
 

★掲載の行事は新型コロナウイルスの影響で延期・中止となる場合があります。 ★アピタ高森店での広報配布を休止しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 自宅で過ごす「おうち時間」に、写真の投稿で参加

できるＳＮＳキャンペーンを開催しています。携帯や

スマホの写真フォルダに「高森町」の写真はありませ

んか？優秀作品には豪華賞品をプレゼントします。皆

さま自慢の「高森町」の投稿をお待ちしています。 

▼募集期限 ８月２８日（金） 

▼テ ー マ 人や風景、モノやイベントなど、皆さま自慢の「高森町」 

▼応募条件 

○投稿者本人もしくはご家族が撮影した写真での応募 

○応募期限までに撮影した写真での応募 

○投稿者の出身地・現在の居住地は不問 

○投稿は各ＳＮＳにつきお一人３点まで（最大６点応募可能） 

▼応募方法 インスタグラムまたはツイッターから

①、②の手順でご応募ください。 

① @takamori_travel_officialを検索してフォロー 

② ご自身のアカウントで「#あったかもりまち自慢」

と「自慢する理由」を打ち込んで写真と一緒に投稿 

▼賞 

まち自慢大賞 ギフトカード３０，０００円分 １人 
   

優秀賞 ギフトカード１０，０００円分 １人 
   

商工会賞 活気アップ商品券５，０００円分 １人 
   

御大賞 湯ヶ洞 ペアお食事券 １人 
   

関係人口賞 特産「市田柿」 １人 
   

いいね！賞 町特産品詰合せ 各ＳＮＳで１人 
 

▼留意事項 町のホームページに掲載し

ている「応募規約」をご一

読ください。右の２次元コ

ードからアクセスできます。 

▼主 催 高森町・高森町タウンプロモーション推進委員会 

▼問い合わせ先 産業課 商工観光係 

電話３５‐９４０５ 

 

 

 

 

信州たかもり温泉で利用できる入浴券を全戸にお

配りしました。ご家族・ご友人お誘いあわせの上、ぜ

ひご利用ください。 

配布入浴券 利用期限 

リフレッシュ入浴券 
（７月初旬に配布） 

令和３年１月３１日（日） 

福祉入湯券 
（６月初旬に配布） 

令和３年５月３１日（月） 

※利用期限が異なりますのでご注意ください。 

▼問い合わせ先 

産業課  商工観光係 電話３５‐９４０５ 

健康福祉課 高齢者係 電話３５‐９４１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

食育基本法に基づき「食育」を総合的かつ計画的に

推進するため、町では第３次高森町食育推進計画を策

定します。計画案は健康福祉課窓口で配布する他、町

ホームページからダウンロードできます。計画案に対

する皆さまのご意見をお寄せください。 

▼募集期限 ７月２７日（月） 

▼提出方法 所定様式の「意見書」を町ホームページ

または健康福祉課窓口で入手し、持参、

郵送またはＥメールでご提出ください。 

▼提 出 先 〒３９９‐３１０３ 

高森町下市田２１８３‐１ 

高森町役場 健康福祉課 健康係 

Ｅメール kenkou@town.nagano-takamori.lg.jp 

▼そ の 他 地域で「郷土料理」「季節の食事」「伝統食

材」に関する取り組みがありましたら情報

をお寄せください。計画に掲載します。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 

 

 
 

 高森町の食育を考え、実践していただける食育推進

委員を募集します。 

▼募集人員 若干人 

▼任 期 令和２年８月１日（土）～２年間 

▼応募期限 ７月３１日（金） 

▼そ の 他 応募方法・資格についてはお問い合わせください。 

▼応募・問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 

 

 
 

満蒙開拓平和記念館の寺沢秀文館長を講師に、高森

町平和講演会を開きます。参加費は無料で、どなたで

も聴講できます。 

▼日時 ８月１日（土）午前１０時～ 

▼場所 福祉センター大ホール 

▼演題 「明日の平和を築くために 

―満蒙開拓の歴史から学ぶこと―」 

▼定員 １００人 

▲！ 新型コロナウイルス感染症予防のため、マスクを

着用の上ご参加ください。 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 社会教育係 

電話３５‐９４１６ 

 

 

 

 

 

 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和２年７月１７日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 
写真フォルダから投稿しよう 
あったかもり まち自慢 

第３次高森町食育推進計画（案） 

ご意見を募集 

高森町食育推進委員を募集 

 

 

２７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。 

★☽ ７月の夜間役場 ☾★ 

高森町平和講演会を開催 

信州たかもり温泉の入浴券を 

ご利用ください 

高
森
町
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

柿
丸
く
ん 



 

★掲載の行事は新型コロナウイルスの影響で延期・中止となる場合があります。 ★アピタ高森店での広報配布を休止しました。 

 

 
 

商品の売買や各種証明行為に使用する「はかり」は、２年に

１回の定期検査を受ける必要があります。下記の日程で検査を

行いますので、「はかり」を持参し必ず検査を受けてください。 

※前回検査を受けられた方には個別に通知します。 

▼日 時 ８月２０日（木） 

午前１０時３０分～正午、午後１時～午後３時 

▼場 所 高森町民体育館 

▼持ち物 

○はかり（おもり、分銅、電子アダプターなど付属品一式） 

はかりに付着した粉、水分、ほこりなどを落とし

てご持参ください。 

○検査手数料 

はかりの種類によって異なります。詳しくはお問

い合わせください。 

▼問い合わせ先 

産業課 商工観光係    電話３５‐９４０５ 

長野県計量検定所 検定検査課 

電話０２６３‐４７‐４００６ 

 

 

 
 

新館１階の展示室・特別収蔵庫、旧館２階収蔵庫の

燻蒸
くんじょう

作業を下記の日程で行います。安全に万全を期すた

め、作業中は新館・旧館の駐車場をはじめ資料館周辺を

立ち入り禁止とします。この期間は休館となります。ご

不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

▼作業期間 ８月３日（月）～８月８日（土） 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５‐７０８３ 

 

 

 
 

令和２年度消防職員採用試験（第１回）を行います。 

▼採用職種 消防職員 

▼採用予定人数 ３人程度 

▼受験資格 平成８年４月２日から平成１３年４月１日までの出生者 

▼試 験 日 ９月２０日（日） 

▼場 所 飯田広域消防本部 ３階大会議室 

▼試験内容 

 ○第１次試験 教養試験・適性試験・作文試験 

 ○第２次試験 面接・性格検査・体力測定・健康診断 

  ※２次試験は１次試験合格者を対象に実施します。 

▼申込期限 ８月２８日（金） 

▼そ の 他 実施要綱と受験申込書は飯田広域消防本部や

各消防署で配布する他、飯田広域消防本部の

ホームページからダウンロードできます。 

○飯田広域消防本部ホームページ

（http://119.minami.nagano.jp） 

▼申 込 先 〒３９５‐８５３３ 

長野県飯田市東栄町３３４５番地 

      飯田広域消防本部 総務課職員係 

▼申し込み・問い合わせ先 

南信州広域連合飯田広域消防本部 総務課職員係 

電話０２６５‐２３‐６０００ 

 

 

町内でツキノワグマが目撃されています。不測の事

態に備え、鈴、笛、ラジオなど音の出るものを携帯し

クマに自分の存在を知らせるなど、山に出かける際は

特に注意してください。 

▼目撃情報 山吹増野（上段道路沿いの青木ヶ沢展望台付近） 

      牛牧別曽線（堂所橋下付近） 

▼注意事項 

▲！ 朝、夕に活発に動くので特に注意してください。 

▲！ 悪天候の日はクマが人の気配に気が付かず、接近

する場合があります。 

▲！ 子グマの近くには親グマが居る可能性があります。 

▼問い合わせ先 産業課 森林保全係 

電話３５‐９４０５ 

 

 
 

性別に関わらず誰でも生きがいを持って暮らせる

社会を目指し、本年度、町は「男女共同参画計画」を

策定します。計画の方向性や具体案について検討する

推進委員を募集します。 

▼募集人員 １人 

▼応募資格 次の全てに該当する方 

１．令和２年７月１日現在、高森町に住んでいる２

０歳以上の方。 

２．申し込み時点で、他の２つ以上の町審議会など

の委員を務めていない方。 

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．男女共同参画に関心のある方。 

５．年に数回開催される審議会に出席できる方。 

  ※平日昼間に開催予定 

▼任 期 令和２年９月１日（火）～２年間 

▼応募方法 町ホームページまたは総務課窓口で配

布する申込書で応募してください。 

▼応募期限 ８月１２日（水） 

▼応募・問い合わせ先 総務課 企画振興係 

電話３５‐９４０２ 

 

 
 

技術習得に興味のある方を対象に、オープンキャン

パスを開催します。 

▼日 時 第１回 ７月２３日（木） 

     第２回 ８月２２日（土） 

     両日ともに午後１時３０分～午後３時３０分 

▼場 所 長野県飯田技術専門校 

▼内 容 学校紹介、令和３年度訓練生募集案内、 

     校内見学、各科体験実習 

▼その他 

▲！ 新型コロナウイルス感染症予防のため、マスクを

着用の上ご参加ください。 

▲！ 当日発熱等の風邪の症状がある場合は、参加をご

遠慮ください。 

▼問い合わせ先 長野県飯田技術専門校 

電話０２６５‐２２‐１０６７ 

飯田技術専門校オープンキャンパス 

計量器（はかり）の定期検査 

高森町男女共同参画推進委員を募集 

高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

館内燻蒸作業に伴う臨時休館 

南信州広域連合飯田広域消防本部 

消防職員を募集 

ツキノワグマにご注意を！ 
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川に入り水生生物を捕まえ、水環境・自然環境を守

ることの大切さを改めて考えてみませんか。親子でぜ

ひご参加ください。 

▼日 時 ８月９日（日）午前９時～正午 

▼集合場所 役場正面玄関前 午前９時 

観察場所までバスで移動します。 

▼観察場所 大島川…大島山 上段道路４００ｍ上流 

吉 田 天竜川河口 

▼講 師 中村 貴俊さん（かわらんべスタッフ） 

▼持 ち 物 川に入れる靴、水筒（飲み物）、着替え、バケツ 

▼定 員 ２０人 

小学校３年生以下のお子さんは保護者

同伴でご参加ください。 

▼参 加 費 無料 

▼申込期限 ８月５日（水）までに名前・連絡先をお知ら

せください。定員になり次第締め切ります。 

▼その他 

▲！ 新型コロナウイルス感染症予防のため、マスク着用でご参加ください。 

▲！ 当日発熱等の風邪の症状がある場合は、参加をご遠慮ください。 

▼申し込み・問い合わせ先 環境水道課 環境係 

 電話３５‐９４０９ 

 

 

 
 

 空き家問題に関する無料電話相談会を行います。秘密は厳守します。 

▼日時 ８月１０日（月）午前１０時～午後４時 

▼専用電話番号 ０１２０‐４４８‐７８８ 

        ※当日限定の番号です。 

▼問い合わせ先 長野県青年司法書士協議会 

電話０２６８‐２６‐７２００ 

 

 
 

８月３日の司法書士の日に合わせ、司法書士事務所におけ

る「相続登記特別無料相談」を開きます。県内の司法書士事

務所については、長野県司法書士会へお問い合わせいただく

か、ホームページに掲載している会員名簿をご覧ください。 

▼日 時 ８月３日（月）～８月７日（金） 

     午前９時～午後４時 

▼場 所 県内各司法書士事務所 

 ※事務所によっては電話等で相談をお受けします。 

▼問い合わせ先 長野県司法書士会 

電話０２６‐２３２‐７４９２ 

 

 
 

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。 

▼日時 ８月１８日（火）午後１時３０分～午後４時００分 

▼場所 福祉センター３階 中ホール 

▼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 

 

 
 

▼ごみ収集 通常通り 

 

▼リサイクルステーション（町民体育館下奥） 
８月１４日（金）は受け入れを行いません。 

▲！ ８月の土曜日収集は８月８日（土）です。 

▼稲葉クリーンセンター 通常通り稼働 

８月１０日（月・祝）も通常通り受け入れます。混雑が予

想されますので、時間に余裕を持って搬入してください。 

▼し尿のくみ取り 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

 電話３５‐９４０９ 

 

 

 

 

 

 
 

高森町のごみ処理施設や廃棄物の再資源化を行っ

ている施設を見学し、身近なごみ問題を見つめ直し、

環境に優しいライフスタイルを考えてみませんか。 

▼日 時 ８月１７日（月） 

午後０時４５分～午後５時１０分 

▼日 程 役場正面玄関前集合 午後０時４５分 

 ①稲葉クリーンセンター〔燃やすごみ〕 

 ②東京スプレー〔プラスチック製容器包装〕 

      ―とよおかマルシェ〔休憩〕― 

 ③南信サービス〔紙製容器包装〕 

 ④垣外処分場〔埋立ごみ〕 

      役場解散 午後５時１０分 

▼持 ち 物 水筒（飲み物） 

▼定 員 ２０人 

小学校３年生以下のお子さんは保護者

同伴でご参加ください。 

▼参 加 費 無料 

▼申込期限 ８月７日（金）までに名前・連絡先をお知ら

せください。定員になり次第締め切ります。 

▼そ の 他 

▲！ 新型コロナウイルス感染症予防のため、マスク着用でご参加ください。 

▲！ 当日発熱等の風邪の症状がある場合は、参加をご遠慮ください。 

▼申し込み・問い合わせ先 環境水道課 環境係 

 電話３５‐９４０９ 

燃やすごみ 

月・水・金の朝に収集します。収集日

の前日夕方からごみステーションに

出すことができます。 
  

容器包装プラスチック 

資源・埋立ごみ 

ごみ収集カレンダーの通りです。 

１６日（日）吉田地区の収集日です。 

月～金 ※直接搬入 
午前８時３０分～午前１１時３０分 

午後１時００分～午後 ４時３０分 

対応可能業者 休業日 
㈱南信サービス豊丘支店 

電話３５‐２４１２ 

８月１３日（木） 

～１６日（日） 

北部衛生㈲ 

電話３５‐２７０６ 

８月１４日（金） 

～１６日（日） 

たかもり生きものしらべ「水生生物観察会」 

長野県青年司法書士協議会 

「空き家問題１１０番」無料電話相談会 

司法書士事務所「相続登記特別無料相談」 

環境施設見学会「たかもりごみ減量エコバスツアー」 

お盆中のごみ収集・し尿のくみ取り 

行政相談をご利用ください 

 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」 
愛護会会長賞 北小６年 宮島 かなでさん 

 

   「自然はかい 一度やったら もどらない」 



 

 

NO、３１４     ８ 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 

ピッピのじかん 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 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 １２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 ２４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 

高森コーラス ２７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 

詩吟クラブ 
５日，１９日 

７日，２１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 ２８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 ６日，２０日，２７日  中央公民館 午前９時３０分～ 健康な体づくり 

真向法 
４日，１１日，１８日， 

２５日 
中央公民館 午前７時～ 健康体操・老化防止 

高森美人画教室 ２４日 福祉センター 午後１時～ 
美人画の勉強。美しさを表現す

る勉強。 

やさしい 

ヨガストレッチの会 
１日, ８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 
５日, ２６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 ７日，２１日，２８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～ 


