
 

 

 

 

 

 

 
４月１日から、高森町役場の宿直業務を業者に委託し

ます。これまで職員が行っていた庁舎の管理、戸籍等の

届出書類の受領、緊急連絡の受付などの業務は委託業者

が行います。 

なお、日直業務（閉庁日の午前8時30分～午後5時

15分）については引き続き職員が行います。 

ご理解とご協力をお願いします。 

▼問い合わせ先 総務課 行政係   

電話３５－９４０２ 

 

 

 

４月１日から役場山吹支所の窓口受付時間を変更

します。大変ご迷惑をおかけしますがご理解・ご協力

をお願いします。 

▼受付時間 午前８時 30分～正午 

      午後１時 00分～午後５時 15分 

※正午から午後 1時までは窓口業務を行いません。こ

の間に御用の際は役場本所までお願いします。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 戸籍住民係 

電話３５－９４１７ 

 

 
 

 

３月 16 日（月）から３月 29 日（日）までの間、役

場職員玄関付近（宿直室）の改修工事を行います。改

修期間中、職員玄関口からの出入りは可能です。 

夜間及び土日・祝日に役場に御用の方はご不便をお

かけしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し

上げます。 

▼問い合わせ先 総務課 財政係 

電話３５－９４０２ 

 

 

 

 

 

国民健康保険に加入されている 40歳から 74歳まで

の方の特定健診受診を推進しています。 

令和元年度（平成 31年４月 1日～令和２年３月 31

日）に特定健診の代わりに「勤務先の健診データを提

出する」又は「かかりつけ医のデータを提出する」こ

とになっていた方で、まだお済みでない方は 4月末ま

でに、健康福祉課健康係保健師まで提出をお願いしま

す。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 保健師 

 電話３５－９４１２ 
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３月４日（水）に予定していた「吉田河原保育園の

新園舎建設に係わる説明会」は、新型コロナウイルス

の感染拡大を防止するため、延期としました。急な変

更で申し訳ありませんでした。 

説明会で配布予定だった資料等は、町ホームページ

に掲載し、町内保育園の保護者には全世帯、地域の

方々には隣組回覧にてお示ししております。また、「あ

ったかてらす」「教育委員会事務局」にも置いてあり

ますので、必要な方はお申し出ください。 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 こども支援係 

電話３５－９４１６ 

 

 

 

 

長野県シニア大学飯伊学部では、高齢者の皆さんが

地域で生き生きと生活ができるよう幅広い分野の学

習を行っています。 

皆さんも長野県シニア大学で生きがいづくり・健康

づくりを進め、楽しいシニアライフを始めませんか。 

募集期間を延長しました。皆様の申込みをお待ちして

います。 

▼対 象 概ね 50 歳以上で県内在住の方 

     ※過去に長野県シニア大学を卒業した方

も入学可 

▼主な学習場所 

     飯田合同庁舎 

▼学習分野 

     教養講座・趣味や健康づくりの実技・社会

活動等 

▼期 間 ２年間（1 日 4 時間×18 日／年） 

     ※入学式は 5 月 12 日(火)を予定 

▼定 員 70 人  

▼授業料 12,000 円／年 

▼申込み 飯田保健福祉事務所福祉課または役場健

康福祉課に用意してある願書に必要事項

を記入の上、各窓口へ持参または郵送して

ください 

申込期間は３月 31 日(火)まで(当日消印有 

効)です 

▼問い合わせ先 飯田保健福祉事務所 福祉課  

電話５３－０４６４ 

        健康福祉課 高齢者係   

電話３５－９４１２ 

 

 

 

 

役場山吹支所の窓口受付時間について 

役場職員玄関付近（宿直室） 

改修工事のお知らせ 

 

役場の宿直業務が４月から変わります 

 

吉田河原保育園 新園舎建設に係わる 

説明会延期に伴う資料配布について 

国民健康保険に加入されている皆さんへ 

令和元年度特定健診の 

データ提出をお願いします 

 

 
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 

広報高森あったかもり３月号 10 ㌻「段丘戦隊ビリ

ンジャー新規隊員募集中」の問い合わせ先に誤りがあ

りました。正しくは電話３５－９４０５（産業課 林

務係）です。お詫びして訂正します。 

長野県シニア大学飯伊学部の 

学生を募集しています 
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犬の所有者（または管理者）は、狂犬病の予防注射を毎年１回受けさせる義務があります。愛犬のために

接種をお願いします。昨年までと一部の会場が変更になっています。日程表をよくお確かめください。 

１ 狂犬病予防注射 

▼対 象  生後 91 日以上の犬 

▼料 金  1 頭 3,600 円  ※おつりがいらないようご準備ください。 

▼持ち物  ・案内はがき ※ハガキが届いている方は必ずお持ちください 

     ・注射を受ける犬の頭数分の料金 

▼備 考   

◎令和２年２月以降に登録された犬の飼い主には案内はがきは届きませんが、狂犬病予防注射を受けられます。 

◎健康に異常のある犬、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。 

◎正当な理由なしに未実施の場合、狂犬病予防法違反として罰せられることがあります。 

◎犬が既に死亡している場合は、環境係に届け出てください（電話連絡でも結構です）。 

 

狂犬病予防接種 集合注射（第１次）日程 

２ 新規登録 

▼対  象  未登録の犬、新しく飼い始めた犬 

▼料  金  １頭 3,000 円 

▼備  考  上記の会場で登録の手続きができます。未登録の犬は狂犬病予防注射と併せて登録してくだ

さい。なお、新規登録される飼い主の方は、登録料金と注射料金を合せてご用意ください。（新

規登録と予防接種 一頭 6,600 円） 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 電話３５－９４０９ 

 

 

 

図書館の廃棄図書約 2,500 冊を還元します。ご家庭

でお役立てください。 

▼日 時 ５月２、３、５、６日  

午前 10 時から午後４時まで 

4 日（月）は施設休館です 

▼会 場 福祉センター １階 健康相談室 

▼問い合わせ先 町立図書館 

電話３５－９４３４ 

 
  

３月８日発行「広報高森 あったかり」で紹介した

下記の行事は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止

のため中止・延期となりました。 

・ＦＦマーケット（３月 19日・26 日／中止） 

・熱中小学校（３月 21 日／中止） 

・第 109 回うたごえ喫茶（３月 21 日／中止） 

・図書館おたのしみ会「列車模型大集合！」（３月 21 日／延期） 

・同「腹話術とマジックショー」（３月 28 日／延期） 

・日本一の学校桜キャンドルナイト（４月３・４日／中止） 

４月７日（火） ４月８日（水） 
会  場 時  間 会  場 時間 

竜口龍の里会館 

午
前 

9時 00 分～9時 10分 下５会館 

午
前 

9時 00 分～9時 10 分 

旧下平集会所前 9時 20 分～9時 30分 下市田区民会館 9時 20 分～9時 35 分 

山吹区事務所 9時 40 分～9時 50分 積善会館 9時 45 分～10時 00分 

白髭神社前 10 時 10 分～10 時 20 分 下市田ライスセンター 10 時 30 分～10 時 40 分 

新田地区館 10 時 30 分～10 時 40 分 出砂原児童遊園地 10 時 50 分～11 時 00 分 

山吹上生活改善センター 10 時 50 分～11 時 05 分 牛牧ふれあい広場 

午
後 

1時 10 分～1時 30 分 

山吹中生活改善センター 11 時 15 分～11 時 25 分 原町陣屋区民会館 1時 40 分～1時 55 分 

吉田西地区館 

午
後 

1時 10 分～1時 25分 大島山区民会館 2時 5 分～2時 15 分 

吉田区民会館 1時 35 分～1時 50分    

吉田南地区館 2時 00 分～2時 15分  

 

 

 

 

 

  

町民体育館前 2 時 25 分～2 時 45 分 
 

 

  

狂犬病予防注射と犬の新規登録 

図書館廃棄図書リユース会 イベント中止・延期のお知らせ 

▼訪問注射を希望される飼い主の方 

事前の申し込みが必要です。４月３日（金）午

後５時までに、下記環境係へお申込みください。

お申し込みの際、希望時間をお尋ねし日程調整を

いたします。なお、注射料金と別に訪問料金（１

軒につき 2,500 円）をお支払いいただきます。 

 



 

 

 

▼募集広告  

広報高森「あったかもり」令和２年度発行分 

○広告掲載号 ５月号～翌年３月号 

○広告の大きさ １枠あたり 縦45㎜×横 83㎜ 

○募集枠数・掲載料 

カラー （募集２枠） １枠１月 3,000 円 

モノクロ（募集１枠） １枠１月 2,500 円 

※掲載月数は、応募者と調整します。 

「町の封筒」 角形２号・長形３号 

○募集枚数 各１万枚 

○掲載料  １枚３円または５円（広告の大きさによる） 

▼掲載申請できる方 １年以上継続して事業を営ん 

でいる業者で町税・料金等の滞納が無い業者 

▼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 ４月 17日（金）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、役場総務課および町ホームペ

ージより入手できます。 
※町ホームページのバナー広告は、随時募集しています。 

▼申込・問い合わせ先 

（『広報高森』について） 

総務課 企画振興係   電話３５－９４０２ 

（『町の封筒』について） 

総務課 行政係     電話３５－９４０２ 

 

 

 

 

まちの魅力や情報を伝える広報高森「あったかも

り」に、町民のみなさまの感想を活かしてより良い内

容にすることを目的として、モニターを募集します。 

▼募集資格  

下記のすべてに該当する方が対象となります。 

 1.高森町内に居住する高校生以上の方 

 2.広報高森を読んで感想・意見をお寄せいただける方 

▼期  間  

令和２年４月から１年間 

▼活動内容  

毎月８日に発行している広報高森を読み、メール、

ＬＩＮＥ、ファックス等で、意見・感想・改善点など

を記入して提出します。 

※２～３カ月に１回程、感想をお寄せください。 

▼謝  礼 規定に基づき、謝礼をお支払いします。 

▼申し込み期限 令和２年４月６日（月）まで 

▼応募方法・問い合わせ先 

 電話、メール、ファックスで総務課にお申し込みく

ださい。 

※締切後、選考の結果について 4月中にご連絡いたし

ます。 

▼問い合わせ先 総務課  

電話３５－９４０２ ファックス３５－８２９４ 

メール soumu@town.nagano-takamori.lg.jp 

 

 

 

 

 

「ながの子育て家庭優待パスポート」及び「多子世

帯応援プレミアムパスポート」の有効期限が切れる３

月末を前に、新しいカード（有効期限更新）を対象世

帯に郵送します。 

 ３月末までに届かない場合は、お問合わせください。 

「ながの子育て家庭優待パスポート」 

▼対象世帯：18 歳未満の子ども（18 歳に達する年度

の 3 月末まで）が 1 人以上いる世帯と妊婦さんのい

る世帯  

「多子世帯応援プレミアムパスポート」 

▼対象世帯：18 歳未満の子ども（18 歳に達する年度

の 3 月末まで）が 3 人以上いる世帯 

「ながの子育て家庭優待パスポート」のサービスに

加え、多子世帯向けの追加サービスが受けられます。 

◎協賛店舗で買い物などの際にカードを提示すれば、

割引など各種サービスを受けられます。 

◎カードは、裏面に記載した子どもとその家族に限り

利用できます。妊婦さんは出産予定日を記入くださ

い。 

◎両パスポートの協賛店舗は「ながの子育て家庭優待パ

スポート事業協賛店店舗検索サイト」で確認できます。 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 こども支援係 

電話３５－９４１６ 

 

 

 

 

 

町内の災害時に拠点となる 9箇所の施設に、災害発

生時でも広く情報収集できるようWi-Fiアクセスポイ

ントを設置しました。 

災害時だけでなく、日常はフリーWi-Fi としてどなた

でも利用できます。行政情報、観光情報などの収集に

ご利用ください。 

令和２年３月23日（月）から利用できます 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼利用方法 それぞれの施設に掲示します 

▼問い合わせ先 総務課 情報係  

電話３５－２３２１ 

 
 

 

 

 

３月の夜間役場は３月２５日（水）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。 

皆さんの声で広報高森 

「あったかもり」をもっと楽しく！ 

 

子育て世帯に「ながの子育て家庭優

待パスポート」等をお送りします 
【有効期限更新】 

公共施設などで無料 Wi-Fi が 

使えるようになります 

 

①高森町役場１,２階  ⑥町民体育館 

②福祉センター１,２階 ⑦北小学校体育館 

③中央公民館          ⑧南小学校体育館 

④やすらぎ荘      ⑨中学校体育館 

⑤やすらぎ荘別館 

 

【無料 Wi-Fi 設置場所】 
 

「広報高森」「町の封筒」に掲載する

広告の募集について 

 



NO、３１０        ４ 月 生 涯 学 習 情 報     令和２年 

新型コロナウィルス感染症の影響により予定が変更となる場合があります。 
 

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) 

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 

ぐりとぐら ６日 中央公民館 午前１０時～ 読み聞かせボランティア研修会 

自分史講座 ６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 ９日，２３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 １４日，２８日 福祉センター 午後１時～ オカリナを楽しもう 

カラオケクラブ 

音和の会 
１２日 福祉センター 午前１１時～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 
３日，１７日 

１日，１５日 
中央公民館 

午後１時～ 

午後７時～ 
詩吟を楽しむ 

ひまわり健康体操教室 ２日，９日，２３日  福祉センター 午前９時３０分～ 健康な体づくり 

真向法 
７日，１４日，２１日,

２８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 
１４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 ２７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 

３日, １１日，１８

日，２５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 

大人の運動サークル・ベ

ガ 

８日,２２日 

１５日 

中央公民館 

福祉センター 
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） 

健康太極拳 
３日，１０日，１７日，

２４日 
中央公民館 午前１０時～ 

太極拳の練習を通して健康維持と増

進を図る。 

 

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～ 


