
 

 

 

 

 

 

 

 

 

来年４月以降に、保育所へ入所を希望する子どもさ

んの保護者の方は、都合をつけてご出席ください。 

▼日程 

※受付は開始時間の１５分前からです。 

▼持ち物 筆記用具、上履き（各保育園のみ） 

▼その他 

 ○希望する保育所または、都合のよい日時の会場へ

お出かけください。 

 ○年度途中（令和 2 年 5 月から令和 3 年 3 月までの

間）からの入所を希望される場合もご出席くださ

い。 

 ○高森町外の保育園、認定こども園への入所を希望

される方もご出席ください。 

 ○入園に際し、心配事等がある方はお気軽にご相談

ください。 

▼問い合わせ先 教育委員会 こども支援係 

 電話３５－９４１６ 

 

 

 

 

 

１０月から幼児教育・保育の無償化が始まります。 

▼対象 

 ・３～５歳児クラスの子ども【３歳以上児】 

 ・０～２歳児クラスの町民税非課税世帯の子ども 

【未満児】 

◎上記の子どもさんは、１０月から自動的に無償にな

りますので、手続きは必要ありません 

（１号認定預かり保育や認可外保育施設等を除く） 

※３歳以上児の副食費（おかず・おやつなど）は実費

負担（月額４，５００円）となります。（一定の収

入額以下の世帯、第３子以降等は副食費も免除とな

ります） 

※延長保育料はこれまでどおり別途必要です。 

▼問い合わせ 教育委員会 こども支援係  

電話３５－９４１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、井戸水・地元水道等を飲用水としてご使用さ

れている方を対象に、水質検査を実施します。この機

会に水質検査を受け、井戸水及び地元水道が適正かど

うか確認ください。 

□受付・容器・水質検査申込書配布 

▼日 時 １０月２日（水）午前８時３０分～午後５時 

▼場 所 役場環境水道課 

□検査水提出 

▼日 時 １０月３日（木）午前８時３０分～正午 

▼場 所 役場環境水道課 

▼提出するもの 水質検査申込書・採取した水 

□検査手順 

①１０月２日（水）の上記指定時間に環境水道課窓口

まで来ていただき、水質検査申込書と採水用容器

を持ち帰っていただきます。 

②翌１０月３日（木）の上記指定時間に、水質検査申

込書と、採水した容器を提出していただきます。 

③後日、（財）中部公衆医学研究所より結果書と振込

用紙が郵送されますので、金融機関にてお振込み

ください。 

□その他 

・検査料金は自己負担となります。 

・検査の種類別に検査料金は異なります（全て税込） 

①１１項目（基準項目） ７,８００円  

②１１項目（基準項目）＋ヒ素 ９,４００円  

③ヒ素のみ ２,８００円  

・当日都合が悪い方は、随時(財)中部公衆医学研究所

（電話２４－１７７７）で水質検査の受付を行っ

ておりますのでご利用ください。 

▼問い合わせ先 環境水道課 上下水道係  

電話３５－９４０９ 

 

 

 

 

▼日 時 １０月１３日（日) 開場午後３時 

上映開始 午後５時３０分（予定） 

▼場 所 高森町下市田 「親水公園」 

映画上映の他にもキッズＤＩＹ教室・消防団によ

る体験コーナーなど、楽しい企画を準備しています。

上映内容など詳細は、新聞折り込み・音声放送・Ｈ

Ｐを要チェック！！ 

▼問い合わせ先 

天竜川かわまちづくり協議会 事務局 

 電話３５－９４０７（建設課内） 

期日 場所 開始時間（※） 

１０月１６日（水） みつば保育園  午後２時４５分～ 

１７日（木） 吉 田 保 育 園  〃 

１８日（金） 山 吹 保 育 園  〃 

２３日（水） 下市田保育園  〃 

２５日（金） 福祉センター中ホール 午後７時１５分～ 

２８日（月） 吉田河原保育園 午後２時４５分～ 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和元年９月１８日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 

令和２年度入所希望者のための 

 保育所入所説明会 
 

保育園・認定こども園などの利用料 

（保育料）が無償化されます 
 

井戸水・地元水道等の水質検査のお知らせ 

－ご自宅の飲用水が適正かどうかをこの機会に検査を－ 

 

天竜川かわまちづくり協議会 

「川辺で映画鑑賞会」を開催します! 

 

高森町キャラクター 
柿丸くん 



 

天竜川や多くの支川で樹木の繁茂が問題となって

います。天竜川上流河川事務所ではコスト縮減と樹

木の有効活用に向け、伐採から処分までを行ってい

ただける一般の協力者（事業者・団体など）を公募

します。 

▼募集期間 １０月１日（火）～１０月３１日（木） 

※応募方法など詳細は当事務所ホームページをご覧

ください。 

URL http://www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/ 

▼問い合わせ先 天竜川上流河川事務所 管理課 

電話０２６５（８１）６４１４ 

E メール cbr-tenjyo@mlit.go.jp 

※メールの場合は件名を「公募型河道内樹木伐採」と

し、お名前と連絡先を必ず記載してください。 

 

 

 

 

吉田・下市田・山吹・みつば保育園では、運動会を

次のとおり行います。地域の皆さまもお出かけいただ

き、子どもたちにご声援ください。 

▼日 時 １０月５日（土） 雨天順延はありません。 

           全園８時３０分開会 

▼会 場 晴天時 吉田・下市田・山吹保育園は園庭 

         みつば保育園は高森ドーム 

雨天時 

      吉 田保育園→高森南小学校体育館 

      下市田保育園→町民体育館 

      山 吹保育園→高森北小学校体育館 

      みつば保育園→高森ドーム  

◎入園前のお子さんの参加種目を予定しております。 

お誘い合わせて午前10時までにお出かけください。 

▼問い合わせ先 吉 田保育園 電話３５-３３３０ 

下市田保育園  電話３５-３３２４ 

   山 吹保育園 電話３５-５１４７ 

      みつば保育園 電話３５-３３２６ 

 

 

 

１０月から移動図書館車「きんもくせい」の巡回場

所・日程が一部変更になります。下記ステーションの

お近くの皆さんはご確認ください。 

▼巡回が終了しました「山吹下平分館」 

長い間、ご利用いただきありがとうございました。 

ご希望の本を移動図書館車でお届けする宅配サービ

スも行っております。 

ご利用の方は図書館までお気軽にお問い合わせく

ださい。 

▼時間が変わります 

「吉田十常会」１０時３０分～１０時５０分 

本館で借りた本の返却もできます。お気軽にお立

ち寄りください。 

▼問い合わせ先 高森町立図書館    

 電話３５－９４３４ 

 

 

 

 町は平成２９年度に法政大学と事業協力協定を結

び、「市田柿の気候変動対策」について研究を進めて

きました。今回、これまでの研究の成果発表や現在の

地球温暖化による気候変動の影響について、講演、パ

ネルディスカッションを行うシンポジウムを開催し

ます。 

▼時 間 ９月２２日(日)午後３時００分～５時００分 

▼場 所 「あさぎりの郷」内 杉の木ホール 

▼内 容 

１) 基調講演 法政大学 田中 充 教授 

２) 市田柿の適応策計画報告 

３) パネルディスカッション 

  コーディネーター 白井信雄（法政大客員教授） 

  パネリスト（予定）壬生照玄（高森町長） 

                    田中 充（法政大教授） 

           杉山範子（名古屋大准教授） 

           町わかもの☆特命係ほか 

※入場無料です。どなたでも広聴できます。 

▼問い合わせ先 産業課 農業振興係 

電話３５－９４０５ 

 

 

 

令和元年 11月 1日採用の社会人枠の事務職員 

▼募集人員 若干人 

▼受験資格 昭和 35 年４月２日以降に生まれた人 

▼試験日  一次 10 月６日（日） 

二次 10 月 13 日（日） 

▼試験内容 適性検査・作文試験・面接試験 

▼申込期限 ９月 30 日（月）午後 5 時 15 分必着 

令和２年４月１日採用の保育士 

▼募集人員 若干人 

▼受験資格 昭和 54年 4月 2日以降に生まれ、 

短期大学卒業程度の学力を有する心身健康な人で、 

保育士の資格を有する人または令和 2年 3月 31日 

までに取得見込みの人 

▼試験日 一次 10 月 20 日（日）二次 11 月３日（日） 

▼試験内容 専門試験・適性検査・作文試験・面接 

試験・実習 

▼申込期限 ９月 27 日（金）午後５時 15 分必着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町内４園より運動会のお知らせと 
未就園児参加のお誘い 

 

市田柿の気候変動対策 
シンポジウムを開催します 

天竜川 河道内樹木の採取協力者を公募 
 

移動図書館車『きんもくせい』の 

巡回場所・日程が変わります！ 

 

高森町職員募集 

▼提出物 

・高森町職員採用試験申込用紙 

・エントリーシート 

・職務経験期間報告シート（社会人枠の事務職員のみ） 

・最終学校（卒業見込み）の学業成績証明書 

・最終学校の卒業証明書または卒業見込証明書 

▼募集要項 申込書は、役場総務課窓口で入手ま

たは高森町ホームページからダウンロードで

きます。 

▼申込・問い合わせ先 

〒399-3193 高森町下市田 2183‐１ 

総務課 行政係 電話３５－９４０２ 

 



◎行政相談をご利用ください 
 

▼日時 １０月１５日（火） 

午後１時３０分～４時００分 

▼場所 福祉センター３階中ホール 

▼問い合わせ先 

総務課 行政係  電話３５-９４０２ 
 

１０月の夜間役場は１０月２５日（金）です 
夜間窓口を午後７時まで開設します。 

各種証明発行、納税などができます。 

 

 

 

 

１０月は野菜ソムリエの方にご協力をいただき、料

理教室を計画しました。ご近所、お友達をお誘いの上

ご参加下さい。 

▼日時 １０月１６日（水） 

午前１０時００分～午後１時００分 

▼場所 福祉センター ２階調理室 

▼講師 野菜ソムリエ 熊谷 良子さん 

▼メニュー 

・ヘルシーふわふわハンバーグ 

・山いものとろとろ焼き 

・冷凍きのこのけんちん汁 

▼定員 ２０人程度（参加希望が５人以下の場合は中

止とさせていただきます。） 

▼持ち物 食材費、お１人７００円（おつりが要らな

いように）、エプロン、三角巾、マグカッ

プ 

▼申し込み １０月４日（金）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） 

▼申込・問合せ先 町営農支援センターゆうき  

電話 ３５－３０４４ 

 

 

 

 

令和元年１０月１日から、消費税及び地方消費税の

税率が８％から１０％に引き上げられると同時に、消

費税の軽減税率制度が実施されます。 

一部の品目に軽減税率が適用され、事業者の方の帳

簿や請求書等の記載や経理の方法に影響があります。 

詳細につきましては、今回お配りいたしました回覧

文書をご覧いただき、ご不明の点がございましたら下

記へご連絡ください。 

▼軽減税率制度に関するお問合せ先 

○消費税軽減税率電話相談センター 

（軽減コールセンター） 

  専用ダイヤル ０１２０－２０５－５５３（無料）   

【受付時間】午前９時～午後５時（土日祝除く） 

○軽減税率制度に関する詳しい情報については、国

税庁ホームページの特設サイト「消費税の軽減税

率制度について」 

（www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu

/shohi/keigenzeiritsu/index.htm）をご覧くださ

い 

 

 

▼募集広告 

 「窓口封筒」 長形３号  

  ※住民票や戸籍謄本等を発行した際にお渡しする封筒 

 ○募集枚数 １万枚 

 ○掲載料  １枚２円 

  広告の位置：表面 

  広告の規格：５０ｍｍ×１００ｍｍ 

▼掲載申請できる方 

 高森町内に住所又は事業所を有し１年以上継続し

て事業を営んでおり、町税・料金等の滞納がない業

者 

▼掲載できない広告 

 政治・選挙・宗教・風俗・貸金業関連の広告、事実

に反する表記を含む広告等 

▼申込期限 ９月３０日（月）午後５時１５分 

▼申込方法 申込書に原稿を添付し、下記へ提出して

ください。申込書は役場健康福祉課戸籍住民係およ

び町ホームページより入手できます。 

▼申込・問い合わせ先 健康福祉課 戸籍住民係  

電話３５－９４１７ 

 

 

 

 

１１月１６日・１７日に役場前駐車場・町民体育館

北側駐車場をメイン会場として開催予定の高森まる

ごと収穫祭の出展団体を募集します。 

▼新たに出展（出店）を希望される団体の皆さん 

 １０月１日（火）までにお申し込みください。 

 なお、商工会に加盟されている方は、商工会事務局

にお申し込みください。 

▼平成２９年度・３０年度に参加された団体の皆さん 

 別途通知をお送りいたします。 

▼その他 

 ○申込者多数の場合は調整させていただく場合が

あります。 

 ○食べ物の販売をご希望の新規団体の方は、露天営

業などの許可を受けられた方に限ります。 

 

◎出展団体代表者会議を開催します◎ 

▼申込み・問い合わせ先 産業課 観光振興係 

   電話３５‐９４０５ 

令和元年１０月１日から 

消費税軽減税率制度が実施されます 

 

地元農畜産物を使った料理教室 

参加者募集のご案内 

 

「窓口封筒」に掲載する広告の募集 

 

高森まるごと収穫祭（11/16・17） 

～第 39回ふるさと祭り～ 出展団体募集 

 

収穫祭に参加される団体の代表の方は、必ずご

出席ください。 

◆日時 １０月１０日（木）午後７時３０分～ 

◆場所 福祉センター 大ホール 



NO、３０４        １０ 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 ４日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

ぐりとぐら ７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 ２８日 中央公民館 午前９時３０分～ 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 毎月第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 

牛牧短歌会 ９日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

高森コーラス １０日,１７日,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 

オカリナ愛好会 ８日,２２日 福祉センター 午後７時～ 楽しく発声と合唱練習をする 

カラオケクラブ 

音和の会 
６日 福祉センター 正午～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 
２日,１６日 

中央公民館 
午後７時～ 

詩吟を楽しむ 
４日,１８日 午後１時～ 

手まりの会 ２５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 １０日,１７日,２４日 福祉センター 午前９時３０分～ 健康な体づくり 

真向法 
１日,８日,１５日,

２２日,２９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 
１日,１５日 中央公民館 午後４時～ 愛唱歌を楽しみつつ技術の向上 

高森美人画教室 ２８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 

４日 中央公民館 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 
１２日 中央公民館 午前９時～ 

１９日 福祉センター 午前９時～ 

大人のサークル・ベガ ９日,１６日,２３日 中央公民館 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） 

 

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～ 


