
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 ５月１４日に長野県を含む３９県の緊急事態宣言

が解除されましたが、新型コロナウイルスへの対応は

長期間となります。「人と人との距離の確保」「マスク

の着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基

本的な感染対策の継続をお願いします。 

 日常生活では「新しい生活様式」を意識していただ

きながら、引き続き以下の取り組みにご協力ください。 
 

▼「密閉空間」「密集場所」「密接場面」の３つの

「密」の重なりを避けてください。 

▼感染の疑いがある方々は、医療機関を受診する前に、

飯田保健所の２４時間専用窓口（０２６５‐５３‐０

４３５）へご相談いただき、指示に従ってください。 

▼憶測やうわさに惑わされることの無いよう正しい情

報の把握に努めていただき、プライバシー保護、風評

被害防止のための冷静な判断・対応をお願いします。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 

 

 

 
 

新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受け

ている子育て世帯を支援するため、児童手当受給者を

対象に「子育て世帯臨時特別給付金」を支給します。 

▼支給対象者 

 令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当受給者 

 ※児童手当の所得制限を超過し、児童１人あたり月

額５，０００円を受給している「特例給付」の受

給者は対象外です。 

▼支給額 対象児童１人につき１０，０００円 

▼申請方法 

原則 申請は不要  
※公務員の方は下欄をご覧ください。 

 振込口座を変更する場合や給付を辞退する場

合は別途届け出が必要です。届け出書が必要な方

は健康福祉課までご連絡ください。（届け出期限 

６月４日（木）必着） 
   

公務員の方 ➜ 町へ申請が必要 

 受給者の方（父母等）が居住する市町村に申請が

必要です。 

 所属する公官庁が配布する申請書に、所属公官庁

から「児童手当の本則給付を受給している旨の証明」

を受け、申請してください。 

○申請期間 ６月１日（月）～ 

１１月３０日（月）必着 
 

▼問い合わせ先 健康福祉課 福祉係 

電話３５‐９４１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 昨年度配布した「湯ヶ洞」「御大の館」で利用でき

る「福祉入湯券」「介護リフレッシュ入湯券」につい

て、利用期限を延長します。 

▼利用期限 延長前 ５月３１日（日） 

延長後 ６月３０日（火） 

▼問い合わせ先 健康福祉課 高齢者係 

電話３５‐９４１２ 

 

 
 

町の奨学金の利用をご希望の方は、町の教育委員会

事務局までお申し込みください。 

▼貸与額・募集予定人員 

 

▼貸与対象者 

高校・専門学校・短大・大学に現在在学している学生 

※他の団体の奨学金等との併願も可能です。 

▼応募資格 次の条件を全て満たす方 

○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。 

○保護者に町税等の滞納がないこと。 

※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 

 原則として貸与期間の２倍の期間内（無利子） 

※疾病等の理由による償還期間延長や、猶予制度も

あります。 

▼申込用紙の入手方法 

 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。 

▼申込期限 ６月２６日（金） 

▼申し込み・問い合わせ先 

教育委員会事務局 学校教育係 

電話３５-９４１６ 

 

 

 
 

 

 例年６月初旬に実施している全町一斉河川清掃は、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止し

ます。 

その他、各地区の計画による作業を実施する場合は、

十分な間隔の確保など、新型コロナウイルスの感染予

防をお願いします。 

▼問い合わせ先 建設課 管理係 

電話３５‐９４０７ 

区分 貸与月額 募集予定人員 

高等学校 １８，０００円 若干人 

大学 ３０，０００円 若干人 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 
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各自治会および町を通じ、町民の皆さまに交通安全

協会の会員会費の納入をお願いしています。自治会未

加入の方も役場１階会計局にて納入ができます。 

お納めいただいた会費は、地域の交通安全啓発活動

や子どもと高齢者の事故防止等に活用させていただ

いています。 

皆さまのご理解とご協力をお願いします。 

▼対象者 

６月１日現在高森町に居住する運転免許証所有者 

※原付５０ｃｃ以上 

▼金額 １人につき２５０円 

▼納入受付期限 ７月３１日（金） 

▼問い合わせ先 総務課 防災安全係 

電話３５‐９４０２ 

 

 

 

 

 ごみ収集等をしている方への新型コロナウイルス

感染を防ぐため、風邪等の症状のある方、１４日以内

に感染症が拡大している地域や国への訪問歴がある

方は、ごみの収集（地区の収集・環境ステーションへ

の持ち込み）をご遠慮いただきますようお願いします。 

 また、マスクの着用など感染予防対策を行った上で

お越しください。 

 ごみに直接触れることのないようにし、地区の収集

では原則として持込者が収集ボックス等まで運んで

ください。 

 帰宅後は、手洗い・うがいをお願いします。 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

 

 
 

令和２年度工業統計調査を実施します。該当する町

内企業の皆さまは調査票へのご回答にご協力をお願

いします。 

▼調査基準日 ６月１日（月） 

▼問い合わせ先 総務課 企画振興係 

電話３５‐９４０２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 古着類を収集し、工業用ウエスに加工しています。 

マスクの着用など、新型コロナウイルス感染症への

予防対策を行った上でお越しください。 

▼収集日時 ６月６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お出しください。 

○「その他プラスチック専用袋」(赤プラ袋)も利用できます。 

 

 

 
 

▼収集できない物 

○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 

燃やす 

ごみ 

➜ 
切断して「燃やすごみ袋」

に入れて出す 
  

➜ 
稲葉クリーンセンターに直接搬入 

（料金１ｋｇあたり１８０円） 
   

② 

粗大ごみ 

※有料収集 

➜ 
次回収集日 

８月２２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。 

○収集業者が車から降ろしますので、すぐに降ろせ

るようにしてお越しください。 

○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、通行には十分注意ください。 

○悪天候の場合、収集日を延期することがあります。

延期を決定したときは音声放送で告知します。 

▼事前受け入れ 

収集日当日に都合の悪い方はご利用ください。 

○受入日 ６月２日（火）、５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 

 

 
 

 

 

 

 

工業統計調査にご協力を 

全町を対象に古着・古布を収集 交通安全協会の活動にご協力を 

行政相談をご利用ください 
 

「行政相談」は、行政などへの苦情や意見、要望をお

聴きし、公正・中立の立場から、その解決や実現を図

るとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組み

です。相談は無料で秘密は固く守られます。 
▼相談日 ６月１６日（火）、８月１８日（火） 

       １０月２０日（火） 

時間はいずれも午後 1 時３０分～４時００分 

※新型コロナウィルス感染症拡大防止により、中止また

は延期となる場合があります。ご承知おきください。 

▼開催場所   高森町福祉センター 

▼行政相談委員 清水 芳実さん 

▼問い合わせ先 総務課 行政係 

電話３５‐９４０２ 

 

 

２５日です。 
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。 

★☽ 6月の夜間役場 ☾★ 

資源ごみ等の収集における 

新型コロナウイルス感染症対策にご協力を 

！ 
中が見えない袋、堆肥袋、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。 



 

 

 
 

新型コロナウイルス禍により農産物の販路に影響

を受けた農家の皆さまの支援として、信州たかもり温

泉を販売所として提供します。 

▼開 催 日 ５月・６月の毎週土曜日・日曜日 

▼開催時間 午前１０時～午後４時 ※雨天決行 

▼開設場所 信州高森温泉「御大の館」駐車場 

▼申込方法 

 

 

※「出店申込書」は役場ホームページまたは産

業課農業振興係窓口で入手できます。 
 

 

 

 
 

 ※応募者多数の場合は出店調整をお願いする

場合があります。 

▼留意事項 

○出店者は施設管理者の指示に従ってください。 

○出店場所は施設管理者が指定します。 

○出店に伴う金銭管理は、出店者で各自責任を持っ

て行ってください。 

○出店に関する事故等については、施設管理者は一

切責任を負いかねます。 

○出店者は感染防止のため混雑にならないような

販売に努めてください。 

○信州たかもり温泉の営業状況により、開催日を変

更する場合があります。 

▼問い合わせ先 産業課 農業振興係 

電話３５‐９４０５ 

 

 

 

 

 町公民館と町教育委員会事務局社会教育係は、町推

進委員の皆さんによる体操動画や町内小中学校の先

生方による体操動画をはじめ、さまざまな動画を

Facebook ページで配信しています。ご家庭での運動

にご活用ください。 
 

▼アクセス方法  

 ○ Facebook 高森町公民館・社会教育 で検索 
 ○ 下記２次元コードを読み取り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 社会教育係 

電話３５‐９４１６ 

 

 

 
 

 例年６月に開校している高森町シニア大学につい

ては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため入

学生の募集を見合わせていましたが、５月１４日のシ

ニア大学運営委員会での協議の結果、本年度のシニア

大学の実施を延期することにしました。 

 現在、開校の見通しは立っていませんが、今後の新

型コロナウイルス感染症の状況を見据えながら、シニ

ア大学の目的である高森町の高齢者が心身ともに健

康で充実した生活を送るための一助となるよう慎重

に判断していきます。 

 ご理解とご協力をお願いします。 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 社会教育係 

電話３５‐９４１６ 

 

 
 

放送大学では２０２０年１０月入学生を募集して

います。 

▼特徴 

○１０代から９０代の幅広い世代、約９万人の学生

が大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、さ

まざまな目的で学んでいます。 

○テレビによる授業だけでなく、学生は授業をイン

ターネットで好きなときに受講することもでき

ます。 

○心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科

学など、約３００の幅広い授業科目があり、１科

目から学ぶことができます。 

○卒業すれば学士を取得します。 

○放送授業１科目の授業料は１１，０００円（入学

金は別）。半年ごとに学ぶ科目分だけの授業料を

払うシステムです。 

○半年だけ在学することも可能です。 

○全国にミニキャンパスと言える学習センターや

サテライトスペースが設置されており、サークル

活動などの学生の交流も行われています。 

▼出願期間 

▼資料請求・問い合わせ先 放送大学長野学習センター 

電話０２６６‐５８‐２３３２ 

 

 

 

 

 世界禁煙デーや禁煙週間をきっかけに、ご自身や家

族などみんなの健康をについて考え、喫煙習慣を振り

返ってみましょう。 

▼禁煙週間のテーマ 

 「２０２０年、受動喫煙のない社会を目指して 

   ～たばこの煙から子ども達を守ろう～」 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 

第１回募集 ６月１０日（水）～８月３１日（月） 

第２回募集 ９月 １日（火）～９月１５日（火） 

おうちで体を動かそう！ 

体操動画を配信中 

 

5月 31日は世界禁煙デー 

5月 31日～6月 6日は禁煙週間 

令和２年度の高森町シニア大学 

開校を延期 

信州たかもり温泉 

「農産物軽トラ市」出店者を募集 

①「出店申込書」に必要事項を記入 

②出店希望日より前の金曜日正午まで

に役場へ「出店申請書」を提出 

高森町公民館・社会教育 

Facebookアカウント 

   ２次元コード↓ 

放送大学の入学生を募集 
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新型コロナウイルス感染症の影響により予定が変更になる場合がございます。 

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 

ぐりとぐら １０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 ８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 

手まりの会 １２日、２６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 

１８日 

福祉センター 

中央公民館 
午前９時３０分～ 健康な体づくり 

真向法 
２日、９日、１６日、 

２３日、３０日 
中央公民館 午後７時～ 健康体操・老化防止 

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 

大人の運動サークル・ベガ 
１０日、１７日、 

２４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） 

健康太極拳 １２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～ 


