
 

 

 

 

 

 

 

 

体協夜間ソフトボール連盟では、平成３１年度の夜

間ソフトボールへの参加チームを募集しています。平

成３０年度の参加チームは１２チームで、総当たり戦

によるリーグ戦とトーナメント戦を実施しました。 

▼申込方法 

教育委員会事務局にあります「参加申込書」に必要

事項を記入し、ご提出ください。 

なお、平成３０年度参加チームの代表者の方には、

事務局より参加申込書を送付しています。 

▼申込期限 ４月４日（木） 

▼提出・問い合わせ先 

教育委員会事務局 社会教育係 

電話３５-９４１６ 

 

 

 

スペースの都合により、本祭のみ掲載しています。

詳細については、町のホームページで紹介しています。 

▼問い合わせ先 

教育委員会事務局 文化財保護係 

電話３５-９４１６ 

 

 

 
 

「御大の館」の露天風呂で「よもぎ風呂」を開催しま

す。よもぎ風呂には血行促進、肩こり・腰痛の緩和の

効果や、ビタミンＡ・Ｃが含まれるため美肌効果が期

待できるといわれています。 

併せて回数券の特売を行います。 

▼よもぎ風呂開催日 ３月２４日（日） 

午前１０時００分～午後８時３０分（受付終了） 

▼回数券特売日 ３月２３日（土）・２４日（日） 

▼問い合わせ先 

信州たかもり温泉「御大の館」 

電話３５-８２７０ 

  

 

 

 

 

 

 

 

障がい者手帳等をお持ちの方が車を所有されてい

る場合、自動車税・軽自動車税の減免が受けられます。

該当する方は、減免申請を行ってください。 

▼減免対象 一定の基準以上の障がいをお持ちの方

で、障がいのある本人の所有する普通自動車・軽自

動車（１８歳未満の身体障がい者または、精神障が

い者で本人と生計を一にする方が所有する車両を

含む）。１人１台に限ります。 

▼申請時に持参していただくもの 

 〇障がい者手帳 〇免許証 〇車検証 

〇印鑑 〇個人番号カードまたは通知カード 

※平成３０年度に軽自動車税の減免を受けている方

には継続用の減免申請書を郵送しますので、申請時

に持参していただくものと共に役場税務会計課税

務係へ提出してください。 

▼申請書提出先・問い合わせ先 

▲！ 自動車の種類によって申請先が異なります。 

【軽自動車税を減免申請する方】 

税務会計課 税務係 電話３５-９４１３ 

【普通自動車税を減免申請する方】 

南信県税務事務所飯田事務所 電話５３-０４０５ 
 

 

 

 

 はじめて施設を利用したい方から、いつも施設を利

用している方まで、トレーニングマシンの効果的な使

い方を分かりやすく指導します。 

▼日時 ４月から毎月第１・第４木曜日 

①午前１０時 ②午後３時 

▼講習時間 ３０分程度 

▼定員 各回 先着３人 ※予約制 

※当日に空きがあれば参加可能です。 

▼料金 ３００円（トレーニング室利用料として） 

▼持ち物 運動しやすい服装、タオル 

▼問い合わせ先 健康センターあさぎり 

電話３４-２２２０ 

 

 
 

 春に向かって風が強い時季となり、落葉や剪定枝な

どが周囲に拡散することがあります。 

 落葉や剪定枝を放置すると道路に散乱したり、排水

路に落葉が入り込みます。できるだけ落葉や剪定枝は

集め、土中に埋めたり、枝は縛って舞わないようにし

たりするなど適切に管理をしてください。皆さまのご

理解とご協力をお願いします。 

▼問い合わせ先 

産業課 農業振興係・町農業技術者連絡協議会 

電話３５-９４０５ 

期日 名称 主な場所 

３月２４日 

（日） 

下市田の獅子舞 下市田 安養寺～萩山神社 

吉田神社の獅子舞 吉田 吉田神社境内 

３月３１日 

（日） 

上市田囃子屋台 上市田 伊勢神社 他 

竜口龍神の舞 
山吹竜口 建御名方神社 

竜口八幡神社 

白髭神社の獅子舞 山吹上平 白髭神社境内 

４月７日 

（日） 

子安神社の獅子舞 山吹駒場 子安神社 

新田の虎舞 
山吹新田 

光明寺～諏訪神社 

４月１４日 

（日） 

大島山の獅子舞 大島山 瑠璃寺客殿～本堂 

牛牧の獅子舞 牛牧 十王堂～牛牧神社 

泰山神社の獅子舞 山吹 泰山神社 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

平成３1年３月１8日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 
夜間ソフトボール 

参加チーム募集！ 

健康センターあさぎりから 

トレーニングマシン講習会開催 

春に行われる 

民俗芸能公演のご案内 

信州たかもり温泉「御大の館」から 

よもぎ風呂開催 

障がい者手帳等をお持ちの方の 

自動車税・軽自動車税の減免 

落葉や剪定枝の拡散に注意しましょう 

高森町キャラクター柿丸くん 



 

 
 

平成３１年度狂犬病予防注射（１次）を下記の日程で実施します。

狂犬病予防注射は、年 1 回の接種が飼い主に義務付けられています。  

狂犬病予防注射 
▼対象 生後３か月以上の、すべての飼い犬 

▼料金 ３，５００円 

※おつりのいらないように現金をご準備ください。 

▼持ち物 注射済票交付申請書兼用ハガキ 

（３月上旬にお送りしてあるハガキ） 

※登録されていない犬のハガキはお送りしていません。ハ

ガキがなくても予防注射ができますので、会場へお越し

ください。予防注射と同時に登録手続きを行います。 

▼平成３１年度狂犬病予防注射日程表（１次） 

【注意事項】 

○ハガキをお持ちになった方の飼い犬へ優先的に注

射を行う場合がありますのでご了承ください。 

○健康に異常のある犬、または過去に狂犬病予防注射

後に異常を起こしたことのある犬は動物病院で接

種してください。 

○訪問注射をご希望の方 

４月１日（月）午後５時１５分までに環境水道課環

境係へお申込みください。 

※訪問注射は、１軒につき訪問料２，５００円を別

途申し受けます。 

〇第２次予防注射は５月１２日（日）に行います。 
 

犬の登録 

▼対象 未登録の犬、新しく飼い始めた犬 

▼料金 ３，０００円 

▼問い合わせ・訪問注射の申込先 

環境水道課 環境係 電話３５-９４０９ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 健康福祉課では４月１日採用の臨時職員（一般事

務）を募集します。希望される方は期限までにお申し

込みください。 

▼募集人員 １人 

▼勤務時間 月曜日～金曜日 

午前８時３０分～午後５時１５分 

▼雇用期間 平成３１年４月１日（月）～ 

平成３２年３月３１日（火） 

▼業務内容 後期高齢者医療制度に関する事務 

 パソコンを使ったデータ入力およびデータ処理、 

書類整理、電話対応 

▼賃 金 等 町の基準により支給 

▼応募条件 

〇普通自動車運転免許のある方 

〇パソコンの基本操作ができる方 

▼申込期限 ３月２９日（金）午後５時１５分必着 

▼申込方法 期限までに健康福祉課高齢者係へ必要

書類をご提出ください。 

▼提出書類 履歴書兼申込書（郵送可） 

▼選考方法 面接試験 ※期日については後日連絡 

▼申込・問い合わせ先 

健康福祉課 高齢者係 電話３５-９４１２ 

 

 

 

 

 
 

長野県では「安全・安心な県民生活の確保」と「自

転車の利用促進」を基本理念とする『長野県自転車の

安全で快適な利用に関する条例』を制定しました。 

自転車は、健康長寿を支える健康づくりや環境負荷

の低減、サイクルツーリズムによる観光振興等に大き

な可能性を持っています。身近な移動手段として、ま

た、余暇を楽しむツールとして、自転車を広く安全に

利用していただくとともに、ドライバーの皆さんには、

通行空間を共有する自転車に対する一層の安全配慮

をお願いします。 

 また、万が一自転車事故が発生した際の被害者への

補償を確実なものとするため、自転車を運転する方や

自転車による事業を行う方は、自転車損害賠償保険等

への加入をお願いします。 

▼問い合わせ先 長野県 くらし安全・消費生活課 

電話０２６-２３５-７１７４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月

日 
会場 時間 

４
月
３
日
（
水
） 

竜口龍の里会館 

午
前 

９時００分～９時１５分 

旧山吹下集会所前 ９時２５分～９時４０分 

やすらぎ荘別館 ９時５０分～１０時１０分 

上平白髭の杜 １０時２０分～１０時３５分 

新田地区館 １０時４５分～１０時５５分 

山吹上生活改善センター １１時０５分～１１時２０分 

吉田西地区館 

午
後 

１時１０分～１時２５分 

吉田区民会館 １時３５分～１時５５分 

吉田南地区館 ２時０５分～２時２０分 

町民体育館前 ２時３０分～２時５０分 

４
月
４
日
（
木
） 

下５会館 

午
前 

９時００分～９時１５分 

下市田区民会館 ９時２５分～９時４５分 

下市田１区積善会館 ９時５５分～１０時１０分 

下市田ライスセンター １０時２０分～１０時３５分 

出砂原児童遊園地 １０時４５分～１１時００分 

牛牧ふれあい広場 

午
後 

１時００分～１時２０分 

上市田原町陣屋区民会館 １時３０分～１時４５分 

大島山区民会館 １時５５分～２時１０分 

訪問注射※ ２時１０分以降 

狂犬病予防注射（１次）の日程と犬の登録 

長野県から 
１０月１日から自転車損害賠償保険等への 

加入が義務化されます 

３月の夜間役場は３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役場に併せて開設します。 

４月１日採用の 

臨時職員（一般事務）を募集します 

健康センターあさぎり 休館日のお知らせ 
施設・設備保守点検のため、全館休館します。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。 

▼期間 ３月２５日（月）～２８日（木） 定休日：毎週月曜日・祝日 

▼問い合わせ先 健康センターあさぎり 電話３４-２２２０  



 

 

 

 
 

新規学卒者（大学・短大・専門学校等および高校、

中学）の採用（募集）活動を行う事業主を対象とする

求人手続の説明会です。学卒者採用のスケジュールや

注意点、その他制度についての説明を行います。新規

学卒者の採用を計画している事業所におかれまして

は、説明会にぜひご参加ください。 

▼日時 ４月１８日（木） 

    午後１時３０分～午後３時３０分 

（受付開始 午後１時～） 

▼場所 エス・バード Ａ棟２階 大ホール 

（旧飯田工業高校） 

飯田市座光寺３３４９番地１ 

▼問い合わせ先 

ハローワーク飯田（飯田公共職業安定所）学卒係 

電話２４-８６０９ 

 

 

 
 

クラシックからジャズ、ポップスなど、さまざまな

ジャンルのプログラムをお届けする県下最大級のピ

アノフェスティバル。豪華アーティストによるコンサ

ートから無料で参加できるロビーコンサート、ワーク

ショップ、ピアノ選手権など、盛りだくさんの内容で

お届けします。 

▼開催日 ４月２８日（日）～２９日（月・祝） 

▼会場 キッセイ文化ホール 全館 

▼入場料 各プログラムにより異なります。 

▼内容 

〇オープニングコンサート「青島広志ミニコンサート」 

〇メインコンサート「ピアノ・ザ・プレミアム」 

出演：レ・フレール、清塚信也、山本貴志 

〇ジュニアピアニストアワード２０１９ 

〇みんなｄｅショパンマラソン２０１９ 他 

▼問い合わせ先 

松本ピアノ協会事務局 

電話０８０-４７２５-７７８５ 

（平日 午前１０時～午後５時） 

キッセイ文化ホール 

電話０２６３-３４-７１００ 

 

 

 

 

 春は空気が乾燥し、林野火災が最も発生しやすい季

節です。林野火災はひとたび発生すると消火は困難で、

貴重な森林資源の消失や、人の生命・財産に大きな危

険が及びます。 

 林野火災は、たき火やたばこの不始末が主な原因と

なっています。火の取扱いには十分注意するとともに、

火災を見たらただちに１１９番通報してください。 

▼実施期間 ３月１日（金）～５月３１日（金） 

▼統一標語 「忘れない 豊かな森と 火の怖さ」 
 

 

 

 
 

国内最大級の花と緑のイベント「第３６回全国都市

緑化信州フェア（愛称：信州花フェスタ２０１９～北

アルプスの贈りもの～）」を４月から開催します。 

▼開催期間 ４月２５日（木）～６月１６日（日） 

▼会場 

〇メイン：長野県松本平広域公園（信州スカイパーク） 

〇サブ：国営アルプスあづみの公園 

（堀金・穂高地区、大町・松川地区） 

    長野県烏川渓谷緑地 

〇サテライト：主催４市 

（松本市・大町市・塩尻市・安曇野市 各市内） 

▼入園料 

〇無料：メイン会場・烏川渓谷緑地 

〇有料：国営アルプスあづみの公園（両地区） 

▼交通アクセス 

メイン会場はＪＲ松本駅・塩尻駅から無料シャトル

バスが出ます。 

▼５つの魅力 

〇魅力１ 信州からあなたにプレゼント！ 

残雪の北アルプスの麓に広がる絶景の花畑 

美しく輝く残雪の北アルプスを背景に、この時期

県内随一の規模を誇る７００品種・１００万株を超

える花や緑が彩るメイン会場、３８万本のチューリ

ップとユリの開花リレーや、希少種※１を使った国内

最大規模のシェードガーデン※２が見られるサブ会

場、まちなかで展開するサテライト会場により松本

平は花と緑に包まれます。 

※１ アジア唯一のクリスマスローズの原種「チベタヌス」

※２ 日陰や半日陰の庭 

〇魅力２ キラリと光る匠の技が集結！ 

国内最大級のガーデンショー 

県内外の造園家や県内の庭造りを学ぶ高校生など

が創り上げた、近年の緑化フェアで最大規模となる

１００を超えるさまざまな庭園が一堂に見られます。 

〇魅力３ 絶対に見逃せない！ 

信州ゆかりのアーティスト等による特別企画展 

今だけしか見ることができない、ここだけの特別

な企画展を行います 。 

〇魅力４ 見るだけじゃつまらない！ 

花と緑に触れ合える体験プログラムを毎日開催 

メイン会場では、いつでも誰でも体験できる、花

や緑と手軽に触れ合えるプログラムを毎日開催しま

す。サブ会場では、テレビでおなじみの講師を招い

て信州花フェスタオリジナルの講座を開催します。 

〇魅力５ 心揺さぶる感動を贈る！ 

ぐるっと巡る花と緑の舞台 

子どもから大人まで、皆さんが楽しみながら会場

を巡れる企画を行います。 

▼公式ホームページ 

https://shinshu-hanafesta2019.jp/ 

▼問い合わせ先 

第３６回全国都市緑化信州フェア実行委員会事務局 

(長野県建設部全国都市緑化信州フェア推進室内) 

電話０２６３-８８-１１８１

ハローワーク飯田から 

平成３２年３月新規学卒者対象 

「学卒求人手続説明会」開催 

長野県から 
松本ピアノフェスティバル 2019開催 

長野県から 

信州花フェスタ 2019開催 

春の山火事予防運動実施中！ 

火の取扱いには十分注意しましょう！ 

https://shinshu-hanafesta2019.jp/
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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 ４月８日 図書館 午前１０時～ 読み聞かせボランティア研修会 

自分史講座 ４月２２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 ４月１１，２５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 ４月２，１６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 

牛牧短歌会 ４月１０日 福祉センター 午後１時３０分～ 短歌の勉強 

カラオケクラブ 

音和の会 
４月１３日 福祉センター 午後２時～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 
４月３，１７日 

４月１２，１９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 ４月９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 ４月１２日 福祉センター 午後１時３０分～ 手まり作り 

ひまわり健康体操教室 
４月４，１８， 

２５日 
福祉センター 午前１０時～ 健康な体づくり 

真向法 
４月２，９，１６，

２３,３０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 ４月２２日 福祉センター 午後１時３０分～ 
美人画の勉強 

美しさを表現する勉強 

やさしい 

ヨガストレッチの会 
４月６，１３，２７日 

４月１９日 
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 

大人のサークル・ベガ 

４月１０日 

４月１７日 
やすらぎ荘別館 

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） 
４月２４日 中央公民館 

４月２１日 
豊丘村役場 

駐車場 
午前９時３０分～ 健康ウォーキング、イチゴ狩り 

 

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～ 


