
高森町職員を募集します 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年４月１日採用予定の高森町職員を次の

とおり募集します。 

▼採用職種等 事務上級・中級  若干名 

▼受験資格  ※詳細はお問い合わせください。 

〔事務上級〕昭和６３年４月２日から平成６年４月１

日までに生まれた方(大学卒業程度)で、心身健康な方 

〔事務中級〕昭和６３年４月２日から平成８年４月１

日までに生まれた方(短大卒業程度)で、心身健康な方 

▼申込期限 ８月１７日（月）午後５時１５分必着 

▼第１次試験日 ８月２９日（土） 

 高森町役場にて実施 

▼試験の内容 

○筆記試験（教養試験・適性検査） 

○面接試験（集団面接） ○作文試験 

▼応募書類  

①受験申込書 ※総務課行政係で入手してください。

（町ホームページよりダウンロード可） 

②最終学校（卒業見込み）の学業成績証明書 

③最終学校の卒業証明書または卒業見込証明書 

▼申込・問い合わせ先  

総務課 行政係 電話３５-９４０２ 

 

 

 

資料館「時の駅」では、館内燻蒸作業を行うため、

下記の期間を休館とします。燻蒸作業は危険を伴い

ますので、作業期間中は資料館に入ることができま

せん。古文書をはじめ貴重な高森町の文化財を守る

ために定期的に行っていている大切な作業です。町民

の皆さま方のご理解ご協力をよろしくお願いします。 

 なお、念のため敷地内への立ち入りもご遠慮いた

だきます。資源ごみ収集等にもご迷惑をおかけしま

すが、よろしくお願いします。 

▼休館期間 ８月３日（月）～８月１０日（月） 

▼問い合わせ先  高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５-７０８３ 

 

 

 

 

上記の資料館立入禁止に伴い、ごみの収集場所が

変更になりますので、ご注意ください。 

▼該当日 ８月２日（日） 資源ごみ収集  

８月５日（水） プラごみ収集 

▼場所   資料館駐車場 → 南小学校北側駐車場 

▼問い合わせ先    環境水道課 環境係  

電話３５-９４０９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校が夏休みになる８月の料理教室は、親子また

は祖父母の方とお孫さんで参加できる内容となって

います。 

もちろん大人の方だけの参加も大歓迎です。ぜひ

ご参加ください。 

▼日時 ８月４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 学校給食センター栄養教諭 小沢めぐみ さん 

▼今月のメニュー 

・ボリューム満点 おにぎらず 

・お手軽 ワカメスープ 

・ふりふりサラダ 

・給食レシピ (フルーツポンチ、かんたんラザニア) 

▼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 ７月３０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３日（月）の午前９時ま

で、それ以後のキャンセルは材料費を頂きます。≫ 

▼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 

 

 

下市田『新堤』（町民グランド西の堤）につきまし 

ては、下市田区所有・管理の農業用ため池ですが、 

平成元年頃、町がため池西側に釣り場を整備しました。 

最近、釣りをされる方のマナーが良くなく、釣り

道具、ゴミ等の放置やフェンス等施設の損壊が多数

見受けられ、除草等堤の維持管理にも支障が生じて

おります。 

そのため、平成２７年９月１日（火）から『新堤』

における魚釣りを禁止とさせていただきます。ご承

知おきいただきますようお知らせします。 

▼問い合わせ先         

建設課 管理係 電話３５-９４０７ 

 

 

 

 戦争体験の話を聞きながら、広島平和のバスに託

す折り鶴をつないでくれるボランティアを募集して

います。 

▼日時   ７月２８日（火） 

午後１時３０分～３時３０分 

▼場所   あさぎりの郷 杉の木ホール 

▼参加費  ２００円（飲み物、お菓子代） 

※当日、会場にお持ちください。 

▼問い合わせ先   高森町ボランティアセンター 

  電話３４-３００１ 

７月の夜間役場は７月２７日(月)です 
納税・各種証明発行等にご利用ください 

「平和の折り鶴つなぎ」 

ボランティア募集 

 
高森町役場経営企画室 
℡３５－３１１１(代表) 

平成 2７年 7月１７日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 

下市田『新堤』での魚釣りを禁止します 

高森町キャラクター柿丸くん 

燻蒸(くんじょう)作業実施に伴う 

資料館休館のお知らせ 

資料館敷地内立入禁止に伴う 

ごみ収集場所変更のお知らせ 

地元農畜産物を使った料理教室 



 

 

 

 

 地球温暖化防止への取り組みとして、『ライトダウ

ン inたかもり』の今年度第２弾を実施します。 

▼実施日    ８月１日（土） 

▼一斉行動時間 午後８時～９時 

▼実施内容 

各家庭や各事業所で最小限の電気を用い、不要な電

気を消しましょう。 

また、当日はみんなで楽しめる行事等への外出を促

し、電力需要の削減を目指すため「星空観察会」を開

催します。 

▼時間  午後７時３０分～午後９時００分 

▼場所  高森町アグリ交流センター（旧蘭植物園） 

※雨天時は施設内で「星のおはなし会」を行います。 

▼内容   

「望遠鏡で土星の輪を見てみよう」です。天体望遠鏡

を用意しますので、ぜひ見に来てください。 

▼講師  奥村茂実さん（飯田御月見天文同好会） 

▼持ち物   

☆懐中電灯（赤い光の懐中電灯があると便利です） 

☆星座早見表（お持ちの方） 

☆飲み物（必要な方） 

☆７月３１日（金）までに下記へお申込みください（参

加費無料） 

▼申込・問い合わせ先 

環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

 

 

 

楽しい催し物や食べ物横丁など、子ども連れでも安

心して参加できる地域の人たち手作りの夏祭りです。

お誘いあわせのうえ、どうぞ皆さんお越しください。 

▼日時 ８月２日（日） 午前１０時～午後１時 

▼場所 福祉センター全館 

▼対象 ０歳児からお子さん連れで参加できます 

▼内容 

１０：００～ オープニング 柿丸ダンサーズ 

１０：２０～ 飯田女子高等学校 音楽クラブチア 

リーディング シニア子育て応援隊 大道芸 

１１：００～ お楽しみコーナー、食べ物横丁 

１２：００～ プチエンジェルダンス、キッズ彩和太鼓 

▼お楽しみチケット販売 

前売り券 ２００円  当日券 ２５０円 

販売場所 子育て支援センター、高森町図書館 

▼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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯田人権擁護委員協議会では「人権相談所」を下

記のとおり開設します。 

親子や夫婦関係などの家庭問題、差別や生活上の

ことでお悩みの方は、一人で問題を抱え込まず相談

にお出かけください。 

※相談は無料で、秘密は厳守されます。 

▼日時  ８月６日（木）午前９時～正午 

▼場所  やすらぎ荘別館（高森町山吹） 

▼問い合わせ先 飯田人権擁護委員協議会事務局 

電話０２６５-２２-００４５ 

 

 

 

認知症サポーターとは、認知症に対する正しい知

識と理解を身につけた人、認知症の人の応援者です。

何か特別なことをやるのではなく、認知症の人や家

族に対し温かい目で見守ることからはじめます。養

成講座を受講した方には、サポーターの証として「オ

レンジリング」をお渡しします。 

▼日時 ８月１日（土）午後１時３０分～３時００分 

▼場所 あさぎりの郷 杉の木ホール(下伊那厚生

病院北) 

▼講師 公益社団法人  

認知症の人と家族の会長野県支部 関 靖 さん 

▼参加費 無料 

▼問い合わせ先 健康福祉課 地域包括支援センター  

電話３５-９４１２ 

 

 

 ８月は成年後見・親族後見に関わる相談月間です。

相談は予約制です。３日前までに申し込みください。 

▼期間 ８月１日（土）から８月３１日（月） 

月曜日から金曜日 午後５時３０分～８時００分 

土曜日・日曜日 午前９時～午後５時 

▼場所 銀座堀端ビル２階 

▼相談対応 飯田市成年後見支援センター職員 

▼相談料 無料 

▼申込・問い合わせ   

いいだ成年後見支援センター  

（月曜日から金曜日８：３０～１７：３０） 

電話０２６５-５３-３１８７ 

 

 

 

 

 今回は趣向を変えて、まま★スタァの企画で、マ

マたちが知りたいお店情報を集めてみました。 

▼日時 ７月３０日（木）午前１０時～正午 

▼場所 福祉センター２階大ホール 

▼内容 １．試食＆ラッピング講座 

    ２．次の講座、何にする？ 

▼費用 １人３００円 

▼持ち物 ケーキのお皿、コップ、子ども用の飲み物 

▼申込期限 ７月２７日（月） 

▼申込・問い合わせ先 子育て支援センター 

電話３５-９４３５ 

夏のライトダウン inたかもり 第 2弾 

「星空観察会」のお知らせ 

認知症サポーター養成講座開催の 

お知らせ  

「人権相談所」を開設します 

成年後見・親族後見 相談月間 

◎７月の町税・料金 

○固定資産税―第２期 

○国民健康保険税（普通徴収）―第２期 

○後期高齢者医療保険料―第１期 

○上下水道料・ＣＡＴＶ使用料・保育料―７月分 

※口座振替日は、７月２７日（月）です。 
納付書払いの方は、最寄りの金融機関又は役場会計局に

て納付してください。 

 

第１０回 あい♥あい 

 「ちびっこ夏祭り」のお知らせ 

おみやげ・ランチに 

おススメのお店特集（まま★プラザ） 



 

 

 平成２７年度消防職員採用試験を実施します。 

▼採用職種 消防職員 

▼採用予定人員 ４人程度 

▼受験資格 平成８年４月２日から平成１０年４月

１日までに生まれた方 

▼試験期日 ９月２０日（日） 

▼試験会場 飯田広域消防本部 ３階大会議室 

▼申込期限 ８月２１日（金）まで 

▼受験申込書の入手方法 

（１）消防本部総務課および各消防署にあります。 

（２）郵送で申込書を請求できます。 

（３）飯田広域消防本部ホームページよりダウンロ

ードできます。（http://119.minami.nagano.jp） 

▼申込・問い合わせ先  

飯田広域消防本部 総務課 職員係 

〒３９５‐８５３３ 飯田市東栄町３３４５番地 

電話０２６５-２３-６０００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国一斉の養育費電話相談会を実施します。 

※相談は無料で、秘密は厳守されます。 

▼日時 ８月２日（日） 午前１０時～午後４時 

▼専用電話番号（当日のみの専用(臨時)の番号です） 

０１２０-５６７-３０１ 

▼問い合わせ先 県青年司法書士協議会 

電話０２６５-４８-０３１５ 

 

 

 ８月３日の司法書士の日を記念して、特別相談会を

実施します。 

▼日時 ８月３日（月）～８月７日（金） 

    午前９時～午後４時 

▼相談場所 県内各司法書士事務所 

▼予約 相談する司法書士事務所へ直接お問い合わ

せください。なお、相談料は無料です。 

▼問い合わせ先 長野県司法書士会 

電話０２６-２３２-７４９２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 自衛官等募集案内【自衛隊長野地方協力本部飯田出張所 電話０２６５‐２２‐２６１３】 

募集種目 資 格 受付期間 試験日 

一般曹候補生（男女） 

１８歳以上２７歳未満 
８月１日(土)～９月８日(火) 

１次試験【学科】９月１９日(土) 

自衛官候補生 
男子 

【学科】９月１９日(土) 

【口述及び身体検査】 

９月２０日(日)～２２日（火）、 

９月２７日(日)のうち 1 日 

女子 ９月２６日（土） 

航空学生(男女) 

高卒（見込み含む） 

２１歳未満 

１次試験【学科】９月２３日(水) 

防衛医科大学校 

看護学科学生(男女) 
９月５日(土)～９月３０日(水) 

１次試験【学科】１０月１７日(土) 

防衛医科大学校 

学生(男女) 

１次試験【学科】 

１０月３１日(土)・１１月１日(日) 

防衛大学校 

学生(男女) 

推薦 
９月５日(土)～９月９日(水) 

９月２６日（土）・２７日（日） 

総合 １次試験【学科】９月２６日（土） 

一般

(前期) 
９月５日(土)～９月３０日(水) 

１次試験 

【学科】１１月７日(土)・８日(日) 

一般 

(後期) 

平成２８年１月２０日(水)～ 

１月２９日(金) 

１次試験 

【学科】平成２８年２月２０日(土) 

 

 

●お盆期間中の営業について 
 営業時間一部変更のお知らせ 
▼期 間 ８月１３日（木）～８月１５日（土） 

▼営業時間 午前９時～午後５時 
 ※全教室休講のため、一般のご利用となります。 

  お友達やご家族をお誘い合わせの上、ご利用 

  ください。 

 ○８月の休館日  毎週月曜日 

（８月３日、１０日、１７日、２４日、３１日） 

 ▼問い合わせ先 健康センターあさぎり 

電話３４‐２２２０ 

 

健康センターあさぎりからのお知らせ 

健康センターあさぎり 検索 

養育費に関する電話相談会を実施します 

相続登記特別相談会を実施します 

飯田広域消防 消防職員を募集します 

◎こころの相談日をご利用ください 
▼相談日 ８月２１日(金) 午後１時～５時(要予約)  

▼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 

☆夏休み親子ふれあいタイムｉｎプール 

 小さなお子さまでも安心して遊べる幼児用プー

ルの水深（７０ｃｍ以下）の時間を設けます。 

ぜひ、ご家族でご利用ください。 

▼日時 ８月１３日（木）および１４日（金） 

午前１０時３０分～１２時３０分 

※時間外は、水深１１０ｃｍとなります。 

▼プール利用料金 

高校生以上 ４００円（トレーニングルーム利

用可） 

小・中学生 ２００円（小学生未満無料） 

※オムツの取れていないお子さまの入水は、ご

遠慮ください。 



 

NO、２５４        ８ 月 生 涯 学 習 情 報     平成２７年 

 

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 
8 月 12 日 中央公民館 

午後 6 時～ 

午後 7 時～ 
アコーディオン初級講座 

牛牧短歌会 8 月 11 日 中央公民館 午後 1 時～ 短歌の勉強 

演劇サークル ﾎｲｯﾌﾟ 8 月 6・20 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 毎週月曜日 町民体育館 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 8 月 9 日 福祉センター 午後 1 時～ カラオケを楽しむ 

ぐりとぐら 8 月 3 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 8 月 31 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） 
8 月 8 日 

8 月 22 日 

下市田学校隣

の畑 

午前 7 時～ 

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 8 月 27 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 8 月 11・25 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 8 月 24 日 福祉センター 午後 1 時 30 分～ 美人画の勉強 

瀧里歌会 8 月 7 日 福祉センター 午後 1 時～ 短歌を楽しむ 

津軽三味線 第 2 日曜日 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 8 月 7・21 日 福祉センター 午後 1 時 30 分～ 手まり作り 

点字サークル 8 月 11・25 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 

童謡唱歌を楽しむ会 8 月 21 日 中央公民館 午後 7 時 30 分～ 童謡唱歌だけでなく色々歌います 

パッション高森 8 月 5・19 日 福祉センター 午後 7 時～ 健康体操 

ひまわり体操教室 8 月 6 日・27 日 
福祉センター 

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） 

ぶら高森 8 月 6・20・27 日 福祉センター 午後 8 時～ ｳｫｰｷﾝｸﾞのための体力作り  ｽﾄﾚｯﾁ･ﾖｶﾞ 

真向法 8 月 4・11・25 日 中央公民館 午後 7 時 30 分～ 健康体操・老化防止 

木鶏の会 8 月 17 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 
8 月 1・8・22・

29 日 
中央公民館 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、学校等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、公民館事務局へお問い合わせください。 

 

高 森 町 中 央 公 民 館（電話 ３５－８２１１） 

 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 午後 7 時 30 分～ 
ウォーク＆スローランニング 

運動健康講座 8 月 23・25 日 午前 10 時～ 


