
 

 

 

 

 

 

 

全町を対象とした古着・古布の収集を行います。収

集した古着類は工業用ウエスに加工しています。 

▼日時  ３月２日（土） 午前７時～９時  

▼収集場所  町民体育館下駐車場 

▼出し方 

○中が見えるビニール袋に入れてお出しください。 

○「その他プラスチック専用袋」(赤プラ袋)も利用できます。 

▲！ 注意▲！ 中が見えない袋、肥料袋、紙袋、「その他プラ

スチック専用袋」以外の指定ごみ袋では出せません。 

▼収集できないもの  

○汚れ、破損が著しいもの 

○学生服、ユニホーム、作業服、下着、靴下、和服、中

綿入り衣類、プラスチック素材の衣類、帽子､ぬいぐる

み､敷パット、こたつ敷、玄関マット ➔ 燃やすごみ 

○毛布、布団類 ➔ ①燃やすごみ または ②粗大ごみ 

①燃やすごみに出す場合…切断して「燃やすごみ

袋」に入れて出すか、稲葉クリーンセンターに直

接搬入する。（料金１０ｋｇあたり１８０円）  

②粗大ごみに出す場合…有料収集 

次の収集日は３月９日（土） 

▼その他 

○収集時間内にお持ち込みください。上記時間以外の

受け取りはお断りします。 

○収集場所や付近の道路は混雑が予想されます。係の

誘導に従い、通行には十分ご注意ください。 

○悪天候の場合、収集日を延期することがあります。

延期を決定したときは音声放送で告知します。 

※役場宿直でも確認いただけます。（電話３５－３１１１） 

▼事前受け入れ 

○収集日当日に都合の悪い方はご利用ください。 

受入日：２月２６日（火）、３月１日（金） 

場 所：リサイクルステーション(町民体育館下)   

時 間：両日とも午前９時～正午（時間厳守） 

▼問い合わせ先  

  環境水道課 環境係 電話３５－９４０９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▼日時 ３月９日（土）午前７時～９時 

▼収集場所 ほたるパーク山吹（山吹・アピタ高森店裏） 

▼収集品目１ 小型家電：無料収集 

電気や電池で動く、家庭で使用し不要になった家電製品 

★排出時の注意  

・携帯電話、デジタルカメラ、パソコンなどに記録されている個

人情報に関するデータは、必ず消去してから排出してください。 

・乾電池、充電池、バッテリー、ビデオテープ、カセットテ

ープ、インクカートリッジ、ＣＤ、ＤＶＤ、掃除機のごみ

パック、蛍光管、電球等は取り外して排出してください。 

・ファンヒーターの灯油タンクは空にして排出してください。 

・ダンボール箱、ビニール袋等の梱包・包装から取り出

して排出してください。 

・一度回収した製品は返却しません。 

★収集の対象外品（粗大ごみとして収集します） 

扇風機、掃除機、照明器具、石油ストーブ、ガステーブル、電気カーペ

ット、電気毛布・電気敷布、電気こたつ（※ヒーター部のみは小型家電）、

木製の大型スピーカー、マッサージチェア、オイルヒーター など 

 

 

 

 

▼収集品目２ 粗大ごみ：有料収集 

【主な収集対象品】指定収集袋に入らない物、長さ６０ｃｍを

超える金物、魔法瓶、温水器、石油ストーブ、家具、建具、自転

車、大型健康器具、大型スポーツ用品、ヘルメット、カーボン・

グラスファイバー製品（釣りざお、ラケットなど） 

★料金 品目、サイズにより算定します。その場で精算

していただきますので現金のご用意をお願いします。 

★大型の「燃やすごみ」の扱い 

マットレス、じゅうたん、カーペット、プラスチック製品（衣装ケース、

収納ボックス、おけ、ポリタンク、クーラーボックスなど）、花ござ、スタ

イロ畳など大型の燃やすごみは「粗大ごみ（有料）」に出すことができます。 

★収集できない物 

自動車用バッテリー、土砂、瓦、消火器、ガスボンベ、ピアノ、

農機具、農業用資材、業務用品（事業系廃棄物） 

▼お願い（小型家電・粗大ごみ収集共通） 

・収集時間を厳守してください。 

・収集場所入口・場内では係員の誘導にしたがってください。 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 電話３５－９４０９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古着・古布を収集します 小型家電・粗大ごみを収集します 

学校の制服・園児服などは 

学用品リユース（再利用）へ 

不要になった学用品、まだ使えるのに捨てるなんてもったい

ない。中古品でもいいから欲しい。そんな思いをつなげます。 

▼問い合わせ先 高森町ボランティアセンター 

電話３４-３００１ 

http://volinteer.takamori-syakyo.com/use.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月の夜間役場は 

２月２５日（月）です。 
役場窓口を午後７時まで開設します。 

各種証明発行、納税などができます。 

女性相談窓口を毎月夜間窓口に併せて開設します。 

家電４品目は町では収集しません 
テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機 

郵便局でリサイクル券を購入し、下記の指定引取場所

へ直接搬入してください。 

○指定引取場所 

㈲丸伝運送 高森物流センター（下市田）電話４８-６６４１ 

前田産業（飯田市上郷別府）  電話２２-２４８８ 

※営業日・営業時間は、指定取引場所に直接お問い合

わせください。 

★リサイクル券を購入済みの場合は、運送料金を支払うことで粗大ごみ

収集でも引き取ります。リサイクル券を必ず持参してください。 

ボックス回収を行っています 

大きさが１５ｃｍ×２５ｃｍ以内の小型家電は、役場玄

関に設置してある小型家電回収ボックスに投入すること

ができます。（平日 午前８時３０分～午後５時１５分） 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

平成３1 年２月１8日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 

http://volinteer.takamori-syakyo.com/use.html


 

 

 

 

 

平成３１年度の利用を希望される場合は、内容をご

確認の上、参加申し込みをしてください。 

▼申込方法 下記日程のとおり、申込書の受付および

面接を行います。申込書を持参の上、指定の時間内

にお越しください。 

▼日時 ３月２日（土）午前９時～正午 

▼場所 中央公民館 ２階学習室 

※当日ご都合の悪い方は２月２５日（月）～３月１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お越しいただき、面接を受けて

ください。 

※平成３０年度にふれあいスクールを利用された方

も、新たに申し込みが必要となります。 

※詳細については、下記までお問い合わせください。 

▼申込用紙 教育委員会事務局、各ふれあいスクール

または町のホームページより入手してください。 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 学校教育係 

電話３５－９４１６ 

 

 

 

 

 

 

日本映画大学が製作した高森町在住の方の短編ド

キュメンタリーの上映会を開催します。撮影した学生

も来町し、ドキュメンタリーの内容説明や撮影秘話を

披露します。詳しくは組合回覧チラシをご覧ください。 

併せて、１月２５日～２８日の４日間、イタリア・

ミラノで開催された国産見本市「ＨＯＭＩ（ホーミ）」

で、高森町・特産

品市田柿のＰＲ

を行った活動報

告会を開催しま

す。興味のある方

はぜひお出かけ

ください。 

▼日時 ２月２７日（水）午後４時００分～５時３０分 

▼会場 福祉センター大ホール ※入場無料です 

▼タイムスケジュール 

 １．日本映画大学短編ドキュメンタリー『なおみよし』 

（約３０分間） 

 ２．イタリア・ミラノ国産見本市参加報告会 

（約２０分間） 

 ３．日本映画大学短編ドキュメンタリー『継承』 

（約３０分間） 

▼問い合わせ先 総務課 企画振興係  

電話３５－９４４１ 

 

 

 
 

町では、昨年７月に日本脳炎Ⅱ期予防接種が未完了

の中学校３年生・高校１年生の方に「日本脳炎予防接

種予診票（Ⅱ期）」をお送りしました。まだ予防接種

を受けられていない方は、早めの予防接種をお願いし

ます。 

※予診票を紛失してしまった方は下記までご連絡く

ださい。 

▼その他 詳しくは下記までお問い合わせください。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係（保健師） 

電話３５－９４１２ 

 

 

 
 

町では、昨年５月に年度末年齢(平成３１年３月末

時点)が６５、７０、７５、８０、８５、９０、９５、

１００歳となる方に「高齢者肺炎球菌ワクチン予診

票」をお送りしました。接種を希望される方は必ず期

限までに接種をお願いします。 

※予診票を紛失してしまった方は、下記までご連絡ください。 

※すでに一度高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種を

受けている方には郵送しておりません。 

▼接種期限 平成３１年３月３１日（日） 

▼問い合わせ先  健康福祉課 健康係（保健師） 

電話３５-９４１２ 

 

 

 
 

町では不妊治療への助成を行っています。平成２９

年度から、より多くの方にご利用いただけるように第

２子以降の治療も助成の対象となっています。 

▼申請可能回数 年度内（平成３０年４月１日～平成

３１年３月３１日)に１回 

▼申請対象費用 申請年度内の検査・治療に対して支払

いの済んだ医療費分で、治療にかかった金額の半額。 

※助成金の上限は１０万円。 

▼その他 申請方法など詳しくは下記までお問い合

わせください。 

▼お問い合わせ先  健康福祉課 健康係（保健師） 

電話３５‐９４１２ 

 

 

 

 

長野県飯田技術専門校では、訓練の成果の発表、紹

介のため「技能フェスタ」を開催します。 

▼日時 ３月３日（日）午前９時～正午 

▼内容 木造建築科製作の木工製品展示即売や木工

体験、自動車整備科のエンジンの載せ替え実演や無

料マイカー日常点検など。高森町商工会建設業部会

によるコースター作り体験もあります。 

▼会場 飯田技術専門校（飯田市松尾明） 

▼問い合わせ先 飯田技術専門校 

電話２２－１０６７ 

中学校 3年生・高校 1年生の 

日本脳炎予防接種（Ⅱ期）について 

５月に高齢者肺炎球菌ワクチン 

予防接種の予診票が届いた方へ 

不妊治療を行った方は 

お早めにご相談ください 

長野県飯田技術専門校から 

「技能フェスタ 2019」開催のご案内 

平成 31年度 ふれあいスクール 

（ふれあいクラブ・学童クラブ）の 

参加申し込みについて 

日本映画大学制作短編ドキュメンタリー 

完成謝恩上映会 および 

イタリア・ミラノ国産見本市での 

高森町・市田柿の PR 活動報告会の開催について 



 

 

 
 

▼日時 ３月１９日（火）午前１０時～午後１時 

▼場所 福祉センター ２階調理室 

▼講師 ＪＡエプロンサポーター 木村志津子さん 

▼メニュー ケーキちらし寿司・蛤のお吸い物・ 

イタリアン三色ひなあられ 

大根と鳥手羽のさっぱり煮です。 

▼定員 ２０名程度 

※参加希望が５人以下の場合は中止します。 

▼持ち物 材料費、おひとり７００円（おつりの要ら

ないようにご用意ください。）、エプロン、三角巾 

▼申込期限 ３月１２日（火）まで 

≪参加キャンセルの受付は開催日前日の午前９時まで。 

それ以後のキャンセルは材料費をいただきます。≫ 

▼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 

 

 

 
 

「じゃがいも」の栽培および収穫体験事業への参加者

を募集します。 

▼作業日程 植付は４月中旬で、収穫は７月下旬から

８月上旬になります。植付・土寄せ・収穫などの作

業予定です。 

〈管理作業の時期は参加者にご連絡いたします。種まき前

の施肥、耕起は高森町営農支援センターで行います。〉 

▼参加料 一区画（８ｍ×１．５ｍ）１，５００円 

▼品 種 キタアカリ・男爵・メークイン 

各２０個用意します。 

▼募集区画 ５０区画予定（１人２区画まで） 

▼農園の場所 中央自動車道上り線、高森バス停駐車

場南隣りです。 

▼申込期限 ３月２２日（金）まで 

▼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 

 

 

 
 

寄贈されたひな人形段

飾りのほか、各時代のひ

な人形を展示します。併

せて、公民館「美人画教

室」の会員制作の美人画を

展示します。 

▼期 間 ３月１日（金）～３月３１日（日） 

▼休館日 月曜日および祝日の翌日 

３月４日、１１日、１８日、２２日、２５日 

▼時 間 午前９時００分～午後４時３０分 

▼場 所 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

▼入館料 高森町民 無料 

町外の方 大人２００円／小中高校生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 

 

 

 
 

 県では赤ちゃんの泣き声

を温かく見守る「ＷＥラブ赤

ちゃんプロジェクト」を進め

ています。個人の方にはスマ

ートフォンなどに貼って賛

同の意思表示ができる「泣い

てもいいよ！」ステッカーを県内１０の地域振興局の

総務管理課県民生活係で提供しています。 

また、施設や店舗、交通機関など公共の場に長野県

オリジナルのステッカーやポスターを掲示いただけ

る企業・団体・事業主の方などを募集しています。 

詳しくは、県ホームページをご覧ください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/kyoiku/

kodomo/welove.html 

 

 

「ＷＥラブ赤ちゃんプロジェクト」はママのため

のウェブサイト「ウーマンエキサイト」(エキサ

イト株式会社運営)が立ち上げたプロジェクトで

す。公共の場で泣いてしまった赤ちゃんを一生懸

命あやすママ・パパに対する周囲のポジティブな

思いを伝えるために、スマートフォンやパソコン

に貼る「泣いてもいいよ」ステッカーなどを作成

しています。  

▼問い合わせ先 長野県庁 次世代サポート課 

 電話０２６－２３５－７２０７ 

 

 

 
 

長野県の芸術文化の振興に寄与することを目的に、

昭和４８年から活動を続ける長野県芸術文化協会の

加盟団体による公演や展示などを行うフェスティバ

ルが、県内３会場で開催されます。ぜひお近くの会場

へお出かけください。 

▼長野会場 

○日時 ２月２８日（木）～３月３日（日） 

○場所 ホクト文化ホール 

○内容 ２月２８日～３月３日 展示（書道・水墨画） 

３月 ２日～３月３日 展示（華道ほか） 

    ３月 ２日～３月３日 大正琴、吟詠、バレエ、 

舞踊、演劇ほか 

▼伊那会場 

○日時 ３月７日（木）～３月１０日（日） 

○場所 長野県伊那文化会館 

○内容 ３月７日～３月１０日 展示（書道・水墨画） 

    ３月９日～３月１０日 ダンス、バレエ、 

舞踊ほか 

▼松本会場 

○日時 ３月７日（木）～３月１０日（日） 

○場所 キッセイ文化ホール 

○内容 展示（書道・水墨画） 

▼問い合わせ先 

長野県芸術文化協会（事務局：長野県庁文化政策課） 

電話０２６－２３５－７２８２ 

営農支援センターゆうきから 

地元農畜産物を使った料理教室参加者募集 

営農支援センターゆうきから 

じゃがいもの栽培・収穫体験参加者募集のご案内 

長野県から 

ＷＥラブ赤ちゃんプロジェクトのご案内 

長野県から 

第 31回長野県芸術文化総合フェスティバルのご案内 

ＷＥラブ赤ちゃんプロジェクトとは？ 

企画展「ひな人形と美人画展」 

開催のご案内 

天保時代内裏雛 

https://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/kyoiku/kodomo/welove.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/kyoiku/kodomo/welove.html
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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 

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) 

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 

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 

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 ｼー ﾎ゙ﾞー ﾙ） 

木鶏の会 毎月第３火曜日 福祉センター 午後２時～ 月刊誌「致知」をﾃｷｽﾄに人間学を学ぶ 

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 

瀧里歌会 毎月第１金曜日 時の駅 午後１時～ 短歌を楽しむ 

ぐりとぐら ３月４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 ３月２５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） 不定期 下市田学校 午前７時～ 自然農法による野菜づくり 

たんころりん 第２木曜日 中央公民館 午後７時３０分～ お話の語り 

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 

高森コーラス ３月１４，２８日 中央公民館 午後７時～ 楽しく発声と合唱練習をする 

アコーディオン教室 ３月５，１９日 中央公民館 午後４時～ 愛唱歌をアコーディオンで楽しむ 

カラオケクラブ 

音和の会 
３月３日 福祉センター 午後２時～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 
３月１，１５日 

３月６，２０日 
中央公民館 

午後１時～ 

午後７時～ 
詩吟を楽しむ 

オカリナ愛好会 ３月１２，２６日 福祉センター 午後１時～ オカリナを楽しもう 

手まりの会 
３月２２日 

３月８日 

福祉センター 

中央公民館 
午後１時３０分～ 手まり作り 

ひまわり健康体操教室 
３月７，２１， 

２８日 
福祉センター 午前１０時～ 健康な体づくり 

真向法 
３月５，１２，１９，

２６日 
中央公民館 午後７時３０分～ 健康体操・老化防止 

高森美人画教室 ３月２５日 福祉センター 午後１時３０分～ 
美人画の勉強。美しさ表現する

勉強 

やさしい 

ヨガストレッチの会 

３月２，９，１６，

２３，３０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 

大人のサークル・ベガ 

３月１３日 

３月２７日 

やすらぎ荘別館 

中央公民館 
午後７時４５分～ 

初心者歓迎 

セルフケア教室（ストレッチ・ピラティス） 

３月３１日 福祉センター 午前１０時～ 初心者歓迎 ウォーキング＆ストレッチ 

 

公 民 館 教 室 (中央公民館) 

◆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） 

 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～ 


