
 

 

 

 

 

 

 

 

 町では、令和 2年 4月にお子さん等が高校・大学・

短期大学・専修学校に入学を予定している方に、入学

準備にかかる費用をお貸しします。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 上限 40万円 

（1 万円単位で希望する額） 

▼募集予定人員 若干人 

▼貸与対象者 

・経済的理由で就学困難と認められること。 
・保護者が高森町に居住していること。 

・翌年度に高校・大学・短期大学および専修学校に入

学を予定している子ども等がいること。 

・保護者および同一世帯の方に町税等の滞納がないこ

と。 

▼償 還 期 間 貸付けをした月の翌月から起算し、

1 年据置き、就学期間内（無利子） 

▼申込用紙入手方法 教育委員会事務局窓口または、町ホ

ームページからダウンロードして

ください。 

▼受 付 期 間 令和 2 年 3 月 31 日（火）まで 

▼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 

 

 

 

  

法テラス（日本司法支援センター）は、「総合法律

支援法」に基づいて平成 18 年４月に設立された法人

です。このたび「まいさぽ飯田」と連携し、弁護士に

よる無料法律相談会を行います。法律トラブルでお困

りの方はお気軽にご相談ください。毎月最終週の水曜

午後を予定しています（要予約）。 

▼日時 11 月 27日（水）午後１時 30 分～３時 30分 

    12月 25日（水）午後１時 30分～３時 30分 

▼会場 まいさぽ飯田 相談室（飯田市高羽町６-１-３） 

▼対象 飯田下伊那に在住、在勤、在学で、本人と配

偶者の収入・資産が以下の基準を満たす方 

 

家族人数   月収            現金・預貯金 

単身者    182,000 円以下   180万円以下 

２人家族   251,000 円以下   250万円以下 

３人家族   272,000 円以下   270万円以下 

４人家族   299,000 円以下   300万円以下 

※家賃、住宅ローン、医療費などの出費を考慮できる

ことがあります。 

▼予約 まいさぽ飯田 電話４９－８８３０ 

平日午前９時 30分～午後５時 00分 

定員になり次第締め切り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この夏始まった、高森町の子どものための読書クラ

ブ「ほんとも」。おすすめ本を語るリレーブックトー

クをＣＡＴＶで放映しています。 

「本の森通信」の時間や、町の週刊ニュース「市田柿

の里からこんにちは」の後に流れます。 

第１回は壬生町長のおすすめ本です。 

▼11月の放送日 16日(土)～29日(金) 

「我が家の主役たち」に続いて放映

されます。ぜひご覧ください。 

▼問い合わせ先  

高森町立図書館 電話３５－９４３４ 

 

 

 

町では認定心理カウンセラーによる無料相談を行

っております。気持ちを整理したい、自信を取り戻し

たい、気分がすぐれない、人間関係にストレスを感じ

る方、お気軽にお申込みください。 

▼相談日 12 月 10日（火）  

▼時 間 午後１時 30分～(要予約) 

▼内 容 認定心理カウンセラーによるカウンセリ

ング 

▼料 金 無料 

▼その他 上記の日付以外でもご相談を受け付けて

います。ご希望がある方は、いつでもご連

絡ください。 

▼申し込み・問い合わせ先   

健康福祉課 健康係（保健師） 電話３５－９４１２ 

 

 

 

所得税の青色申告者を対象に、令和元年分所得税青

色申告決算説明会を次の日程により開催します。 

【対象所得：営業・不動産】 

▼日 時 12 月２日（月）午後２時～４時 

▼場 所 豊丘村役場 保健センター２階 

【対象所得：農業】 

▼日時① 12 月９日（月）午前 10時～正午 

▼場 所 ＪＡみなみ信州高森支所２階大会議室】 

▼日時② 12 月 11日（水）午前 10時～正午 

▼場 所 南信酪農業協同組合下伊那事務所（下市田） 

▼問い合わせ先  

飯田税務署 個人課税第１部門 電話２２－１１６５ 

 ※自動音声案内が流れますので「２」をお選びくだ

さい。担当部署におつなぎします。 

入学準備金貸付希望者を受け付けます 
 

CATV チェック！！ 

たかもり読書クラブ ほんとも 

リレーブックトーク放映のご案内 
 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和元年１１月１８日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 

法テラス×まいさぽ飯田 
無料法律相談会のお知らせ 

こころの相談日のお知らせ 

 

所得税青色申告決算説明会のお知らせ 
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飯田税務署では、消費税の一般的な決算の仕方、経

理処理、課税売上の判定、申告書の書き方等について、

消費税説明会を、次の日程により開催します。 

▼日 時 １２月１７日（火） 午後２時～４時 

▼場 所 飯田税務署 ２階会議室 

▼問い合わせ先  

飯田税務署 個人課税第１部門  

電話２２－１１６５ 

 自動音声案内が流れますので「２」をお選びくださ

い。担当部署におつなぎします。 

※消費税軽減税率制度についての説明時間（おおむね

３０分程度）を含みます。 

 

 

 

 

 

ご近所、お友達をお誘いの上ご参加下さい。今回は

テーマを「冬至」とした料理です。 

▼日  時 12 月 18日（水）午前 10 時～午後１時 

▼場  所 福祉センター ２階調理室 

▼講  師 管理栄養士 伊東希実さん 

▼メニュー １）かぼちゃのサンドイッチ 

２）鶏肉の柑橘煮 

３）白菜と油揚げのサラダ 

４）ハッセルバックれんこん 

５）冬野菜のポタージュ  

▼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１人７００円（おつりがいらない

ように）、エプロン、三角巾 

▼申 込 先 12 月 10日（火）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 

▼申し込み・問合せ先 

 町営農支援センターゆうき 電話３５－３０４４ 

 

 

 

 

 

 

長野県青年司法書士協議会では、空き家問題に関す

る電話相談会を開催します。 

▼日  時 12 月１日（日） 

      午前１０時から午後４時まで 

▼電話番号 ０１２０-４４８-７８８ 

（フリーダイヤル） 

▼相 談 料 無料 

▼そ の 他 秘密は厳守します 

▼問い合わせ先 

 県青年司法書士協議会 ０２６-２３２-０６９１ 

 

 

 

 

県最低賃金の改定に伴い、令和元年度の農作業標準

労賃を下記のとおり改定しました。 

▼内 容 稲作・畑作・果樹の一般作業を、８４５円

から８４８円へ改定 

▼改定日 令和元年１０月４日（長野県最低賃金の改

定日）から 

▼詳 細 下記にご連絡をお願いします 

▼問い合わせ先   

高森町 産業課 農業振興係 電話３５－９４０５ 

 町営農支援センターゆうき  電話３５－３０４４ 

 

 

 

 

「労働保険」は、労働基準監督署が所掌する労働者

災害補償保険（労災保険）および公共職業安定所が所

掌する雇用保険の総称で、５人未満の労働者を使用す

る個人経営の農林水産の事業所など一部を除き、加入

が法律で義務付けられています。 

 加入手続きを行っていない場合には、加入義務の有

無、手続き方法、要件などを管轄の労働基準監督署ま

たは公共職業安定所へご相談ください。 

▼問い合わせ先 

ハローワーク飯田 雇用保険適用係  

電話２４－８６０９ 

 

 

 

 

 令和２年１月から事業募集を始める次年度「地域発 

元気づくり支援金」について、地域団体などのご相談

にお答えする北部ブロック事前説明会を下記の日程

で開きます。 

▼実 施 日 11月 22 日（金） 

▼対応時間 午前９時～午後５時 

      ※14日現在の空き状況 

①午前 11 時～正午 

②午後２時～３時 

③午後４時～５時 

▼会 場 豊丘村役場２階 中会議室 

▼対 象 地域づくりを行っている公共的団体ま

たは市町村、一部事務組合等 

▼相談内容 元気づくり支援金の活用に関すること

全般 

▼申し込み先  

南信州地域振興局 企画振興係 電話５３－０４０１ 

▼受 付 午前９時～午後５時 

▼そ の 他 事前予約なしの場合、予約の方を優先し

ます。次にお待ちの方がいる場合、適宜

時間を区切って対応します 

消費税説明会のお知らせ 

 

地元農畜産物を使った料理教室 

参加者募集のご案内 
 

令和元年度 農作業標準労賃を 

改定しました 

 

司法書士による「空き家問題１１０番」 
～もう空き家は放置できない？～ 

開催のお知らせ 

事業主の皆さま 

労働者を１人でも雇っている場合には 
「労働保険」加入の有無を要確認 

令和２年度「地域発 元気づくり支援金」 

活用に向けた事前説明会を開きます 
 



11 月の夜間役場は 11 月 25 日（月）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。 

 

 

 

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ます。 

▼日  時  12月７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出す 

○「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 

▼収集不可  ○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 の 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

（料金 10㎏あたり 180 円）  

② の 場 合 有料収集 ※次の収集は３月 14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、付近の道路は混雑が予想さ

れます。係の誘導に従い、通行には充

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。延期の場合は音声放送で

告知（役場宿直☎３５－３１１１でも

確認可能） 

▼事前受入 ○収集日当日に都合の悪い方はご利用

ください 

受入日 12月３日（火）・６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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱中小学校では、今年度から一般聴講制度を設けま

した。今回のテーマは教育。興味のある方は下記へお

申し込みの上、是非ご参加ください！ 

▼日  時 11 月 30 日（土）午後１時～２時３０分 

▼場  所 高森町アグリ交流センター 

▼講  師 沖山 賢吾 先生 

（沖山教育研究所 所長） 

▼内  容 「中学受験の話をしていると、なぜかそ

こには高森町の未来が映し出されてい

るのです」 

▼聴 講 料 ２，０００円 

▼募集期間 11月 29日（金）まで 

▼申込・問い合わせ先  

一般社団法人熱中たかもり 電話４８－８０６６ 

 

 

 

 

若者目線で高森町の魅力や情報を発信する「わかも

の☆特命係」が制作した高森ＰＲ動画が、長野朝日放

送「ふるさとCM大賞」の応募作品として放送されま

す。放送日時などは次の通りです。ぜひご覧ください。 

▼日 時 11 月 21日（木） 

午前 11時 30分～11時 45分 

▼番組名 「今ドキ！昼ドキッ」内「めざせ！ふるさ

とＣＭ大賞 2019」のコー

ナー 

・放送局のＨＰでもご覧

いただけます。このＱＲ

コードからアクセスして

ください 

▼問い合わせ先  

総務課 情報係 電話３５－９４０２ 

 

 

 

 本学院は、准看護師として必要な知識、技術、態度

を習得し、社会に貢献できる人材を育成する養成所で

す。昭和 27年の設立以来、多くの人材を各地に送り

出しています。 

▼所 在 地 〒396-0014 伊那市狐島４１７６ 

▼募集人員 40人 

▼就学年限 ２年 

▼願書受付 令和２年１月６日（月）～２月７日（金） 

▼受 験 料 １万円 

▼入学試験日 令和２年２月 15日（土） 

▼試験科目 国語、数学、面接（該当者） 

▼資料請求 住所、氏名、連絡先を明記の上、94円切

手を同封して郵便で請求するか、直接学

園までお越しください 

▼問い合わせ先  

上伊那医師会附属准看護学院 電話０２６５-７２-２８５６ 

古着・古布を収集します 

 

学校の制服・園児服等は 

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。詳しくは町ボランティアセン

ター☎３４－３００１へ 

検索 高森町ボランティアセンター 

 

熱中小学校の一般聴講生募集 
 

長野朝日放送「ふるさとCM大賞」 

高森町ＰＲ動画 放送日のお知らせ 

上伊那医師会附属准看護学院の 

生徒を募集します 



NO、３０６        １２ 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 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 ６日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

ぐりとぐら ３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 ９日 中央公民館 午前１０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水曜日 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 １１日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

高森コーラス ５日,１２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 １０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 
７日 福祉センター 正午～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 
４日,１１日 

中央公民館 
午後７時～ 

詩吟を楽しむ 
６日,１３日 午後１時～ 

手まりの会 １３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 
５日,１９日 中央公民館 

午前９時３０分～ 健康な体づくり 
２６日 福祉センター 

真向法 
３日,１０日,１７日  中央公民館 

午後７時～ 健康体操・老化防止 
２４日 福祉センター 

アコーディオン教室 

やまなみ 
３日,１７日 中央公民館 午後４時～ 愛唱歌を楽しみつつ技術の向上 

やさしい 

ヨガストレッチの会 
７日,２１日,２８日 福祉センター 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 ４日,１１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～ 


