
 

★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。 

 

 

 

 
 

 

 
飯田下伊那地域での新型コロナウイルス感染症

の拡大を受け、１月１９・２０日、２８・２９日に

予定していました町のヘルススクリーニング・特定

健診を中止します。急なご案内となり大変ご迷惑を

お掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 

 

 

 
高森町では、国民健康保険に加入されている４０歳

から７４歳までの方の特定健診受診を推進していま

す。令和２年度の町の特定健診を受ける代わりに「会

社の検診データの提出」または「かかりつけ医のデー

タの提出」を予定していた方で、まだご提出がお済み

でない方は、お早めのご提出にご協力ください。 

▼提出・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に対する経済対策とし

て販売した「高森町プレミアム商品券」には有効期限

があります。期限までにご利用ください。 

有効期限 対象店舗 

１月３１日（日） 
活気アップ商品券取扱店舗 

（約１６０店舗） 

▲！ ご利用の際は店頭の取扱店の表示

をご確認ください。詳しくは町ホー

ムページをご覧ください。右の２次

元コードからアクセスできます。 

▼問い合わせ先 産業課 商工観光係 

電話３５‐９４０５ 

 

 

 
 

本年度は現時点での登録者が定員を超えていることか

ら、春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。お申し込みをされた方で、利用

されない場合はご連絡ください。 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

町外の医療機関および竹村整形外科でインフルエン

ザ予防接種を受けられたお子さんで、費用助成を希望

する方は接種後に申請が必要です。 

▲！ 町内医療機関でインフルエンザ予防接種を受けら

れたお子さんは、接種時に会計より減額されてい

ますので申請の必要はありません。 

▼対 象 者 高森町に住民票のある平成１４年４月

２日以降に生まれた方 

▼助成費用 １回の接種につき自己負担が１，０００

円になるよう差額を助成します。 

▲！ 接種費用が１，０００円未満の場合は助成対象外 

▼助成上限 初回接種時点で１３歳未満の方 ２回 

１３歳以上の方 １回 

▼助成対象となる接種期間 

令和２年１０月２６日（月）～令和３年１月３１日（日） 

▼申請期限 ２月２６日(金) 

▼必要書類 

①高森町子どものインフルエンザ予防接種費用助成金交付申請

書（役場もしくは、高森町ホームページにて取得できます。） 

②インフルエンザ予防接種を受けた際の領収書・明細

書の原本、接種したことの分かるもの(母子手帳) 

▼申請・問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 

 

 
令和２年度高森町コミュニティ・スクール第４回学

校運営協議会を開催します。傍聴をご希望される方は

事前にお申し込みください。 

▼日 時 ２月９日（火）午後６時～８時 

▼内 容 町内の小中学校から示された令和３年度

の運営方針について、高森町の子どもを

どう育てるかという観点から協議します。 

▼会 場 福祉センター２階 大ホール 

▼申込期限 ２月８日（月） 

▼申し込み・問い合わせ先 教育委員会事務局 

電話３５‐９４１６ 

 

 
 町の予算がどのように編成されるのかを知っていた

だくため、町民の皆さんを対象に令和３年度予算の町長

査定を公開します。「公開査定対象となる事業」は、町

のホームページを通じて随時お知らせします。当日はケ

ーブルテレビで生中継を予定しているほか、町民の方な

らどなたでも参加できます。お気軽にお越しください。 

▼日時 ２月１０日（水）午前９時３０分～午後４時３０分 

▼場所 役場３階大会議室 

▼問い合わせ先 総務課 財政係 

電話３５－９４０２ 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和３年１月１８日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 

高森町学校運営協議会 

ふれあいスクール（ふれあいクラブ）の 

春休みの受け付けは行いません 

ご家庭でやむを得ない事情などがある方は、

１月２９日（金）までに教育委員会事務局まで

ご相談ください。 

高森町プレミアム商品券 

有効期限は１月３１日まで 

ヘルススクリーニング・特定健診の中止 

国民健康保険の加入者対象 

令和２年度のデータ提出のお願い 

子どものインフルエンザ予防接種 

費用助成の申請期限は２月２６日まで 

令和３年度予算の町長査定を公開 



 

★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。 

 

 

 
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て身近なごみ問題を見つめ直し、

環境にやさしいライフスタイルを考えてみませんか。 

▼日 時 ２月１８日（木） 

午後０時４５分～午後５時１０分 

▼見学日程 

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） 

休憩（とよおかマルシェ） 

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 

▼参 加 費 無料 

▼申込方法 ２月５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

遠慮願います。 

▼申し込み・問い合わせ先 環境水道課 環境係 

 電話３５‐９４０９ 

 

 
 

南信州プラスチックスマート推進協議会では、「プ

ラスチックスマート」を題材にした標語を募集します。

入賞・入選者には図書カードを贈呈します。 

 

 

 

 

 

 

 
▼応募内容 １７文字程度でプラスチックスマート

の推進を呼びかけるもの 

▼応募資格 どなたでもご応募できます。 

▼応募期限 ２月２６日（金） 

▼応募方法 メール、ファックスなどで①作品②住

所・氏名③連絡先・電話番号またはメー

ルアドレスを下記までお送りください。

（様式は自由です。） 

▼応募・問い合わせ先  

 南信州地域振興局環境課（協議会事務局） 

 電話０２６５‐５３‐０４３４ 

ファックス０２６５‐５３‐０４６７ 

メール minamichi-kankyo@pref.nagano.lg.jp 

 

 

 

 
令和元年度、南信州地域の野生動物による農作物被

害金額は９，１００万円に達しました。要因の一つと

して、果実を収穫せずに放置したり、生ごみ等を適切

に処理しないといった人間による「無意識の餌付け」

行為が、動物たちの冬越しを助け個体数の増加を招い

てきたことが挙げられます。 

下記のキャンペーン期間中、南信州地域一斉に動物

の餌となる放置果実や生ごみの適切な処理を行い、野

生動物の個体数調整を図ります。地域住民の皆さんの

ご理解、ご協力をお願いします。 

▼期  間 ２月８日（月）～２月１４日（日） 

▼取組内容 

○取り残しの果実を取り、土に埋める。 

○畑に放置してある野菜くずを土に埋める。 

○生ごみの自家処理は生ごみ処理機、コンポスター

を用いる。畑に戻す場合は土に埋める 

▼問い合わせ先 産業課 森林保全係 

電話３５‐９４０５ 

 

 
 

長野県シニア大学飯伊学部では、高齢者の皆さんが

地域で生き生きと生活ができるよう幅広い分野の学

習を行っています。皆さんも長野県シニア大学で生き

がいづくり、健康づくりを進め、楽しいシニアライフ

を始めませんか。 

▲！ 新型コロナウイルス感染症の拡大状況により休校

となる可能性があります。ご了承ください。 

▼対 象 おおむね５０歳以上で県内在住の方 

 （以前に長野県シニア大学を卒業した

方も入学可。） 

▼期 間 ２年間 

▼授 業 料 １２，０００円／年 

▲！ 教材費、自治会活動費等は別途必要です。 

▼申込方法 飯田保健福祉事務所福祉課または役場

健康福祉課で願書を入手し、必要事項を

記入の上、各窓口へ持参または郵送して

ください。 

▼申込期間 ２月 1日（月）～３月 1日（月） 

（当日消印有効） 

▼申し込み・問い合わせ先 

 飯田保健福祉事務所福祉課  

電話５３‐０４６４ 

 高森町 健康福祉課 高齢者係 

電話３５‐９４１２ 

環境施設見学会 

たかもりごみ減量エコバスツアー 

プラスチックスマート標語募集 

＊★＊プラスチックスマートとは＊★＊ 

 プラスチックごみによる地球環境への影響を考

え、いらないストローは断る、マイバックやマイ

ボトルを使う、処分する時はルールに従った分別

を徹底するなど、生活の中でプラスチックと賢く

付き合うことを意識して考え取り組むこと。 

住民参加型 野生動物への餌付け 

ストップキャンペーン 

長野県シニア大学飯伊学部 学生を募集 

▲放置果実、放置廃果が鳥獣の餌場に 



 

★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」が毎月１回開く古文書研究会では、

特別研究会を開催します。参加費は無料で、事前の申

し込みは不要です。会員はもちろん、歴史や古文書に

関心のある町民の皆さんのご参加をお待ちしています。 

▲！ 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。 

▼日 時 ２月１８日（木）午後１時３０分～３時３０分 

▼会 場 福祉センター２階 大ホール 

▼講 師 山内 尚巳さん 

（前飯田市文化財審議委員） 

▼テーマ 「古文書にみる伊那街道の宿駅保護と 

その剥奪～市田宿を中心にして～」 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館 

電話３５‐７０８３ 

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、信州たかもり

温泉を下記のとおり休館します。施設ごと段階的に休み

となりますので、お間違いの無いようご確認ください。 

ご愛顧をいただいている皆さんにはご迷惑をお掛

けしますが、ご理解くださいますようお願いします。 

▼休館スケジュール 

施設名称 休館期間 

湯ヶ洞 
１月１２日（火）～３月末まで 

（※１月内の予約日を除く） 

御大の館 ２月 １日（月）～３月末まで 

町民食堂柿丸くん １月１２日（火）～３月末まで 

▲！ 今後の新型コロナウイルス感染状況により、休館

期間は変更となる場合があります。 

▼休館中の連絡先 信州たかもり温泉 湯ヶ洞 

電話３５‐８２６０（転送される場合があります） 

▼問い合わせ先 産業課 商工観光係 

電話３５‐９４０５ 

 

 

 
 

食品衛生法の一部改正により、令和３年６月から、

食品営業に関する制度、衛生管理の方法が大きく変わ

ります。特に、これまで保健所の許可が不要であった、

青果物や米穀類の販売、農産物の加工販売、合成樹脂

製の食品用器具・容器包装の製造を行っている事業者

は、新たな届出制度の対象となります。詳しくは、長

野県ホームページをご覧になるか、

最寄りの保健所にご相談ください。 

右の２次元コードから長野県ホ

ームページ「食品衛生法の一部改

正により、大きく制度が変わりま

す。」にアクセスできます。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/kenko/

shokuhin/shokuhin/shokuhin/h30shokueihoukai

sei.html 

▼問い合わせ先 長野県 食品・生活衛生課 

電話０２６‐２３５‐７１５５ 

 

 

「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。 

▼日時 ２月１６日（火）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。 

▼会場  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 

 

 

 
 

ゼロカーボン社会の実現に向けた再生可能エネル

ギーの普及、循環型社会の構築の気運を一層高め、行

政・民間団体・市民など多様な主体が協働して地球温

暖化対策に取り組む環境先進地域づくりを目指し、南

信州環境フェアを開催します。 

▼テ ー マ 『ゼロカーボン社会の実現に向けて』 

（サブテーマ） ①再生可能エネルギーの普及 

       ②循環型社会の構築 

▼開催日時 ２月２７日（土） 

午前９時３０分～午後４時３０分 

▼会 場 飯田市座光寺 エス・バード 

▼主な催物  

○講演会「気候危機のリスクと社会の大転換」 

 講師：国立環境研究所地域環境研究センター 

    副センター長 江守 正多 氏 

○阿部長野県知事、佐藤飯田市長を交えた２０５０

ゼロカーボンに向けたパネルディスカッション 

○太陽光発電設備、バイオマスストーブ、電気自動

車の展示・相談コーナー 

○飯田ＯＩＤＥ長姫高校エコカー展示・デモ走行 

○正しいごみの分別コーナー 

○「不都合な真実２」ＤＶＤ上映 

○海洋プラスチック問題に関する写真パネル展示 

など 

▲！ 新型コロナウイルス対策として、県のイベント開

催基準に則して開催します。 

▼問い合わせ先 南信州環境フェア実行委員会 

 南信州地域振興局環境課 

電話０２６５‐５３‐０４３４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。 

★☽ １月の夜間窓口は２５日 ☾★ 

古文書研究会の特別研究会 

南信州環境フェア 

「ゼロカーボン社会の実現に向けて」 
信州たかもり温泉を休館します 

 令和３年６月から 

食品衛生法が一部改正されます 

行政相談をご利用ください 

【訂正】広報高森 1 月号 14 ページ「第 3 次高森町食育推進計画」の

「食育朝食アンケート結果」の記載内容で「朝食接種率」

とありますが正しくは「朝食摂取率」でした。お詫びして

訂正します。 



 

 

NO、３２０     ２ 月 生 涯 学 習 情 報     令和３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 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 毎週火曜日 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 ５日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

牛牧短歌会 １０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 ２２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 

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 

オカリナ愛好会 ９日，２３日 福祉センター 午後１時３０分～ オカリナを楽しもう 

詩吟クラブ 
３日，１０日 

１７日，２４日 
中央公民館 午後１時～ 詩吟を楽しむ 

ひまわり健康体操教室 １１日，２５日 福祉センター 午前９時３０分～ 健康な体づくり 

真向法 
２日，９日 

１６日，２３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 中央公民館 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 

６日，１３日 

２０日，２７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 １０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,１９日,２６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～ 


