
 

NO、２６４        ６ 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。 

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。 

 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 

6 月 19 日御大の館駐車場 
（雨天時：福祉センター) 

6 月 8 日（福祉センター） 
6 月 1･15 日(福祉センター) 

午前 9 時 30 分～ 
 

午前 9 時 30 分～ 
午後 7 時 45 分～ 

 
◆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。 

 

◎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） 

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 6 月 7・21 日 中央公民館 午後 4 時～ アコーディオン初級講座 
牛牧短歌会 6 月 8 日 福祉センター 午後 1 時～ 短歌の勉強 
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 6 月 11 日 福祉センター 午後 1 時～ カラオケを楽しむ 
ぐりとぐら 6 月 6 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 6 月 3・17 日 中央公民館 午後 1 時～ 詩吟を楽しむ 
自分史講座 6 月 20 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） 6 月 11 日 下市田学校 午前 7 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) 
瀧里歌会 6 月 3 日 福祉センター 午後 1 時～ 短歌を楽しむ 
たんころりん 6 月 14 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 6 月 10・24 日 福祉センター 午後 1 時 30 分～ 手まり作り 
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 6 月 17 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 毎月第 1・3 水曜日 やすらぎ荘 午後 7 時～ 健康体操 
ひまわり健康体操教室 6 月 9・23 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 6 月 7・14・21・28 日 中央公民館 午後 7 時 30 分～ 健康体操・老化防止 
木鶏の会 毎月第 3 月曜日 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 
高森コーラス 6 月 9・23 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 
高森美人画教室 6 月 27 日 福祉センター 午後 1 時 30 分～ 美人画の勉強 

やさしいヨガストレッチの会 6 月 10・24 日 
6 月 18 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 チームほっ♥たかもりでは、女性対象の町内めぐり

を計画しました。ぜひ、ご参加ください。 

▼日時 ６月５日（日）午前９時１５分～ 受付 

           午後１時００分頃 解散 

▼集合・解散場所 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

▼コース 時の駅見学～さくらんぼ狩り～松岡城址

見学～アグリ交流センター内「いるもんでカフェ」

で昼食～山吹公園見学～時の駅解散 

▼参加費（１人あたり） 大人（中学生以上）２，０００円 

          小学生     １，５００円 

          ３歳以上    １，０００円 

▼申込方法 来庁または電話でお申し込みください。 

▼申込期限 ５月２７日（金） 

ただし、先着３０人で締め切ります。 

▼その他 

・参加費は当日集金しますので、おつりのいらない

ようにご用意ください。 

・子どものみの参加はできません。ご了承ください。 

・未就学児が参加する際には、チャイルドシートの

持参にご協力ください。 

▼申込・問い合わせ先 

経営企画課 協働推進係 電話３５-９４４１ 

 

 

▼日時 ６月４日（土）午前７時～９時 ※雨天決行 

※収集時間は厳守してください。 

▼収集場所 町民体育館下駐車場 

▼収集品目 

○古着類 

○古布（シーツ、タオルケット、こたつ掛等） 

※以下の物は、今回の収集対象ではありません。 

○学生服、ユニフォーム、着物、綿入り衣料、プラ

スチック素材→その他プラへ。 

○毛布、布団→粗大ごみへ。 

○ぬいぐるみ→燃やすごみまたは、その他プラへ。 

▼出し方・注意事項 

・中が見える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

は使わないでください。 

▼問い合わせ先  

 環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各区の計画により全戸参加し、地域の防災・環境

保全にご協力いただきますようお願いします。 

※区、常会に加入されていない方も、最寄りの清掃

場所へ参加していただきますようお願いします。 

※作業時間等わからない場合には、常会等に加入し

ている近所の方にお聞きください。 

▼実 施 日 ６月１２日（日） 

▼作業時間 各区の計画によりますが、おおむね

３時間以内。 

▼作業箇所 各区の計画によります。 

▼作業内容 ①河川敷内の草刈りと危険物の除去お

よび処分 ②道路の草刈り ③刈り取った草木につ

いては、河川内からの除去を基本としますが、各区

において、河川の形状や地域の実情、取水口の有無

等により総合的にご判断ください。④主要河川以外

でも防災と環境上必要な箇所は、除草等の実施をお

願いします。 

▼その他  

○事故には十分ご注意ください。 

〇河川および道路に面した地主の方は、支障となっ

ている竹木等がありましたら、事前に処理をお願い

します。 

○中止の場合は、午前６時に音声告知をします。 

▼問い合わせ先  

建設課 管理係 電話３５-９４０７ 

 

 

  

禅寺丸柿の「かきまるくん」がきっかけで交流が

始まった川崎市麻生区にある昭和音楽大学の声楽科

の皆さんが、南北小学校、中学校にて声楽指導およ

び、コンサートを開催してくれることになりました。 

下記のとおり一般公開しますので、ぜひお出かけ

ください。 

▼日時 ６月２０日（月） 

午後３時～午後４時 終了予定 

▼場所 高森中学校 体育館 

◎入場にはチケットが必要ですので、下記よりお求

めください。 

▼配布開始 ５月２３日（月）午前８時３０分から 

▼配布場所 役場２階 経営企画課 

▼その他 入場無料です。チケットは、数に限りが

ありますので、お早めにお求めください。 

▼問い合わせ先 

経営企画課 みらい創生係 電話３５-９４４１ 

 

 

 

 

全町一斉河川清掃の実施について チームほっ♥たかもり主催  
町内めぐり ～キラリ☆ひかる 

 たかもりまちを知ろう～ 
参加者募集！ 

 
高森町役場経営企画課 
℡３５－３１１１(代表) 

平成２８年５月１８日発行 高森町役場からの 

お 知 ら せ 版 
高森町キャラクター柿丸くん 

全町を対象に古着類を収集します 
昭和音楽大学声楽科コンサート 

開催のお知らせ 

●もう一度ご確認ください。 ～町税等の納付忘れはありませんか？～ 
町税・料金等に未納がある方には、督促状や催告書をお送りしています。 

指定納期限までにお近くの金融機関または、役場会計局にて納付してください。 

▼問い合わせ先 町民税務課 収納係 電話３５-９４１３ 



 

 

 

高森町選挙管理委員会では、７月１０日執行（予

定）の参議院議員選挙の期日前投票所の立会人を募

集します。 

▼応募資格 

期間内に、高森町に選挙権がある人で、期日前投

票所において立会人を行ってもらえる人。 

▼従事期間 

６月２４日（金）～７月９日（土）の１６日間 

（１日単位でも結構です。） 

▼従事場所 

町民体育館および、アピタ高森店内の期日前投票所 

▼従事時間 

町民体育館 午前８時３０分～午後８時００分の 

１１時間３０分 

アピタ高森店 午前１０時００分～午後８時００分の 

１０時間 

▼従事内容 投票の監視 

▼報酬 町民体育館  １日当たり ９，５００円 

アピタ高森店 １日当たり ８，２６０円 

※所得税を差し引きます。 

▼申込方法 

役場２階総務課に承諾書を用意してありますので、

印鑑をお持ちになって、申し込みにお越しください。

定数に達し次第、受け付けを終了します。 

▼問い合わせ先 

選挙管理委員会 電話３５-９４０４ 

 

 

 

熊本地震により被災された方々を支援するため、

下記のとおり義援金の受け付けを行っています。皆

さまの温かいご支援をお願いします。 

▼義援金名称 平成２８年熊本地震災害義援金 

▼受付期間 ６月３０日（木）まで 

▼受付場所 役場本所、山吹支所窓口 

▼その他 お寄せいただいた義援金は、被災地（大

分県も含む）に設置された義援金配分委員会を通じ、

全額を被災された皆さまにお届けします。 

４月３０日までにお寄せいただいた義援金は、

２４，１８２円でした。５月２日に日本赤十字

社長野県支部へ送金しました。 

ありがとうございました。 

※合わせて、７月２９日（金）まで「２０１６年エ

クアドル地震救援金」の受け付けも行っております。 

▼問い合わせ先 

日本赤十字社長野県支部 高森町分区事務局 

 健康福祉課 地域福祉係 電話３５-９４１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童手当を受給している方は、毎年６月１日の状

況を届け出ていただきます。該当する方には「現況

届」用紙をお送りしますので、期限までにご提出く

ださい。郵送での提出もできます。 

※提出されない場合は、６月分以降の手当を受給す

ることができません。 

▼提出書類 

○現況届（現在、受給中の方全員） 

・必要事項を記入訂正し、返送ください。 

○請求者本人の保険証のコピーまたは、年金加入証

明書（厚生年金に加入している方） 

○平成２８年度（平成２７年分）所得・課税・扶養

証明書（平成２８年１月１日時点で高森町に住所が

なかった方） 

・平成２８年１月１日時点で住民登録をしていた市

町村から証明書を取り寄せてください。 

○児童の属する世帯全員の住民票、別居監護申立書

（児童が高森町外に住民登録している方） 

○在留カードの写し（外国籍の方） 

▼所得確認 

現況届に基づき、所得の確認を行います。次の表

の金額と受給者等の２７年分の所得とを比べ、表の

金額を超えた場合は特例給付(児童１人当たり月額

５，０００円)になります。 

【平成２８年度 所得制限限度額】 

扶養親族の数 所得制限限度額 

０人 ６２２万円 

１人 ６６０万円 

２人 ６９８万円 

３人 ７３６万円 

４人 ７７４万円 

５人 ８１２万円 

６人以上の場合 １人増えるごとに３８万円増 

▼提出期限 ６月３０日（木） 

 

 

▼問い合わせ先 

 健康福祉課 地域福祉係 電話３５-９４１２ 

 

 

 

 

 役場庁舎等の電気設備点検作業を行うため下記の

日程で役場土曜窓口（住民票・戸籍記載事項証明・

印鑑証明の発行等）を休止させていただきます。 

 町立図書館も午前中は休館させていただきます。 

 ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願い

します。 

▼休止日（休館日） ６月４日（土） 

（町立図書館は、午後１時から開館します。） 

▼問い合わせ先 

（土曜窓口） 町民税務課 電話３５-９４１７ 

（図書館休館）町立図書館 電話３５-９４３４ 

平成２８年熊本地震災害義援金を 

受け付けています 

児童手当現況届を提出してください 期日前投票所の立会人を募集します 

「人権擁護委員の日」特設相談所 
▼日時 ６月１日（水）午前１０時～午後３時 

▼場所 福祉センター３階 中ホール 

※相談は、無料。事前の予約は不要です。 

▼問い合わせ先 
健康福祉課 地域福祉係 電話３５-９４１２ 

児童手当６月期（平成２８年２月～５月分）の

振込日は、６月１５日（水）です。 

役場土曜窓口休止および 

図書館臨時休館のお知らせ 

６月４日 

午前中 

 

 

 

 

  

▼日時 ５月３１日（火）午後１時３０分～３時３０分 

▼場所 長野県松本合同庁舎 講堂 

▼内容・講師 

①「電気通信サービスに関する消費者保護ルールに

ついて」 

講師：総務省信越総合通信局情報通信部 

電気通信事業課職員 

②「仲間づくりは笑いから～地域の見守り力向上で、

安全・安心な社会を～」 

講師：埼玉県生きがい大学講師 笑い療法士 

       北沢正嗣（あやし家こいつ）さん 

▼その他 受講料無料。筆記用具をご持参ください。 

▼問い合わせ先 長野県南信消費生活センター 

電話２４-８０５８・ＦＡＸ２１-１７０３ 

 

 

支給対象該当者の方に申請書と返信用封筒を発送

しました。申請書に必要事項を記入し、押印して返

信用封筒にて返送していただくか、役場健康福祉課

窓口へご持参ください。 

▼対象者 

 平成２７年度臨時福祉給付金支給対象者のうち、

平成２８年度中に６５歳以上になる方（昭和２７年

４月１日以前に生まれた方）が対象です。 

 ただし、支給決定がされる前に亡くなられた方は

除きます。 

▼給付額 対象者１人につき３０，０００円 

▼申請受付期間 ７月１日（金）まで 

※必ず期間内に申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼問い合わせ先 

健康福祉課 地域福祉係 電話３５-９４１２ 

 

 

 

 

 日赤資格指導員の方の指導による親子対象の救命

救急講習を開催します。参加費は無料です。 

▼日時 ６月４日（土） 

午前１０時３０分～１１時３０分 

▼場所 健康センターあさぎり 

▼内容 「下坂先生による役立つ救急法講習」 

▼対象 満４歳以上小学生までの親子ペア 

▼定員 １５組 

▼持ち物 バスタオル 

▼その他 動きやすい服装でお越しください。 

▼申込期限 ６月１日（水） 

※定員になり次第締め切ります。お早めにお申し込

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 

 

 

  

平成２８年度「地元農畜産物を使った料理教室」

の開催予定が決まりました。 

 参加募集は開催日前月後半発行のお知らせ版で行

います。 

▼申込・問い合わせ先   

営農支援センターゆうき 電話３５-３０４４ 

▼今後の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞平成２７年度臨時福祉給付金の支給要件 

○平成２７年１月１日時点で高森町に住民登録の

ある方 

○平成２７年度分の町民税が課税されていない方 

ただし、町民税を課税されている方に扶養されてい

る方、生活保護受給者、中国残留邦人等に対する支

援給付の受給者等は支給対象外です。 

第１回くらしのセミナー 
（消費者月間記念講演会）開催のお知らせ 

５月の夜間役場は５月２５日(水)です。 
役場窓口を夜７時まで延長します。 

納税・各種証明発行等に 
ご利用ください。 

夜間女性相談窓口も開設します。 

「高齢者向けの給付金」の申請について 

◎給付金をよそおった不審な電話や郵便物

などにご注意ください。 
 ご自宅や職場などに市町村や厚生労働省などを

かたった電話がかかってきたり、郵便物が届いた

ら、迷わず、役場や最寄りの警察署（または警察

相談専用電話【＃9110】）にご連絡ください。 

・厚生労働省が、ＡＴＭ（現金自動支払機）の操

作をお願いすることは絶対ありません。 

・町や厚生労働省が、「高齢者向けの給付金」の支給

のために手数料を求めることは絶対ありません。 

・厚生労働省が、住民の皆さまの世帯構成や銀行

口座の番号などの個人情報を照会することは絶

対ありません。 

水遊びシーズン前に 
親子で救命救急講習を受けよう！ 

「絆を深める救急法講習会」開催 

地元農畜産物を使った料理教室 
平成２８年度の開催予定について 

開催日 担当講師 

７月１２日(火) 
下伊那農業改良普及センター

係長 小野 美佐子さん 

８月 ９日(火) 
野菜ソムリエ 

下井 泉さん 

９月１３日(火) 
ジュニア野菜ソムリエ 

林 郁さん 

１０月１２日(水) 
ＪＡ組織広報課 

課長 久保田 愛子さん 

１２月１３日(火) 
野菜ソムリエ 

殿倉 由起子さん 

 １月１１日(水) 
ＪＡエプロンサポーター 

長沼 とも子さん 

 ２月１４日(火) 
下伊那農業改良普及センター

専門幹 堀尾 しづよさん 

 ３月１４日(火) 北沢 貞子さん 

 


