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１１月に胃がん検診（バリウム検査）を行います。

検診の申し込みをされていない方で受診を希望され

る方は、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。 

３月にお申し込みをいただいた方は、先にお送りし

た通知の注意事項をご確認の上、受診をしてください。 

▼対象者 ４０歳～７４歳の住民の方（年度末年齢） 

▼持ち物 がん検診受診票、検査料（１，５００円） 

     健康手帳（お持ちの方） 

▼日時・会場 

実施日 会場 受付時間 

１１月６日（金） 牛牧伝承館 

午前７時００分 

 

～ 

 

午前８時３０分 

まで 

１１月７日（土） 福祉センター 

１１月１０日（火） 下市田区民会館 

１１月１１日（水） 吉田区民会館 

１１月１２日（木） 山吹事務所 

１１月１７日（火） 福祉センター 

１１月１８日（水） 下市田区民会館 

１１月１９日（木） 福祉センター 

１１月２０日（金） 龍の里会館 

▼その他 スムーズに健診が行えるよう、会場・受付

時間を振り分けています。ご了承ください。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 

 

 
 

教育委員会では「地域教育懇談会」を各地域で開催

します。未来を担う子どもの成長を地域全体で支える

ための新しい取り組みで、学校・保護者・地域の皆さ

んと町の「目指す子どもの姿」などを共有し、町の教

育について意見交換を行い、今後の教育行政に生かし

ます。多くの方のご参加をお待ちしています。 

▼内容 「地域の子どもの姿」や「子どもたちに願う

こと」などについて意見を交換します。 

▼対象 地域や保護者の皆さん、各種団体や委員会の

皆さん、教育委員・学校職員・保育園職員な

ど、町の教育に関心のある方 

▼日時・会場 

実施日 会場 開始時間 

１１月１６日（月） 下市田区民会館 

午後７時～ 
１１月１７日（火） 吉田区民会館 

１１月１８日（水） 牛牧伝承館 

１１月１９日（木） やすらぎ荘 

▼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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柿の里ＳＣでは、今年度の柿の里ウォーキングを行

います。松川町境周辺を歩きながら歴史を学びます。

皆さんのご参加をお待ちしています。小雨決行です。 

▼日 時 １１月３日（祝・火）午前８時３０分～正午 

受付開始：午前８時００分～ 

▼受 付 山吹竜口 龍の里会館（高森消防署横）  

▼コ ー ス 龍の里会館→境の沢川を上流へ→ 

松川町菅原神社→龍の里会館（予定） 

▼参 加 費 無料 

▼そ の 他 詳しくは右の２次元コードか

らチラシをご確認ください。 

中止の際は個別に連絡します。 

▼申込方法 教育委員会事務局にある申込用紙に必

要事項を記入し提出してください。 

▼申込期限 １０月２７日（火） 

▼申し込み・問い合わせ先 

教育委員会事務局 社会教育係 

電話３５‐９４１６ 
 

 

 
 
 

 資料館「時の駅」では、第３回「時の駅講座」を開きます。

長野県立歴史館・考古資料課長の町田勝則さんを講師に、弥

生時代中期の伊那谷を代表する下市田の北原遺跡を中心に、

県南部で花開いた弥生文化の特徴と、当時の人々の様子につ

いて学びます。皆さまのご参加をお待ちしています。 

▼日 時 １１月１日（日）午後１時３０分～３時００分 

▼会 場 高森町福祉センター２階 大ホール 

▼講 師 長野歴史館考古資料課長 町田 勝則さん 

▼演 題 「段丘に農をいとなむ―北原文化の魅力―」 

▼受講料 ２００円（本講座のみ）事前申し込みは不要です。 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５‐７０８３ 

 

 

 
 

システムのメンテナンス作業により土曜窓口での発行

及びコンビニ交付サービスの運用を停止します。ご不便

をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。 

▼停止範囲 戸籍のみ（戸籍謄抄本、附票、本籍地交付） 

▼停止日時  

 土曜窓口  

１０月３１日（土）、１１月２１日（土） 

 コンビニ交付サービス  

１０月３１日（土）～１１月１日（日）終日 

１１月２０日（金）午後６時～ 

１１月２３日（月）終日 

▼問い合わせ先 健康福祉課 戸籍住民係  

電話３５-９４１７ 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和２年１０月１６日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 

第３回「時の駅」講座 

「段丘に農をいとなむ―北原文化の魅力」 

柿の里ウォーキング参加者募集 胃がん健診 

地域教育懇談会 

【訂正】広報高森 10 月号 18 ページ「お知らせ版」の「郵便局の無

人販売」の記事について、「無料販売を」とありますが正し

くは「無人販売を」でした。お詫びして訂正します。 

【訂正】広報高森 10 月号 22 ページ「カメラリポート」の「南信州

ＫＵＢＢ協会」の会長のお名前に誤りがありました。正し

くは「宮嶋宏行会長」でした。お詫びして訂正します。 

戸籍謄本等証明発行 

土曜窓口・コンビニ交付サービスの運用停止 



 

★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。 

 

 

 
 

 資料館「時の駅」で

は、弥生時代をテーマ

とした特別展を開き

ます。２，３００年ほ

ど前、大陸から東海地

方へ稲作文化が伝わ

り、高森でも弥生時代

が幕を開けます。弥生時代の遺跡は町内に８０箇所ほ

ど見つかっています。弥生時代は稲作と共に金属器の

時代ともいわれていますが、高森はどうだったのでし

ょう。当時の人たちはどのような暮らしをしていたの

か、町内の遺跡から発見された土器や石器などの遺物

から探ってみたいと思います。 

▼期間 １１月１日（日）～１２月１３日（日） 

▼会場 資料館「時の駅」本館２階 展示室 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５－７０８３ 

 
 

▲！ 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覧ください。 

▼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 

 

 
 

夏の時期に伸びてしまった木の枝や草が道路には

み出たり、カーブミラーや防犯灯を遮ってしまうと交

通事故の原因になる恐れがあります。所有地内の草木

を確認し、必要があれば除去していただきますよう、

皆さんのご協力をお願いします。 

▼問い合わせ先 総務課 防災安全係 

電話３５‐９４０２ 

 

 

 
 

長野県立病院機構では、長野県後援の「薬学生病院

説明会」を開催します。 

▼日 時 １１月８日（日） 

午後１時３０分～午後２時４０分 

受付開始：午後１時００分 

▼会 場 本部研修センターからＷＥＢ配信 

      お申し込みされた方に接続ＵＲＬをお知らせします。 

▼内 容 県立病院薬学部の特徴の説明 

インターンシッププログラムの説明 

新人薬剤師の一日の紹介 

人材育成プログラムの説明 

奨学金返還助成制度、処遇の説明 

▼対 象 全国の薬学生（学年不問）および既卒、

現職の薬剤師の方 

▼申込方法 下記ＵＲＬからお申し込みください。 

https://ws.formzu.net/dist/S86921621 

▼申込期限 １０月３０日（金） 

▼そ の 他 詳細は機構のホームページをご確認ください。 

▼問い合わせ先 

長野県立病院機構本部事務局 人事課 

電話０１２０‐１７３‐３１４ 

 

 
 

飯田法人会では、給与の源泉徴収義務者を対象に「年末

調整研修会」を開催します。会員以外の方も受講できます。 

▲！ 例年開催されていた税務署主催の説明会は、本年は開催されません。 

▲！ 出席者される方は、マスクの着用・入口での手指の消毒・検温をお

願いします。体調に不安がある場合は、出席をご遠慮ください。 

▲！ 出席には、事前にＦＡＸで申し込みが必要です。 

▲！ 税務署から別送されている「年末調整書類一式」を

使用しますので、ご出席の際にはご持参ください。 

▼日 時 １１月２０日（金）午後１時３０分～３時３０分 

▼会 場 南信州・飯田産業センター（エス・バード） 

▼対 象 給与の源泉徴収義務者 

▼申込期限 １１月１３日（金） 

▼問い合わせ先 一般社団法人飯田法人会 

電 話０２６５‐５２‐５７７５ 

ＦＡＸ０２６５‐５２‐５７７６ 

 

 

 

 

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 

▼試験期日 １２月１９日（土） 

▲！ 状況により令和３年２月および３月に実施する場合があります。 

陸上自衛隊高等工科学校生徒  
  

推 薦  

▼資 格 中学校卒業（見込み含む）の 17 歳未

満の男子で、中学校長が推薦できる方 

▼受付期間 １１月１日（日）～１１月３０日（月） 

▼試験期日 令和３年１月１０日（日）、１１日

（月）の指定する１日 

一 般  

▼資 格 中学校卒業（見込み含む）の１７歳未満の男子 

▼受付期間 １１月１日（日）～令和３年１月６日（水） 

▼１次試験 １月２３日（土） 

提携する高校（通信制）の卒業資格取得が可能です。 

予備自衛官補  
  

一 般   

▼資 格 １８歳以上３４歳未満の男女 

▼受付期間 令和３年１月上旬～４月上旬 

▼試験期日 令和３年４月中旬 

技 能   

▼資 格 １８歳以上５５歳未満の男女（保有

資格により異なります） 

▼受付期間 令和３年１月上旬～４月上旬 

▼一次試験 令和３年４月中旬 
  

特別展「高森の弥生展 

～コメ作りが始まったころの高森～」 

地方独立行政法人長野県立病院機構 

薬学生病院説明会 

令和２年度自衛官等採用案内 

弥生時代中期「北原式土器」 

支障木・草などの除去のお願い 

令和２年分の年末調整研修会 

 

 
 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。 

★☽ １０月の夜間役場は２６日 ☾★ 
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▼日 時 １１月７日（土）午前７時～午前９時 

▼収集場所 山吹ほたるパーク（旧アピタ高森店西側） 

▲！ 渋滞緩和のため、「マツモトキヨシ」さま側の道か

ら「ダイエー」さまの前を通って進入していただ

きますようご協力をお願いします。 

▼収集品目 

１．小型家電 家庭で不要になった家電製品 
  

料金 無料 
  

★対象外品 

 

粗大ごみとして 

収集 

電気こたつ（※ヒーター部は小型

家電です）、石油ストーブ、オイ

ルヒーター、電気カーペット、電

気毛布・敷布、木製の大型スピー

カー、マッサージチェアなど 
  

１５ｃｍ × 

２５ｃｍ以内の 

小型家電 

役場玄関に設置の小型家電回収

ボックスへ。平日の開庁時間内

（午前８時３０分～午後５時１

５分）にご利用ください。 

▲！ 処理施設における火災事故防止のため、リチウム

イオン電池等の充電式電池、乾電池は必ず取り外

してください。 

▲！ ビデオテープ、カセットテープ、ＣＤ、ＤＶＤ、

インクカートリッジ、掃除機のごみパック、蛍光

管、電球等は取り外してください。 

▲！ ファンヒーターの灯油タンクは必ず空にしてください。 

▲！ 外箱、緩衝材、ビニール袋等の梱包・包装から取

り出し、製品のみ持ち込んでください。 
 

２．粗大ごみ  

指定収集袋に入らない物、長さ６０ｃｍを超える金

物、魔法瓶、温水器、石油ストーブ、家具、建具、

自転車、大型健康器具、大型スポーツ用品、ヘルメ

ット、カーボン・グラスファイバー製品（釣りざお、

ラケット）など 
  

料金 
品目、大きさにより算定。収集会

場で現金で支払い。 
  

★対象外品 

自動車用バッテリー、ガスボン

ベ、ピアノ、土砂、瓦、消火器、

農機具、農業用資材、業務用品（事

業系廃棄物） 
  

★大型の 

「燃やすごみ」

の取り扱い 

マットレス、じゅうたん、カーペッ

ト、花ござ、プラスチック製品、畳

等は「燃やすごみ」の対象ですが、

「粗大ごみ」としても収集します。 

▼その他 

テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類

乾燥機は郵便局でリサイクル券を購入し、下記の指定

引取場所へ直接搬入してください。 

○㈱丸伝運送 高森物流センター（下市田） 

電話０２６５‐４８‐６６４１ 

○前田産業㈱（飯田市上郷別府） 

電話０２６５‐２２‐２４８８ 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

 

 
 

使用済み乾電池、蛍光管及び水銀を使用した有害物

の収集を行います。１年に１回限りの収集です。出し

忘れがないようお気を付けください。雨天決行です。 

▼収集日時 １１月２９日（日）午前７時～８時 

▲！ 下市田５区と山吹地区は午前７時００分～７時３０分 

▼収集品目 

１．乾電池  

・マンガン・アルカリ・リチウム乾電池 

・酸化銀電池（記号：ＳＲ） 

・アルカリボタン電池（記号：ＬＲ） 

・コイン型リチウム電池（記号：ＣＲ、ＢＲ） 

・パック型リチウム電池（記号：ＣＲ） 
  

★出し方 
グレーのコンテナに入れてくだ

さい。 

▲！ 電池の持ち運びに使った袋や入れ物は収集しませ

んので、お持ち帰りください。 

▲！ 充電式電池は収集しません。家電小売店等の店頭

または役場庁舎入口に設置してあるリサイクルボ

ックスをご利用ください。発火の恐れがあるので

金属端子部を必ず絶縁してください。 

２．蛍光管  

直管・環形・電球形等形状は問いません。 

絶対に割らないでください。 
  

★出し方 

直管はドラム缶へ入れてください。 

その他の形状はブルーのコンテ

ナへ入れてください。 

▲！ 蛍光管が割れると有害物質が飛散するため、割れ

ないよう丁寧に取り扱ってください。やむを得ず

割れてしまった物も回収します。 

▲！ 電球、LED ランプは、「埋立ごみ」です。                

３．水銀使用品  

水銀体温計・温度計、朱肉（練り朱肉） 
  

★出し方 
種類ごとに袋に入れてお持ちください。

袋はどのようなものでも構いません。 
 

▼収集場所 

下市田 

１区積善会館、町民体育館下駐車場、 

下２会館、下市田区民会館、 

４区生活改善センター、下 5 会館 

出砂原地区館 

吉田 吉田西地区館、吉田区民会館、吉田南地区館 

牛牧 牛牧ふれあい広場 

上市田 ごまどう広場 

大島山 大島山区民会館 

出原 出原区民会館 

山吹 

融和の里新田地区館、 

山吹上生活改善センター、 

下町ポンプ小屋前広場、山吹町住東集積所、 

駒場生活改善センター、 

上平地区館白髭の杜、竜口龍の里会館、 

旧下平集会所前 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５－９４０９ 

有害ごみの収集 小型家電・粗大ごみの収集 



 

 

NO、３１７     １１ 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 

大ホール 
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 
３日,６日 

１０日,１７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 ６日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

牛牧短歌会 １１日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

ぐりとぐら 第３水曜日 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 １６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 ２６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 ２５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 
１８日，２５日 

２０日，２７日 
中央公民館 

午後７時～ 

午後１時３０分～ 
詩吟を楽しむ 

ひまわり健康体操教室 
５日，１９日 

２６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 ３日，１７日，２４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 
１日 中央公民館 午時１０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 サークル 
２１日, ２８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 ４日，１８日，２５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 ２０日，２７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～ 


