
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少している町内

飲食店等を応援するため、５，０００円分の飲食等に使用で

きるプレミアム食事券を 1 冊３，０００円で販売します。食

事券を利用し、「新しい生活様式」を取り入れて地域経済の活

性化と復興に奮闘している町内飲食店を応援しませんか。 

▼販売日時 ６月２１日（日）午前１０時～午後２時 

▼販売場所 福祉センター２階大ホール 

▼販売対象者 高森町内在住者 

 

 
 

▼販売予定数 １，５００冊 

▼利用期間 ６月２１日（日）～１２月２０日（日） 

▼販売価格 ５，０００円分の食事券を１冊３，０００円で販売 

※１回の購入でお１人１冊のみ購入可能 

▼対象店舗 町内飲食店およびタクシー業者 

 ※町のホームページまたは新聞折り込みのチラシをご確認ください。 

 

 

 
 

▼問い合わせ先 産業課 商工観光係 

電話３５‐９４０５ 

 

 
 

６月から「高森町産前産後家事支援事業」が始まりました。妊

娠中から子どもが５カ月になるまでの間、家族の支援が受けられ

ない場合や体調不良等で支援が必要な場合に、町の指定する事業

所で家事や育児の支援を受けることができます。費用の一部は町

が助成します。対象者には妊娠届出時に窓口で１枚５００円分の

「家事応援券」を１０枚お渡ししますので、ぜひご利用ください。 

▼対象者と配布方法 

 高森町に住所があり、下記のいずれかに該当する方。 
 

▼ご利用いただける事業所 

事業所名 電話 

認定ＮＰＯ法人びすけっと ０２６５－４８－８０８７ 

マミーズケア笑顔のたね ０５０－５３７３－８２８８ 
 

※本事業にご協力いただける事業所がありましたらご連絡ください。 
 

▼支援内容 応援券とあわせて配布する事業所ごとのチラ

シまたは町のホームページをご確認ください。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

吉田河原保育園の新園舎建設に関わる説明会を開催します。 

▼日 時 ６月２８日（日）午前１０時～ 

▼場 所 高森町福祉センター大ホール 

▼対 象 高森町内在住者 

▼内 容 経過報告、新園舎建設について、意見交換 

▼出席者 吉田河原保育園関係者・町保育園担当者 

▼その他 対象者別の説明会も開催予定です。 

こちらにご参加いただいても構いません。 

○６月２３日（火）吉田保育園保護者対象 

○６月２５日（木）吉田河原保育園保護者対象 

※両日ともに午後７時～、福祉センター大ホールで開催。 

▼問い合わせ先 

吉田河原保育園  電話３５‐６７７１ 

教育委員会事務局 電話３５‐９４１６ 

 

 

 

 

本年度は夏休みが短縮され開館日が短いことや、現

時点での登録者が定員を超えていることから、夏休み

のふれあいスクールの受け付けは行いません。 

年度当初に登録していただいた方については、決定

通知書でお知らせします。 

 

 

 

 

 ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いします。 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 学校教育係 

電話３５‐９４１６ 

 

 

 

 

資料館「時の駅」は、第１回「時の駅」講座を開き

ます。幕末から明治前期に伊那谷を放浪しながら多く

の秀句を残した井月は、高森町にも何度か訪れていま

す。「井上井月顕彰会」理事の唐木孝治さんを講師に

迎え、下伊那を巡った井月の足跡をたどります。 

▼日 時 ７月１１日（土） 

午後１時３０分～午後３時３０分 

▼会 場 高森町福祉センター大ホール 

※６月８日組合回覧記載の「時の駅学習室」から変更。 

▼講 師 井上井月顕彰会理事・唐木孝治さん 

▼受講料 ２００円（本講座のみの受講料） 

※事前申し込みは不要ですが、全３回の講座を受講

予定の方は資料館へお問い合わせください。 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５‐７０８３ 

５カ月未満のお子さんを育てている方 

（令和２年２月以降に出産された方） 
→ 郵送で通知 

   

妊娠中の方で令和２年５月３１日までに 

妊娠届を提出した方 
→ 郵送で通知 

   

6月以降に妊娠届を提出する方 → 
妊娠届出時に

窓口で配布 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和２年６月１８日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 
高森町プレミアム食事券を販売！ 

町内飲食店等でご利用ください 

高
森
町
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

柿
丸
く
ん 

２１日販売分の残り+５００冊を、６月２２日（月）

から役場、八十二銀行市田支店、飯田信用金庫高森支

店、みなみ信州農協高森支所組合員課で販売します。 

夏休みのふれあいスクール（ふれあいクラブ）の 

受け付けは行いません 

吉田河原保育園 

新園舎建設に関わる説明会 

産前産後家事支援事業がスタート 

第１回「時の駅」講座 

「下伊那にたどる『漂泊の俳人・井上井
せい

月
げつ

』」開催 

ご家庭でやむを得ない事情などがある方は、

６月３０日（火）までに教育委員会事務局まで

ご相談ください。 

※購入時に、住所を確認できる身分証明書等が必要です。 

※中学生以下の方は、保護者同伴の場合のみ購入できます。 



 

 

 
 

家庭のごみを燃やす野焼きは禁止されています。家庭ごみ

は焼却せず分別し、ルールに従って収集所に出しましょう。 

 

 

 

 
 

例外的に認められる野焼きであっても下記の点に注意し、隣近

所の迷惑にならないよう十分配慮し火災予防を心掛けてください。 

○紙、ビニール、プラスチック等のごみを一緒に燃やさない。 

○時間帯、風の向きや強さに注意する。 

○１回に燃やす量は最低限にする。 

○草木を燃やす場合は十分乾燥させ煙の量を減らす。 

○やむを得ず周囲に住宅がある場所で野焼きを行

う場合は、事前に周知する。 

○規模が大きくなる場合は消防署へ事前に届け出る。 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

 

 

 
 

 アレチウリ等特定外来生物は繁殖力が強く、河川敷等を中心

に町内へ広がります。地域固有の生態系や農林業等をはじめ景観

等へ影響を及ぼす恐れがあり、根絶に向けた駆除活動が求められ

ています。地域活動のきっかけ作りとして、研修会を開きます。 

▼日 時 ６月２７日（土）午前９時～午前１０時 

▼会 場 高森町吉田 旧横浜ゴム上広場 

▼内 容 

 ○河川等におけるアレチウリの繁殖拡大による生

態系への影響・駆除方法について 

 ○その他の特定外来生物の駆除方法 

▼講 師 南信州地域振興局環境課の職員 

▼持ち物 作業のできる支度、軍手、飲み物 

▼その他 マスク着用、ソーシャルディスタンスの確保、作業後

の手指消毒など、新型コロナウイルス感染予防対策の

徹底の下で実施します。 

※風邪等の症状のある方のご参加はご遠慮ください。 

※新型コロナウイルスの影響で中止となる場合があります。 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

 

 

 

 

 道路に犬のふんを放置すると、通学中の児童生徒や

通行者、近隣の方の迷惑になります。飼い主のマナー

として、犬のふんは必ず片付けるようにしましょう。 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 新型コロナウイルス対策のため、運動不足になった

り人と会話をする機会が少なくなったりしていませ

んか。町内の各地区を健康運動指導士と保健師が訪問

し、「あおぞら体操教室」を開きます。３密を避け、

屋外で気持ち良く体操しましょう。 

▼内 容 ラジオ体操やストレッチ 

 運動の前に血圧を測定します。測定された方には

もれなく血圧手帳をプレゼントします。 

▼申し込み 不要。お気軽にご参加ください。 

▼講 師 健康運動指導士 上澤しのぶ さん 

      健康運動指導士 牧内 隆雄 さん 

▼時 間 午前８時００分～午前８時３０分 

▼日付・講師・会場 
 

日付 講師：上澤さん 講師：牧内さん 

７月１日（水） 吉田区民会館 積善会館 

７月２日（木） 山吹上生活改善センター 原町陣屋区民会館 

７月６日（月） 吉田西地区館 下市田区民会館下広場 

７月７日（火） 上平地区館 白髭の杜 牛牧伝承館 

７月１３日（月） 山吹中生活改善センター パーシモン会館 

７月１６日（木） 下平九頭竜会館 大島山区民会館 

７月２０日（月） 龍の里会館 出原区民会館 

７月２２日（水） 吉田南地区館 下市田４区生活センター 

７月３０日（木） 融和の里 新田地区館 出砂原地区館 

７月３１日（金） 山吹区事務所 下５会館 
 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 

 

 
 

 ７月は「社会を明るくする運動」の強調月間です。社会を明るく

する運動は、次のことを目的に全国で展開される取り組みです。 
 
 

① 
犯罪や非行を防止し、安心して暮らすこと

のできる安全な明るい地域社会を築くこと。 
  

② 
罪を犯した人が再び犯罪や非行をしな

いように、その立ち直りを支えること。 
 

 これまで高森町では、あいさつの推進によって犯罪のない明るい社

会を築く活動に取り組んできました。新型コロナウイルス感染予防の

ため本年度は例年のようなあいさつ運動はできませんが、皆さん一人

一人が明るいあいさつを交わすことで明るい社会を目指しましょう。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 福祉係 

電話３５‐９４１２ 

 

 

 
 

６月８日発行の広報３ページで「６つの安心安全」につい

てお知らせしましたが、経済産業省の注意喚起を受け、項目

３の「次亜塩素酸水」による空間洗浄を休止しています。 

安心安全な信州たかもり温泉の運営のため、引き続き皆さ

まのご理解、ご協力をお願いします。 

▼問い合わせ先 信州たかもり温泉 

「湯ヶ洞」   電話３５‐８２６０ 

「御大の館」  電話３５‐８２７０ 

アレチウリ等 特定外来生物の 

駆除研修会 

家庭ごみを燃やす野焼きは 

禁止されています 

例外的に認められる野焼き 

土手焼き、草・わら・剪定
せんてい

枝・落ち葉の焼却、 

風俗習慣や伝統行事によるもの、キャンプファイヤーなど 

「あおぞら体操教室」を開催 

犬のふんは飼い主が責任を持って 

片付けましょう 

７月は「社会を明るくする運動」強調月間 

 令和元年高森町自然愛護会募集 

 「環境保全や改善に関する標語」 

    教育長賞 南小６年１組 宮澤 葵さん 
 

   「マイバッグ 持っているだけで ゴミがへる」 

信州たかもり温泉「湯ヶ洞」「御大の館」 

次亜塩素酸水による空間洗浄休止 



 
 

 

 
 

下表の生年月日に該当する方の、肺炎球菌ワクチン

費用を助成します。本年度末までに６５歳を迎える方

には「高齢者肺炎球菌ワクチン予診票」を、それ以外

の方には４月にお知らせのはがきを送付しました。対

象の方で接種を希望される方には予診票を発行しま

すので、健康福祉課健康係までご連絡ください。 

 対象者は毎年度異なります。機会を逃さないようご

注意ください。 

▼令和２年度に対象となる方 

 

※自費（任意接種）を含め、過去に肺炎球菌ワクチン

の接種を受けたことがある方は助成の対象になり

ません。 

▼接種期限 令和３年３月３１日（水）まで 

 ※令和３年４月以降の接種は自己負担となります。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 

 

 
 

 高森町景観審議会は、高森町景観条例に基づき良好

な景観の保全及び形成に関し必要な事項を調査・審査

するために設置する組織です。 

▼募集人員 若干人 

▼応募資格 次の全てに該当する方 

①令和２年８月１日現在、高森町に在住の２０歳以上の方 

②申し込み時点で、他の２つ以上の町審議会等の委

員になっていない方 

③政党その他の政治団体の役員、その他これに準ず

る団体の役員でない方 

④高森町の景観に関心のある方 

⑤年に数回程度開催される審議会に出席できる方 

▼任 期 令和２年８月１日（土）から２年間 

▼応募方法 町ホームページまたは建設課にある所

定の様式で応募してください。 

▼募集期限 令和２年７月１０日（金） 

▼問い合わせ先 建設課 管理係 

電話３５‐９４０７ 

 

 

 
 本年度４月から５月にかけて実施しました「緑の募金

活動」には、多くの町民の皆さまにご理解とご協力をい

ただき誠にありがとうございました。 

 募金額は５４万４，６６７円となり、全額を「飯伊地

区緑の募金委員会」へ送金しましたのでご報告します。 

 緑の募金は小学校１年生への苗木の頒布、植樹祭事業

やみどりの少年団の育成等に活用されます。また、公共

施設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 森林保全係 

電話３５‐９４０５ 

 

 

※受験資格等は条件により異なります。詳しくは防衛省の自衛官募集、自

衛隊長野地方協力本部飯田出張所本部のホームページをご参照ください。 

※新規高卒者の採用試験は、政府の方針により１０月

以降に変更される可能性があります。 

▼問い合わせ先 自衛隊長野地方協力本部飯田出張所 

電話０２６５‐２２‐２６１３

年度末年齢 生年月日 

６５歳 
昭和３０年４月２日～ 

昭和３１年４月１日生まれの方 

７０歳 
昭和２５年４月２日～ 

昭和２６年４月１日生まれの方 

７５歳 
昭和２０年４月２日～ 

昭和２１年４月１日生まれの方 

８０歳 
昭和１５年４月２日～ 

昭和１６年４月１日生まれの方 

８５歳 
昭和１０年４月２日～ 

昭和１１年４月１日生まれの方 

９０歳 
昭和５年４月２日～ 

昭和６年４月１日生まれの方 

９５歳 
大正１４年４月２日～ 

大正１５年４月１日生まれの方 

１００歳 
大正９年４月２日～ 

大正１０年４月１日生まれの方 

自衛官候補生  

▼資 格 １８歳以上３３歳未満の男女 

▼受付期間 通年 ※高校生の受け付けは７月１日（水）以降 

▼試験期日 ９月１９日（土）、１０月３１日（土）、

１１月２９日（日） 
   

一般曹候補生  

▼資 格 １８歳以上３３歳未満の男女 

▼受付期間 ７月１日（水）～９月１０日（木） 

▼１次試験 ９月１８日（金）～２０日（日）のうち１日 
   

航空学生  

▼資 格 （海）１８歳以上２３歳未満の男女 

 （空）１８歳以上２１歳未満の男女 

 ※高卒者（見込み含む） 

▼受付期間 ７月１日（水）～９月１０日（木） 

▼１次試験 ９月２２日（火） 
  

防衛大学校学生  

▼資 格 １８歳以上２１歳未満の男女※高卒者（見込み含む） 

推薦試験   

▼受付期間 ９月５日（土）～９月１１日（金） 

▼試験期日 ９月２６日（土）・２７日（日） 

総合選抜   

▼受付期間 ９月５日（土）～９月１１日（金） 

▼一次試験 ９月２６日（土） 

一 般   

▼受付期間 ７月１日（水）～１０月２２日（木） 

▼一次試験 １１月７日（土）・８日（日） 
  

防衛医科大学校 医学科学生  

▼資 格 １８歳以上２１歳未満の男女※高卒者（見込み含む） 

▼受付期間 ７月１日（水）～１０月７日（水） 

▼１次試験 １０月２４日（土）・２５日（日） 
  

防衛医科大学校 看護学科学生  

▼資 格 １８歳以上２１歳未満の男女※高卒者（見込み含む） 

▼受付期間 ７月１日（水）～１０月１日（木） 

▼１次試験 １０月１７日（土） 

高齢者の肺炎球菌ワクチン費用を助成 緑の募金にご協力いただき 

ありがとうございました 

令和２年度自衛官等採用案内 

高森町景観審議会委員を募集 



 

 

NO、３１３     ７ 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 

ピッピの会 毎月第２火曜日 福祉センター 午前１０時～ 
読み聞かせ、わらべうた 

講師：下沢洋子さん 

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 １日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

ぐりとぐら １５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 午後１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 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 １日 中央公民館 午後７時３０分～ 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７時３０分～ オカリナを楽しもう 

詩吟クラブ 
１日，１５日 

３日，１７日 
中央公民館 

午後７時～ 

午後１時３０分～ 
詩吟を楽しむ 

手まりの会 １０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 
２日，１６日 

３０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 
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，２８日 中央公民館 午後５時～ アコーディオンの基本練習と歌の伴奏練習 

やさしい 

ヨガストレッチの会 

４日, １１日， 

１８日，２５日 
中央公民館 午前９時～ 

初心者歓迎(年齢･性別問わず) 

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, １５日,２２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 
３日，１０日，１７日，

２４日，３１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 毎週火曜日（中央公民館） 午後７時～ 

 

 

 

 

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 ☾★ 


