
▼対象団体 ５人以上で構成された主に町内で活

動しており、専用口座を有する団体 

▼対象事業 地域課題又は社会的課題の解決、地域

の活性化を目的としたもので、公益

性・社会貢献性のある事業 

▼補助金額 最大１５万円（活動内容、人数により 

算出） 

☟募集要項・申請書様式は下記の町ＨＰを参照 

http://www.town.nagano-takamori.lg.jp/benri

/shinseisho/4691.html 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 今年度から始めたまちづくり活動団体への補助金

制度「町民主体のまちづくり活動支援事業」について、

前期の追加募集を行います。ご希望の団体は締切日ま

でに下記へお申し込みください。 

▼締 切 ７月１９日（金） 

▼参 考 前期募集では１８団体が申請・採択 

▼申し込み・問い合わせ先 総務課 企画振興係 

電話３５‐９４０２ 

 

 

 

 

町民主体のまちづくり活動支援事業「まちと共創型」 

保育園を地域で支えるプロジェクト 

～行政と住民が共同して園児たちの保育環境を守

り、支える～ 

プロジェクトメンバーを募集中！ 

 

一人ひとりができる範囲のことで構いません。この

ような活動に興味のある方は７月１０日までにご連

絡ください。 

▼問い合わせ 教育委員会事務局 こども支援係 

電話３５-９４１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この運動は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と

罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞ

れの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安

全・安心な地域社会を築こうとする全国的な運動です。 

 町では、毎年「あいさつ」に重点をおき、７月 1日

の「更生保護の日」に、保育園・小中学校の校門近く

で子どもたちへの声かけを行っています。 

 町全体で心のこもった明るいあいさつを交わし合

い、犯罪や非行が起きにくく、有事の際に支え合える

明るい社会が築けるよう、皆さんのご協力をお願いし

ます。 

▼問い合わせ先 社会を明るくする運動 高森町 

推進委員会事務局（健康福祉課 福祉係） 

電話３５－９４１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防への講座を下記のとおり開催します。参加

を希望される方は下記までご連絡ください。 

▼対 象 おおむね６５歳以上の方 

※医師による運動制限のある方はご遠慮ください。 

▼参加費 無料 

▼申し込み・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 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月２７日（木） 

午後２時～３時 

福祉センター 

２階大ホール 

「日々の活動・運動からの 

健康づくり」 

講師 下伊那厚生病院 

リハビリテーション科 

理学療法士 

７月１６日（火） 

午後２時～３時 

福祉センター 

３階中ホール 

「笑いを取り入れた脳トレ」 

講師 多目的スタジオ泰平 

公認運動指導士 

7月は「社会を明るくする運動」の 

強調月間です 

 

７月は高森町の「あいさつ月間」です。 

家庭、地域、職場で「ひと声入れて」笑顔で明

るいあいさつを交わし合いましょう。 

 

「町民主体のまちづくり活動支援事業」 

前期追加募集のお知らせ 

 

保育園の子どもたちをみんなで 

支える活動をしてみませんか 
今日からはじめる ボディメンテナンス 

～3年後の自分への投資～ 

 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

高森町役場からの 

お知らせ版 
令和元年 6 月１８日発行 

高森町キャラクター柿丸くん 

                         参議院議員（一部）は７月 

                        ２８日に任期満了を迎えるこ 

                        とから、参議院議員通常選挙 

 が予定されています。日程など詳細については、広報たかもり７月号と町ホーム 

 ページでお知らせします。 

▼問い合わせ先 選挙管理委員会 

                       電話３５-９２０４ 

 

参議院議員通常選挙のお知らせ 

活動内容は、例えば… 

・園児（未満児）の水遊びの準備と片付け 

・園内の簡単な清掃 

・草刈、草取り 

・落ち葉集め 

・卒園式や入園式などの準備（飾りつけ）など 



 

 

 

実施日 場所 受付時間 

７月４日(木) 下市田区民会館 午前８時３０分

～１１時００分 

７月４日(木) 吉田区民会館 午後２時００分

～４時３０分 

７月５日(金) やすらぎ荘別館 午前８時３０分

～１１時００分 

７月５日(金) 役場 

(町民体育館前) 
午後２時００分

～３時３０分 

 

７月８日(月) 

 

役場 

(町民体育館前) 

午後８時３０分

～１１時００分 

午後２時００分

～４時３０分 

肺のヘリカルＣＴ検査を、上記の日程で行います。

既にお申し込みをいただいている方へ個別通知を送

らせていただいております。 

検診を希望される方は、下記までご連絡ください。 

▼検診料金 ４，０００円 

▼注  意 今年度、肺のレントゲン検査を受けてい 

る方や会社の健診や人間ドック等で肺

がん検診を受けられている方は受診で

きません。また、去年ヘリカルＣＴを受

けられている方も受診できません 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５-９４１２ 

 

 

 南信州広域連合飯田広域消防本部では、今年度の第

１回採用試験を次のとおり行います。 

▼受験資格  平成７年４月２日から平成１２年 

       ４月１日までの出生者 

▼第 1 次試験   ８月３日（土） 

▼申込受付  ７月１２日（金）まで 

▼詳細問合せ    広域消防本部 総務課 職員係 

電話２３－６０００ http://119.minami.nagano.jp 

  

 

アレチウリは、旺盛な繁殖力から河川敷等を中心に

町内に広がり、地域固有の生態系や農林業等をはじめ

景観等への影響を及ぼす恐れがあり、根絶に向けた駆

除活動の推進が求められています。地域活動のきっか

けづくりとして研修会を開きます。 

▼日 時 ６月２９日（土） 午前９時～１０時  

▼場  所 吉田 横浜ゴム上広場 

▼日  程 午前９時 現地集合 

      ９時０５分～９時３０分 研修 

      ９時３０分～１０時００分 現地実習・解散 

▼講  師 長野県南信州地域振興局環境課 

       主事  和田 淳志 さん 

▼持 ち 物  軍手・飲み物 

▼そ の 他  天気が悪い場合は中止とします 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係  

電話３５-９４０９ 

 

 

 

 

栄養バランスの取れた料理メニューです。ご夫婦、

男性のみのご参加も大歓迎ですのでご参加下さい。 

▼日  時 ７月１７日（水）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 北沢 貞子さん 

▼料理メニュー 椎茸とズッキーニの肉巻／乾燥ズッキ 

ーニのあれこれ／トマトソテーの豚肉

のせ／ナスとツナ缶のピリからいため

／桃を使ったケーキ（ピーチケーキ） 

▼募集人員 ２０人程度（参加希望者が５人以下の  

場合は中止します） 

▼持 ち 物 食材費１人７００円（おつりの要らな 

いように）、エプロン、三角巾 

▼申 込 先 7月１０日（水）までに営農支援センタ 

ーへお申し込みください（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） 

▼そ の 他 小さな子さんのいる方は申込み時にご相談を 

令和元年度の開催日程および担当講師 

※開催日程及び講師の変更がある場合があります 

▼申込・問合せ先  高森町営農支援センターゆうき  

電話３５-３０４４ 

 

 

 

 歯周病や虫歯は、歯を失う原因となるだけでなく、

生活習慣病にも影響を及ぼすことが分かってきてい

ます。歯の寿命を延ばし、食べる楽しみと全身の健康

を保つためにも、歯周病等の早期発見・治療が大切で

す。町では下記のように歯科健診費の助成を行います。

ぜひ健診をご活用ください。 

▼対 象 者 ４０歳、５０歳、６０歳、７０歳の方 

（令和２年３月３１日現在）対象者には

５月中旬に通知をお送りしています 

▼実施期間 令和２年２月２９日まで 

▼健診費用 自己負担額１,０００円 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係   

電話３５‐９４１２ 

開催日 担当講師 備考 

７月１７日（水） 北沢 貞子さん 農 業 委 員 会 

８月７日（火） 林  郁さん 野菜ソムリエ 

９月１８日（水） 下井 泉さん 野菜ソムリエプロ 

１０月１６日（水） 熊谷 良子さん 野菜ソムリエ 

１２月１８日（水） 伊東 希実さん 役場管理栄養士 

１月１５日（水） 木村志津子さん ｴﾌﾟﾛﾝｻﾎﾟｰﾀｰ 

２月１３日（木） 牧内 恵さん ｴﾌﾟﾛﾝｻﾎﾟｰﾀｰ 

３月１８日（水） 伊東 希実さん 役場管理栄養士 

アレチウリ駆除研修会を開催します 

 

地元農畜産物を使った料理教室 

参加者募集のご案内 

 

消防職員を募集します 

肺がん（ヘリカルＣＴ）検診のお知らせ 

歯科健診を受けてみませんか 



 

 

 

町の奨学金の利用をご希望の方は、教育委員会事務

局までお申し込みください。 

▼貸与額・募集予定人員 

 貸与月額 募集予定人員 

高等学校 １８,０００円 若干人 

大学等 ３０,０００円 若干人 

▼貸与対象者 現在、高校・専門学校・短大・大学に 

在学している学生（他の団体の奨学金

等との併願も可能です） 

▼応募資格  次の条件をすべて満たすこと 

・経済的理由で就学困難と認められる 

・保護者が高森町に居住している 

・保護者に町税等の滞納がない 

※その他、本人の学習成績等を審査し、

貸与を決定します 

▼償還期間  原則、貸与期間の２倍の期間内(無利子) 

（疾病等の理由による償還期間の延長

や、猶予制度もあります） 

▼申込用紙  教育委員会事務局窓口で入手するか、 

町ホームページよりダウンロードして

ください 

▼申込期限 ６月２８日(金) 

▼申込・問い合わせ先 教育委員会事務局 学校教育係 

電話３５-９４１６ 

 

 

 

今年度４月から５月にかけて行った「緑の募金活

動」につきましては、多くの町民の皆様にご理解、ご

協力いただき、誠にありがとうございました。 

募金額は５３万２，９０７円となり、全額を飯伊地

区緑の募金委員会に送金いたしましたのでご報告し

ます。 

 なお、緑の募金は小学校 1年生への苗木の頒布や植

樹祭事業、みどりの尐年団の育成等に活用されます。 

その他にも、公共施設の緑化事業や学校施設の緑化

事業等にも活用されています。 

▼問い合わせ先 産業課 林務係 

電話３５-９４０５ 

 

 

 出原・吉田・山吹地区にある千早原遺跡で行われて

きた発掘調査の成果説明会を行います。 

約４，５００年前の縄文時代に人が生活していた跡

が見つかりました。珍しい土笛や、狩りに使った道具

も見ることができます。 

▼日 時 ７月６日（土） 午後７時から                            

▼場 所 出原区民会館 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 文化財保護係 

 電話３５‐９４１６ 

 

 

 

 

今年も平和へのかけはし使節団の団員を募集しま

す。その学習活動の一環として下記のとおり広島平和

バス派遣事業を実施します。多くの皆様の応募をお待

ちしております。 

▼日  程  ８月５日（月）～７日（水）の２泊３日 

▼活動内容  

１）平和学習 年２回開催される学習会（７/１３の事前 

学習会・９/７の報告会）への参加 

２）視察研修 広島平和のバス（８/５～８/７）への 

参加 

３）実 施 後 感想等をまとめ「報告集」を執筆 

▼参加資格  ・高森町民で、小学生５年生以上中学 

生、高校生以上大人  

・平和に関する各種活動に参加、協力 

できる方 

・当事業に参加されたことのない方  

▼募集人員 

親子参加 

（子どもは小５～中学生） 
６組１２人 

小中学生（５年生以上） ８人 

高校生以上と大人 １０人 

▼参加費 

小学生～高校生 1人３，０００円 

大人 1人１５，０００円 

親子参加 

（大人 1人、子ども 1人） 

親子１組 

１５，０００円 

▼応募方法 参加を希望される方は、学校から配布、 

組合回覧及び教育委員会事務局にある申

込書に必要事項を記入の上、7月 1日（月）

正午までに教育委員会へ提出をお願いし

ます。参加費の集金については団員決定

後に団員に通知します。正式な団員決定

は 7 月 2 日開催の平和推進会議後となり

ます。ご了承下さい。 

▼申込・問いあわせ先 

高森町公民館 平和へのかけはし使節団事務局 

電話３５-９４１６ 

 

 

 

町内保育園では、「子育て講演会」を下記のとおり

行います。地域の皆さま、子育てに関わる皆さま、お

誘い合ってお出かけください。 

▼日 時 ７月１４日（日） 午後２時～５時 

▼会 場 地域交流センター内 杉の木ホール 

▼演 題 「新しい時代に必要な保育とは（仮）」 

▼講 師 猪熊 弘子氏 
       北海道名寄市立大学特命教授 

      子ども安全計画研究所代表理事 

▼参加費 無料 

▼問い合わせ先 山吹保育園（総副園長 富田久恵） 

 電話３５‐５１４７ 

町内保育園から「子育て講演会」のご案内 

 

町の奨学生を募集します 

 

平和へのかけはし使節団 

令和元年度団員を募集します 

緑の募金へのご協力に感謝 

千早原遺跡 発掘調査の 

成果説明会を行います 

 



NO、３０１        ７ 月 生 涯 学 習 情 報     令和元年 

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 

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（ﾗー ｼ゙ ﾎ゙ ﾙー） 

木鶏の会 毎月第３火曜日 福祉センター 午後２時～ 月刉誌「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 １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 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） 第４日曜日 下市田学校 午前７時～ 自然農法による野菜づくり 

語りの会 たんころりん 第３日曜日 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 １１日，２５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 

カラオケクラブ 

音和の会 
１４日 福祉センター 正午～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 
３日，１７日 

５日，１９日 
中央公民館 

午後７時～ 

午後１時～ 
詩吟を楽しむ 

オカリナ愛好会 ９日，２３日 福祉センター 午後７時～ オカリナを楽しもう 

手まりの会 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日，２５日 福祉センター 午前９時～ 健康な体づくり 

真向法 ９日，１６日，２３日 中央公民館 午後７時～ 健康体操・老化防止 

アコーディオン教室 

やまなみ 

２日 

１６日 

福祉センター

中央公民館 
午後４時～ 音を楽しみつつ技術の向上 

高森美人画教室 ２２日 福祉センター 午後１時～ 
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 
６日，２０日，２７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 
１０日 やすらぎ荘別館 

午後７時３０分～ 
初心者歓迎 

セルフケア教室（ストレッチ・ピラティス） １７日，２４日 中央公民館 

 

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～ 

6月の夜間役場は 

6月２５日（火） 

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

等にご利用ください。 

女性相談窓口を毎

月夜間窓口に併せて

開設します。 


