参画の視

点を取り入れた防災の必要性を考えましょう。 

▼日時 ７月１１日(土) 

午前１０時３０分～午後３時３０分 

▼場所 長野県男女共同参画センター“あいとぴあ”

（岡谷市） 

▼参加費 無料(託児もあります) 

▼内容 防災ワークショップ及び講演会 

※詳細はお問い合わせください。 

▼申込・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０２６６-２２-５７８１ 

 

 

 長野県立病院機構では、平成２８年４月１日採用

の職員を次のとおり募集します。 

▼募集職種 薬剤師 ▼申込締切 ６月１９日(金) 

▼試験日 ７月４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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高森町健康ポイント事業オープニングイベント 

三屋裕子の健康寺子屋 
▼日時 ６月２０日(土) 午後１時３０分～ 

(開場：午後１時００分) 

▼場所 福祉センター 大ホール 

▼問い合わせ先   

健康福祉課 健康支援係 電話３５-９４１２ 

土地利用計画意見交換会を行います 

６月 区 会 場 

 ９日(火) 下市田１区 積 善 会 館 

１０日(水) 下市田２区 下 二 会 館 

１１日(木) 下市田３区 力 行 会 館 

１５日(月) 下市田４区 
下市田４区生活改善

セ ン タ ー 

１７日(水) 下市田６区 出 砂 原 地 区 館 

１９日(金) 下市田５区 下 五 会 館 

 

農業者年金現況届提出をお願いします 

●農業委員会からのご案内 

町のホームページ上で総会議事録の公開を始めまし

た。（平成 27年 4月分より） 是非一度ご覧ください。 

                              検 索 高森町農業委員会 議事録 

◎行政相談をご利用ください。 
▼日時 ６月２３日（火） 午後１時３０分～４時００分 

▼場所 福祉センター ３階 中ホール 

オオキンケイギクの駆除にご協力ください 

“あいとぴあ”男女共同参画フォーラム 
「男女そしてさまざまな人が集い 

地域の防災を考えましょう」 

長野県立病院機構 職員募集 

高森町日本一のしあわせタウン 

総合戦略有識者委員募集 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆休日夜間急患診療所 

（内科・小児科）  

電話（０２６５）２３-３６３６   

 飯田市東中央通り５－９６ 

●休日:午前９時～午後５時  

（受付は午後４時３０分まで） 

●夜間:午後７時～午後１０時３０分 

（受付は午後１０時００分まで） 

▼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。事前に電話確認をお願いします。 ６月の休日当番医・薬局 
 

 １４日（日） ２１日（日） ２８日（日） 

内 科 
波多野 

２２-０６６６ 
羽 生 

２４-１２５０ 
源 田 

２４-１５５０ 

小児科 
久 田 

２２-０３７９ 
健和会 

２３-３１１５ 
さ の 

４８-５３５１ 

外 科 
市 瀬 

２７-３３１１ 
慶 友 

５２-１１５２ 
市 瀬 

２７-３３１１ 

産婦人科 
椎 名 

２２-０３０４ 
羽 場 

２８-５１５１ 
市 立 

２１-１２５５ 

薬 局 
はらまち薬局 
３４-３２６１ 

大島松尾薬局 
３６-３４３３ 

イサワ薬局 
３６-２００９ 

 

７月の乳幼児健診日程  ▸場所 福祉センター 1 階 健康相談室 
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 

１４ 火 ２歳児健診 平成２５年７月生 午前９時００分～９時１５分 

１４ 火 １歳半児健診 平成２６年１月生 午後１時００分～１時１５分 

１６ 木 ２歳半児健診 平成２５年１月生 午前９時００分～９時１５分 

１６ 木 ３歳児健診 平成２４年６月生 午後１時００分～１時１５分 

２３ 木 １歳児健診 平成２６年７月生 午前９時００分～９時１５分 

２３ 木 １０か月児健診 平成２６年９月生 午後１時００分～１時１５分 

２４ 金 ７か月児健診 平成２６年１２月生 午前９時００分～９時１５分 

２４ 金 ４か月児健診 平成２７年３月生 午後１時００分～１時１５分 

※平成２４年７月生の３歳児健診は８月に行います。 ７月のお知らせ版をご覧ください。 
 

ペアレント・トレーニング参加者募集 
 高森町では、子育てに困り感を持っていらっしゃる方を対象に、子どもの上手なほめ方、指示の仕方、

困ったことへの具体的な対応の仕方を学び、実践していくペアレント・トレーニングを開催します。 

 毎回の講義の後グループワークを行い、保護者の皆さま同士で話し合いながら子どもとの向き合い方を

学んでいきます。ぜひ、ご参加いただき子育てのコツを学びましょう。 

▼実施日時 いずれも午後１時３０分～ 

第１回 ７月１５日(水) 第４回 １０月２０日(火) 

第２回 ８月２５日(火) 第５回 １１月１７日(火) 

第３回 ９月１５日(火) 第６回 １２月１５日(火) 

▼対象   ４歳～１０歳の子どもの保護者 １０人程度 

▼参加条件 全６回続けて参加できること  

▼場所   福祉センター大ホール 

▼申込期限 ６月３０日(火) 

▼申込方法 学校・保育園・子育て支援センター・教育委員会へお申し込みください。希望者が多数の場

合は、次年度での参加をお願いする場合もあります。 

▼申込・問い合わせ先 教育委員会 こども未来係 電話３５-９４１６ 

 

健康センターあさぎりからのおしらせ 

健康センターあさぎりでは、各教室の受講生を追加募集しています。お早めにお申し込みください。 

▼教室内容  詳細はお問い合わせください。７月～９月の間です。 

〇膝・腰に優しい水中運動教室  〇健康づくり水中運動教室  〇アクアリフレッシュ運動教室 

▼料金 ６５歳未満：８００円×全受講回数  ６５歳以上：６００円×全受講回数 

▼申込方法  直接あさぎり窓口へお申し込みください。 

▼申込・問い合わせ先 健康センターあさぎり  電話３４-２２２０ 

 


