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▼募集人員 ３人 

▼応募資格 次の全ての条件を満たす学生 

○パソコン入力のできる学生。 

○受付・応対業務ができる学生。 

▼仕事内容 

 ○マイナンバーカード申請およびデータ送信・入力。 

○マイナンバーに関する窓口対応。 

▼期間・勤務時間 

令和２年１０月～令和３年３月 

毎月第２・４土曜日 午前８時３０分～午後３時００分 

平日のうち週１日 午前８時３０分～午後５時００分 

▼報 酬 時給８５０円 

▼申込期限 ９月１８日（金）午後５時 

▼提出書類 申込書 

 ※高森町ホームページからダウンロー

ドできます。 

▼そ の 他  申し込み多数の場合は、面談の上決定します。 

▼申し込み・問い合わせ先 健康福祉課 戸籍住民係 

電話３５‐９４１７ 

 

 

高森町コミュニティスクールでは、令和２年度第２

回学校運営協議会を開催します。傍聴を希望される方

は事前にお申し込みください。 

▼日 時 ９月８日（火） 

午後６時００分～午後７時３０分 

▼会 場 福祉センター２階大ホール 

▼内 容 昼間に開催する授業参観をもとに、高森

町の子どもをどのように育てていった

ら良いかについて協議します。 

▼申込期限 傍聴をご希望の方は９月７日（月）までに

教育委員会事務局までお申し込みください。 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 

電話３５‐９４１６ 

 

 

 
 

新型コロナウイルス感染症への対策を講じながら、

南北小運動会を９月１９日（土）、中学校「小原が丘

祭」を９月２３日（水）～２６日（土）に開催する予

定です。 

 例年多くの皆さまにご声援・ご来場をいただいてい

ますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

本年度は参加人数を縮小して実施します。地域の皆さ

ま、来賓の皆さまへのご案内は控えさせていただきま

すので、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 

電話３５‐９４１６ 

 

 

 

 
 

 

 
 

高森町では、平成２８年４月

から３年間かけて町内の動植

物調査を実施し、令和２年３月

に調査記録をまとめた動植物

誌を刊行しました。刊行を記念

して、報告会を行います。ぜひ

ご参加ください。 

▼日 時 ９月１３日（日） 

午後１時３０分～

午後３時００分 

▼会 場 福祉センター ２階 大ホール 

▼内 容 調査員による調査報告、標本等の展示等 

▼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 環境水道課 環境係 

 電話３５‐９４０９ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

▼日 時 ９月５日（土） 

午前９時００分～午前１１時３０分 

▼集合場所 下市田４区生活改善センター  

※採集・観察場所は順礼沢です。 

▼対 象 どなたでも 

※小学校３年生以下は保護者が同伴してください。 

▼内 容 サワガニの話、採集と観察 

 ※９月はサワガニの産卵期のため、活発

な行動がみられます。 

▼講 師 大原 均さん（高森町動植物調査員） 

▼服装など ぬれても良い服装、長靴または川に入れる靴 

※ビーチサンダルは禁止です。 

▼持 ち 物  飲み物、タオル、虫よけ、 

カニを持ち帰りたい人は容器 

▼申込期限 ９月２日（水）までに住所・氏名・連絡

先をお知らせください。 

▼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。 

▼申し込み・問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和２年８月１８日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 

第２回高森町学校運営協議会の開催 

マイナンバーカード申請・交付事務 

学生アルバイト募集 

南北小学校運動会・中学校小原が丘祭 

参加人数縮小にご理解をお願いします 

秋は、サワガニの子育ての

季節。卵や赤ちゃんのカニ

をお腹に抱いたメスガニに

出会えるよ！ 

 

  サワガニとり参加者募集 
たかもり

生きもの

しらべ

『高森町の動植物』刊行報告会 



 

★掲載している行事等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。 

 

 
 

 

 日展で活躍した下市田出身の

日本画家・棚田泰生の特別展を、

高森町歴史民俗資料館「時の駅」

で開催します。今回は、新たに資

料館へ寄贈していただいた絵画

を中心に展示します。「棚田泰生」

の世界をどうぞご鑑賞ください。 

▼期間 ９月１日（火）～ 

９月３０日（水） 

    休館日：７日、１４日、２３日、２８日 

▼会場 高森町歴史民俗資料館「時の駅」新館ロビー他 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５‐７０８３ 

 

 

 

 
 

 東京証券取引所の石田慈宏さんを講師に、第２回

「時の駅」講座を開催します。明治初期の横浜に、そ

の身一つで彗星のように現れた南信州出身の実業

家・今村清之助と田中平八。彼らが渋沢栄一と出会い、

東京証券取引所を設立するまでの経過、歴史的意義に

ついてお話をうかがいます。皆さまのご参加をお待ち

しています。 

▼日 時 ９月１２日（土） 

午後１時３０分～午後３時００分 

▼場 所 高森町福祉センター大ホール 

▼講 師 東京証券取引所 金融リテラシーサポート部 

石田慈宏さん 

▼演 題 「日本の株式市場の夜明け 

～渋沢栄一と今村清之助、田中平八」 

▼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。 

▼その他 

▲！ 新型コロナウイルス感染症予防のため、リモート

形式の講演会となります。マスクを着用の上ご参

加ください。 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５‐７０８３ 

 

 
おもちゃたちにもう一度元気を与えてあげる「おも

ちゃの修理屋さん」のボランティア活動を、女性活躍

子ども子育て拠点施設「あったかてらす」で始めます。

思い出のおもちゃ、動かなくなって片隅で眠ったまま

のおもちゃはありませんか。おもちゃをご持参の上、

ご利用ください。 

▼日時 ９月１９日（土）から毎月第３土曜日 

    午前９時３０分～正午 

▼場所 あったかてらす 

▼問い合わせ先 女性活躍子ども子育て拠点施設 

「あったかてらす」 

電話３５‐５０００ 

 

 

 
 

令和２年度消防職員採用試験（第２回）を行います。 

▼採用職種 消防職員 

▼採用予定人数 ２人程度 

▼受験資格 平成１３年４月２日から 

平成１５年４月１日までに生まれた方 

▼試 験 日  １０月１８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。 

▼申込期間 ９月３日（木）～１０月２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ＵＲＬ 

http://119.minami.nagano.jp 
▼申し込み・問い合わせ先 

〒３９５‐８５３３ 

長野県飯田市東栄町３３４５番地 

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 

 

 
 

 

長野県労働委員会では、労働問題の専門家が公正、

中立な立場で、労働者個人と事業主との雇用のトラブ

ル（解雇、賃金、パワハラ等）について、「あっせん」

により円満な解決をお手伝いしています。手続きは簡

単・無料で、懇切丁寧にお話を伺います。秘密は厳守

されます。詳しくは、お近くの県労政事務所または県

労働委員会事務局までお問い合わせください。 

▼問い合わせ先 

長野県労働委員会事務局 

電話０２６‐２３５‐７４６８ 

南信労政事務所（伊那市） 

電話０２６５‐７６‐６８３３ 

 

 
 

 長野県では、交通事故に遭ったり、交通事故を起こ

して困っている方に適切なアドバイスを行うため、県

内３カ所に「交通事故相談所」を開設しています。損

害賠償の請求方法、過失割合の算定方法、示談の方法

等について、専門の相談員が電話や面接による相談に

応じます。相談内容に関する秘密は守ります。 

▼相談日時 月曜日～金曜日（年末年始、祝休日を除く） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

▼相 談 料  無料 

▼問い合わせ先 

長野県交通事故相談所 長野本所 

電話０２６‐２３５‐７１７５ 

長野県交通事故相談所 飯田支所 

電話０２６５‐５３‐０４２９ 

南信州広域連合飯田広域消防本部 

消防職員を募集 

特別展示「棚田泰生展」 

第２回「時の駅」講座 

「日本の株式市場の夜明け 

～渋沢栄一と今村清之助、田中平八」 

雇用のトラブル相談 

おもちゃの修理屋さん 

交通事故の無料相談 



 

★掲載している行事等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。 

 

 
 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により厳しい

状況にある県内事業者を応援するため、（一社）長野

県観光機構が運営するインターネット通販サイト「Ｎ

ＡＧＡＮＯマルシェ」（長野県観光機構本店・Ｙａｈ

ｏｏ！ショッピング店・楽天市場店）では、販売価格

の３割引で商品が購入できる「しあわせ信州ふるさと

割」を実施しています。 

▼特徴 

①「全品３割引」で購入できます。 

②「ここでしか買えない！特別なアソートメント商

品」をご紹介します。 

③「観光地の旅気分でお買い物」が楽しめます。 

▼キャンペーン期限 １２月２５日（金）まで 

▲！ 割引可能額が上限に達した時点で、

割引販売は終了となります。 

▼ＮＡＧＡＮＯマルシェＵＲＬ 

https://nagano-marche.com 
▼問い合わせ先 長野県営業局 

電話０２６‐２３５‐７２４８ 

 

 

 
 

長野県では、ＳＤＧｓについての「学び・交流・ 実

践」をサポートするポータルサイト「信州ＳＤＧｓひ

ろば」を開設しました。 

▼信州ＳＤＧｓひろばＵＲＬ 

 https://shinshu-sdgshiroba.com 
▼主なコンテンツ 

○イベント・セミナー情報の紹介 

○ＳＤＧｓ ｍｏｖｉｅの紹介 

県内でＳＤＧｓを実践している方を取材した映像を公開。 

○皆さまの「ＳＤＧｓアクション」の紹介 

県内で実践されるＳＤＧｓの取組（ＳＤＧｓアク

ション）を、長野県公式インスタグラム「信州Ｓ

ＤＧｓ Ｄｉａｒｙ」で紹介。 

▼その他 

皆さまのインスタグラムへの、ＳＤＧｓアクションの

投稿をお待ちしています。日常のＳＤＧｓ に取り組む

写真に「＃信州ＳＤＧｓ」を付けて投稿してください。 

▼問い合わせ先 長野県企画振興部 総合政策課 

電話０２６‐２３５‐７０１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

長野県では、日本語教育に関する経験や能力等を持って

いる日本語教育人材等とそのような人材を必要としている

方々とのマッチングを図るため「しんしゅう日本語教育等

人材バンク」を創設しました。「雇用している外国人の日本

語指導をしてほしい」など、日本語教育に関する相談に必

要な人材を紹介する支援を行っています。 

また「日本語教育に関する活動場所を探している」方は、

人材バンクへの登録を受け付けています。

（登録要件あり） 

▼しんしゅう日本語教育等人材バンクＵＲＬ 

https://www.pref.nagano.lg.jp/k
okusai/nihongo/jinzaibank.html 

▼問い合わせ先 

長野県多文化共生・パスポート室 

電話０２６‐２３５‐７１７３ 

 

 
 

全国の遺言書保管所（法務局の本局および支局）では、

遺言する人が自筆で作成した「自筆証書遺言」の保管を法

務局または支局に申請できる「自筆証書遺言書保管制度」

を始めました。遺言書保管を申請することで、遺言書の紛

失を防ぎ、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。 

▼手続方法 遺言書保管申請等の手続きには予約が

必要です。 

▼申 請 先 ①～③のいずれかを管轄する遺言書保

管所へ申請してください。 

①遺言する人の住所 

②遺言する人の本籍 

③遺言する人の所有する不動産の所在地 

▼そ の 他  詳しくは長野地方法務局や法務省のホームページ

をご覧いただくか、申請先の①～③のいずれかを

管轄する遺言書保管所へお問い合わせください。 

○長野地方法務局ＵＲＬ 

 http://houmukyoku.moj.go.jp/nagano 
○法務省ＵＲＬ http://www.moj.go.jp 

▼問い合わせ先 長野地方法務局 飯田支局 

電話０２６５‐２２‐００１４ 

長野県公式ポータルサイト 

「信州ＳＤＧｓひろば」 

しあわせ信州ふるさと割 しんしゅう日本語教育等人材バンク 

【訂正】 広報高森８月号２０ページ「８月の町税・料金」

について「長県民税（普通徴収）1 期」とありますが、正

しくは「町県民税（普通徴収）２期」です。お詫びして訂

正します。 

自筆証書遺言書保管制度 

 

▲アクセスは 

こちらから 

▲アクセスは 

こちらから 

▲アクセスは 

こちらから 

高森町・高森町タウンプロモーション推進委員会主催 

ＳＮＳキャンペーン 

あったかもりまち自慢 

応募期限迫る！ 

 

 

 

 

 
▼問い合わせ先 産業課 商工観光係 

電話３５‐９４０５ 

応募期限 

 
 

 

 

 

 

 
 

インスタグラムまたはツイッターで 

@takamori_travel_official をフォロー 

ご自身のアカウントから写真に 

「＃あったかもりまち自慢」と 

「自慢する理由」を添えて投稿 

詳しくは右の２次元  ▶ 

コードからホームページ 

をご覧ください。 

ＳＮＳキャンペーン「あったかもりまち

自慢」を２８日（金）まで開催しています。

ＳＮＳを使って皆さまが自慢したい「高森

町」の写真を投稿してください。入賞者に

は賞品をプレゼントします。 

① 
応募手順 

② 
応募手順 



 

 

NO、３１５     ９ 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 

瀧里歌会 ４日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

牛牧短歌会 ９日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

ぐりとぐら １６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 １４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 

詩吟クラブ 
２日，１６日 

４日，１８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 １１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 
３日 

１７日，２４日  

中央公民館 

福祉センター 
午前９時３０分～ 健康な体づくり 

真向法 
１日，８日，１５日，

２２日，２９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 ２８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 サークル 
５日, １２日，１９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 

９日, ２３日， 

２８日 
中央公民館 

午後７時３０分～ 

午後１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 ４日，１１日，１８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。 

★☽ ８月の 

夜間役場 ☾★ 


