
 

 

 

 

 

 

 

 全町を対象として古着類の収集を行います。 

▼日時 ３月５日（土）午前７時～９時※雨天決行 

▼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。（その他プラです） 

○古着・古布以外（ぬいぐるみ等）は収集しません。 

○収集時間は厳守していただくようお願いします。 

▼問い合わせ先  

 環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

 

 

 

▼日時 ３月１２日（土）午前７時～９時 

                         ※雨天決行 

▼収集場所 ほたるパーク山吹 

（アピタ高森店 西側広場） 

▼収集品目 

①電気や電池で動く家庭用使用済小型家電：無料 

・携帯電話、パソコン、デジタルカメラなどの個人情報に

関するデータは、必ず消去してください。 

・一度回収した製品は返却できません。 

・電池、灯油、蛍光管、電球、インクカートリッジ、ＤＶ

Ｄ、掃除機のごみパックなどは外してください。 

【注意】次の品目は小型家電対象外（有料）です。 

・「こたつ」（ヒーターのみなら無料回収できます。） 

・電池着火のみの「ストーブ」･「ガスコンロ」など 

・プラスチック部分が多い「電気カーペット」 

②粗大ごみ（大型のごみ）：有料 

小型家電対象外製品、じゅうたん、家具、自転車、

マットレス、布団、ソファ、ベッド、机、いす など 

 

 

 

 

 

 

 
 

▼問い合わせ先  

環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高森町ふれあいスクールでは、平成２８年度の参

加申し込みの受け付けを行います。 

▼ふれあいクラブ（通常） （小学１年生～６年生） 

○申込期限 ３月５日（土）正午 

○申込先  教育委員会事務局 

※長期休業（夏休み・春休み）のみ利用希望の方は、

改めて申し込みの受け付けを行います。 

▼学童クラブ （小学１年生～６年生）  

以下のとおり申し込みの受け付け・面接を実施します。 

○日時 ３月５日（土） 午前９時～正午 

○場所 中央公民館 ２階学習室 

ご都合がつかない方は２月２９日（月）～３月４

日（金）午前８時３０分～午後５時１５分の間に直

接教育委員会事務局へ申し込みをしてください。 

その際、面接をします。 

※なお、学童クラブを次のとおり変更します。 

・実施時間 

 「放課後～午後６時００分」→「放課後～午後６

時３０分」（希望で午後７時まで延長できます。） 

・月額負担金 

 放課後～午後６時３０分までは３，０００円 

延長料金は一日あたり１００円増とします。 

▼申込用紙 

教育委員会窓口、各ふれあいスクールまたは町の

ホームページよりダウンロードしてください。 

▼問い合わせ先 

 教育委員会 こども未来係 電話３５-９４１６ 

 

 

 

 資料館「時の駅」では、今年も町内外から寄贈さ

れた江戸時代から昭和の時代にかけての貴重なひな

人形を展示します。 

今回は、「里帰りひな人形」と

して、今から約１００年前、上

市田から埼玉県のお宅へ送られ、

今回、当資料館に寄贈していただいたひな人形６体

を展示します。あわせて、公民館美人画教室の皆さ

んの作品も展示します。また、町民ギャラリーでは、

下市田の片桐猛さんの「桜 花咲く 花浮かぶ」と

題した写真展も開催いたします。 

 資料館で心温まる「春」をぜひ満喫してください。 

▼期間 ３月１日（火）～４月３日（日） 

※３月の休館日（７日、１４日、２２日、２８日） 

▼時間 午前９時００分～午後４時３０分 

▼場所 資料館「時の駅」ロビー・第３展示室 

▼入館料 無料 

（町外大人２００円、小人１００円） 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

 電話３５-７０８３ 

小型家電・粗大ごみを収集します 

テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機 

衣類乾燥機について 

 下市田工業団地内「㈲丸伝運送 高森物流セン

ター」が指定引取場所になっていますので、直接

持ち込み可能です。(日曜日･祝日は除く) 

 引き取りにはリサイクル券が必要です。郵便局

でお買い求めください。 

古着類を収集します 

 
高森町役場経営企画室 
℡３５－３１１１(代表) 

平成 28年 2月 18日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 

企画展「ひな人形と美人画展」＆ 

町民ギャラリー「桜」写真展の開催 

 

２月の夜間役場は２月２５日(木)です。 

納税、各種証明発行にご利用ください。 

高森町キャラクター柿丸くん 

ふれあいスクール（ふれあいクラブ・学童クラブ）

平成２８年度の参加申し込みについて 



 

 

 各常会の保健推進員さんを通じて、平成２８年度各

種検診の取りまとめを行っています。検診の説明を

よく読んで、「各種検診申込票」へもれなく記入し、

常会の保健推進員さんの指定した方法で提出してく

ださい。 

 常会に加入されていない方も、「各種検診申込票」

へ記入し、役場健康支援係または山吹支所へ提出し

てください。全家庭の方の提出をお願いします。 

▼提出期限 ３月７日（月）（期限厳守） 

▼提出・問い合わせ先 

  健康福祉課 健康支援係 電話３５-９４１２ 

 

 

 

 

春の心地よい陽ざしを浴びながら、ウォーキング

を行いませんか。ウォーキングは糖尿病予防・脳梗

塞の予防・認知症予防・美容効果など多くの効果が

あります。ぜひ、お誘い合ってウォーキング教室に

ご参加ください。 

▼日時 ３月１２日（土）・４月９日（土）※全２回 

 午前９時～１１時 

▼場所 福祉センター ２階大ホール 

▼対象 ４０歳～６０歳の方 

※足腰に持病や痛みがない方 

▼内容 講義を行った後、実際にウォーキングを行い

ます。（ノルディックウォークも行うことができます。） 

▼講師 健康運動指導士 酒井 浩文 さん 

▼服装 運動ができる服装、運動靴、帽子 

▼持ち物 飲料水、タオル 

▼募集定員 ３０人 

▼募集期限 ３月９日（水) 

※詳しくは健康支援係までお問い合わせください。 

▼申込・問い合わせ先 

   健康福祉課 健康支援係 電話３５-９４１２ 

 

 

 

 

 県では、より多くの皆さんにプロボノ（専門的な

知識・スキルを生かしたボランティア活動に取り組

んでいる人材）について知っていただくために「信

州プロボノフォーラム２０１６」を開催します。 

▼日時 ３月１３日（日） 

午後１時００分～３時３０分 

▼場所 ＮＢＳホール 

（長野市岡田町大手１３１－７ 長野放送内） 

▼内容 

･ＮＰＯやプロボノからの活動紹介 

・記念講演「新幸福論～社会貢献でつくる未来の信州」 

▼講師 森永 卓郎さん（経済アナリスト） 

▼参加料 無料（要申込） 

※詳細はお問い合わせください。 

▼申込・問い合わせ先 

認定ＮＰＯ法人長野県みらい基金 

電話０２６-２１７-２２２０ 

 

 

高森町スポーツ少年団では、４月から活動する新

入団員を募集します。後日、学校・保育園を通じて

配布される募集要項をご覧のうえ、入団を希望する 

団の練習を見学したり、説明をよく聞いてからお申

し込みください。 

▼対象 小学１年生以上（団によっては小学１年生

から入団できない場合もあります。） 

▼種目 サッカー、バレーボール、ラグビー、柔道、

剣道、バドミントン、卓球 

▼説明会 ３月５日（土）午後７時～  

※場所は募集要項でご確認ください。 

▼問い合わせ先  

教育委員会 社会教育係 電話３５-９４１６ 

 

 

 

 

▼日時 第１回 ２月２４日（水） 

第２回 ３月 ９日（水） 

午前１０時３０分～午後３時００分 

▼会場  御大の館２階 休憩室 

▼対象  中学生以上の方 

▼持ち物 裁縫道具一式 

▼参加料 １,０００円（材料費、体験料、入浴料含む） 

▼申込・問い合わせ先 

信州たかもり温泉 御大の館 電話３５-８２７０ 

 

 

 

  

不動産評価に関する無料相談会を開催しますので、

お気軽にお出かけください。 

▼内容 不動産評価に関する事項について、不動産鑑

定士がお答えします。具体的には、売買、交換、相続、

借地、担保、賃貸借等に係る不動産評価です。 

▼近隣開催地・日時 

【飯田市】  

〇日時 ４月４日（月）午前１０時～午後４時 

〇会場 飯田市役所 Ａ３０１会議室 

【伊那市】 

〇日時 ４月１日（金）午前１０時～午後４時 

〇会場 伊那市役所 ３階 ３０３会議室 

※このほか、長野市、上田市、佐久市、松本市、

諏訪市で開催します。 

▼問い合わせ先 （社）長野県不動産鑑定士協会  

電話０２６-２２５-５２２８ 

 

 

独立行政法人自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ）は、

自動車事故による被害者保護の増進を目的に、「介護

料の支給」と「交通遺児等への育成資金の無利子貸付」

を行っております。 

※詳細はお問い合わせください。 

▼問い合わせ先 

 独立行政法人自動車事故対策機構長野支所 

   電話０２６-４８０-０５２１ 

各種検診申込票の提出について 

【受講者募集】 

春らんまん 始めようウォーキング！ 

この機会にご相談を 

不動産評価等の無料相談会 

スポーツ少年団員を募集します 

「信州プロボノフォーラム２０１６」 
の開催について 

つるし雛体験教室を開催します 
【各回先着２０人】 

自動車事故による被害者保護制度について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎２月の町税・料金 
○国民健康保険税（普通徴収) 第９期  ○介護保険料（普通徴収） 第６期 

○後期高齢者医療保険料（普通徴収） 第８期  ○上下水道料・ＣＡＴＶ使用料・保育料  ２月分 

※口座振替日は２月２６日（金）です。納付書払いの方は最寄りの金融機関または役場会計局にて納付願います。 

 高森町役場では、４月１日採用の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。 

◆全職種共通要件：普通自動車運転免許のある方 

 ◆①～⑤の職種共通要件：６０歳以下（平成２８年４月１日現在）で、心身ともに健康な方 

             勤務日は月曜日～金曜日 

 ◆⑥～⑦の職種共通要件：６５歳以下（平成２８年４月１日現在）で、心身ともに健康な方 

             勤務日は月曜日～金曜日および第２・第４土曜日 

職種区分 
勤務内容 

（勤務先） 

募集 

人員 

免許・資格の 

有無等 
勤務時間 賃金 

①一般事務

員 

各種書類等の受付事務、各種

データ入力事務、窓口・電話

対応 

 （健康福祉課） 

１人 パソコンの操作が

できる方 

午前８時３０分～ 

午後５時１５分の

間で１日７時間 

４５分勤務 

日給 

６，６００円 

②子育て支

援センター 

・コーディ

ネーター 

子育て相談、支援活動 

ファミリーサポートセンター

の事務・調整 
（高森町子育て支援センター） 

１人 保育士の資格があ

る方（または、取

得見込みの方） 

午前８時３０分～ 

午後５時１５分 

時間外勤務あり 

月額 

１４９,７００円 
 

③学校給食

センター調

理員 

学校給食の調理および食器食

缶の洗浄等 

（高森町学校給食センター） 

１人 調理師免許のある

方 

午前８時３０分～ 

午後５時１５分 

時間外勤務あり 

日給 

６，８００円 

④月額保育

士 

クラス担任保育士保育業務 

（町立保育園） 

３人 保育士の資格があ

る方（または、取

得見込みの方） 

午前８時３０分～ 

午後５時１５分 

時間外勤務あり 

月額 

１５５,７００円 
勤務年数によ

る加算制度 

あり 

⑤７時間パ

ート保育士 

保育業務 

（町立保育園） 

２人 保育士の資格があ

る方（または、取

得見込みの方） 

午前８時３０分～ 

午後７時００分の間

で１日７時間勤務 

時給 

９００円 

⑥ふれあい

スクール指

導員 

(有資格者) 

ふれあいスクールでの児童対

応等 

（南・北小学校 

ふれあいスクール） 

１人 教員、保育士また

は、社会福祉士の

資格がある方で、

子どもたち（児童）

と接することが好

きで、子どもの健

全育成に理解のあ

る方 

 

午後１時３０分～ 

７時００分の間で 

１日５時間勤務 

 

土曜日および学校

の休校日は、 

午前８時３０分～ 

午後７時００分の

間で所属長の指定

する時間 

時給 

９００円 

⑦ふれあい

スクール指

導員 

ふれあいスクールでの児童対

応等 

（南・北小学校 

ふれあいスクール） 

１人 子どもたち（児童）

と接することが好

きで、子どもの健

全育成に理解のあ

る方 

時給 

８７０円 

▼申込期限 ３月４日（金）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） 

①履歴書・申込書 ※写真貼付 高森町ホームページ、総務課行政係窓口にて入手してください。 

②資格証の写し（保育士、調理員、ふれあいスクール指導員（有資格者））または、資格取得見込証明書（保育士） 

▼雇用期間 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日（場合により延長することもあります。） 

▼試験方法 面接試験（試験日は追ってご連絡します。）※詳細はお問い合わせください。 

▼申込・問い合わせ先 高森町役場 総務課行政係 

 〒３９９-３１０３ 長野県下伊那郡高森町下市田２１８３-１ 電話３５-９４０２ 

平成２８年４月１日採用の高森町臨時職員を募集します【追加募集】 

 

◎徳島県美馬市産のハッサク、デコポン注文受付中（２月２９日注文締切） 
○ハッサク １０kg箱２,５００円  ○デコポン ５kg箱３,０００円 

▼注文・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 



 

ＮO、２６１        ３ 月 生 涯 学 習 情 報     平成２８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 

3 月 1 日 

3 月 22 日 

中央公民館 

福祉センター 
午後 4 時～ アコーディオン初級講座 

牛牧短歌会 3 月 9 日 中央公民館 午後 1 時～ 短歌の勉強 

演劇サークル ﾎｲｯﾌﾟ 3 月 3・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 3 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 3 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 

詩吟クラブ 3 月 18 日 中央公民館 午後 1 時～ 詩吟を楽しむ 

自分史講座 3 月 28 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） 冬期随時開催 未定 未定 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 3 月 10・24 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 
3 月 8 日 

3 月 22 日 

中央公民館 

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 3 月 28 日 福祉センター 午後1時30分～ 美人画の勉強 

瀧里歌会 3 月 4 日 中央公民館 午後 1 時～ 短歌を楽しむ 

たんころりん 3 月 10 日 中央公民館 午後7時30分～ お話の語り 

津軽三味線 毎月第 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 3 月 11・25 日 福祉センター 午後1時30分～ 手まり作り 

点字サークル 3 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 3 月 2・16 日 中央公民館 午後 7 時～ 健康体操 

ひまわり健康体操教室 3 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（ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ） 

真向法 3 月 1・8・15・22・29 日 中央公民館 午後7時30分～ 健康体操・老化防止 

木鶏の会 3 月 22 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 
3 月 5・12・19 日 

3 月 25 日 

中央公民館 

中央公民館 

午前 9 時～ 

午後 8 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問い合わせください。 
 

◆生涯学習人材バンク登録者の募集 

※自分の知識や特技を生かせるよう、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、町の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。 
 

◎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 

3 月 6・9 日(福祉センター) 

3月10･24日(中央公民館) 

午前 10 時～ 

午後 7 時 30 分～ 


