
 

★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。 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

日本脳炎ワクチンの製造過程において問題が生じ、厚生労

働省から全国的にワクチンが不足する通知がありました。接

種対象者のうち、優先接種対象者に該当する方は期限内に接

種ができるよう医療機関へご予約ください。優先接種対象者

に該当しない方は、令和４年度まで接種をお待ちください。 

▼令和３年２月からの優先接種対象者 

○第１期初回接種の１回目、２回目が未接種の方 

○定期接種の期限まで１年を切っている方 

第１期 ７歳半になる１日前まで 

第２期 １３歳になる１日前まで 

▲！ 平成２１年１０月１日以前に生まれた方で特例対象者に該当する方は、

年齢によって接種期限が異なります。詳しくはお問い合わせください。 

▲！ 国は令和４年度のワクチン生産を増やす予定です。２月以降に予診

票の送付を予定していた方には、町から令和４年度に通知します。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係（保健師） 

電話３５‐９４１２ 

 
 

受付時間はいずれも午前１０時～午後５時です。 

２月２０日（土）

２１日（日） 

ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ 

高森店さま １階フードコート前 
  

３月 ６日（土） 

７日（日） 
ショッピングセンターパース 

さま 

▼持ち物 免許証など本人確認のできるもの 

     通知カード▲！ お持ちでない方は受け付けでお申し出ください。 

▼その他 マイナンバーカードに使用する写真をその場で撮影します。 

平日午前８時３０分～午後５時１５分および毎月第２・第４

土曜日午前中は、役場窓口で申請を受け付けています。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 戸籍住民係  

電話３５‐９４１７ 

 

 

 
▼申込方法 

○申し込みはＷｅｂページで受け付けます。 

○初めて利用される方のみ面接を行います。 

▼申込期限 ３月５日（金） 午後５時１５分まで 

▼面接期間 ３月１０日（水）～３月１６日（火） 

▼面接時間 午後６時～７時 

▼面接会場 利用される学校の学童クラブ 

▼申込方法 左の２次元コードからお申し込みください。

紙による申請をご希望の場合は、教育委員会

または町のホームページから「ふれあいスク

ール利用申請書」を入手してください。 
 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 学校教育係  

電話３５‐９４１６ 

 

 

 

 
 

 

 

 
令和４年４月に吉田保育園と吉田河原保育園が一つ

になり、吉田区の中心に「認定こども園」を新築・開

園します。子どもたちが健やかに育ち、地域から親し

まれる園となることを願い、新しい園名を募集します。 

▼募集期間 ２月２０日（土）～３月５日（金） 
▼募集内容 １人１案、名称に込めた思いや理由を添えてください。 

○分かりやすく親しみやすい園名であること。 

○子どもの育ちへの願いが込められた園名であること。 

▼応募資格 高森町在住の方または町内保育園に通園中の園児の保護者 

▼応募方法 町内保育園、あったかてらす、教育委員会で配布

する応募用紙に必要事項をご記入の上、応募箱へ

投函または吉田河原保育園へ郵送してください。 

▼問い合わせ先 （福）白百合福祉会 吉田河原保育園 

電話３５‐６７７１ 

 

 

 

システムのメンテナンス作業によりコンビニ交付

サービスの運用を停止します。ご不便をお掛けします

が、ご理解と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 ２月２６日（金）午後６時００分～ 

２７日午前６時３０分まで 

▼問い合わせ先 健康福祉課 戸籍住民係  

電話３５‐９４１７ 

 

 
経済センサス‐活動調査は、事業所を対象に全国一

斉に実施される基幹統計調査です。 

▼調査員の仕事 

○説明会への出席（平日の日中に開催） 

○事業所への調査票の配布・回収・点検 など 

▼募集人員 ７人 

▼任命期間 ４月下旬～６月下旬の２カ月 

▼応募資格 次の全ての要件を満たす方 

１．２０歳以上で責任を持って調査事務を遂行できる方 

２．調査で知り得た秘密の保持ができる方 

３．税務、警察および選挙活動等に直接関係がない方

４．暴力団員その他の反社会的勢力に密接な関係がない方 

▼報 酬 ４０，０００円～６０，０００円程度 

▲！ 上記報酬額は前回平成２８年調査時の実績額です。

増減する場合がございますのでご了承ください。 

▼申込期限 ３月１２日（金） 

▼申込方法 氏名、年齢、住所、連絡先を総務課企画

振興係へお電話などでお伝えください。 

▼申し込み・問い合わせ先 総務課 企画振興係 

電話３５‐９４０２ 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和３年２月１８日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 
日本脳炎ワクチンの優先接種に 

ご協力ください 

経済センサス－活動調査 調査員を募集 

（福）白百合福祉会 

新設・認定こども園の園名を募集 

マイナンバーカードおでかけ申請窓口開設 

戸籍謄本等証明発行 

コンビニ交付サービス運用停止 

ふれあいスクール(ふれあいクラブ・学童クラブ) 

令和３年度の参加申込 



 

★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。 

里帰り雛 

 

 
資料館「時の駅」では、町内外から寄

贈された江戸時代から昭和にかけての貴

重なひな人形を展示します。併せて、公

民館美人画教室の皆さんの作品も展示し

ます。弥生三月。資料館でぜひ「春」を満喫してください。 

▼期 間 ２月２７日（土）～４月４日（日） 

▲！ ３月の休館日は１、８、１５、２２、２３、２９日です。 

▼時 間 午前９時～午後４時３０分 

▼場 所 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

▼入館料 高森町民無料（町外大人２００円、小人１００円） 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５‐７０８３ 

電話３５‐７０８３ 

 
 

▼作 業 日 程 植え付け（４月中旬）、収穫（７月下旬

～８月上旬）などの作業を予定していま

す。詳細な時期は改めてご連絡します。 

▼参 加 費 １区画（８ｍ×１．５ｍ）１，５００円 

▼品 種 キタアカリ・男爵・メークインから、

お申し込み時に選択できます。１区画

種イモ約２０個をご用意します。 

▼募 集 区 画 ５０区画予定（１人２区画まで） 

▼農園の場所 中央自動車道上り線、高森バス停駐車場南隣りです。 

▼申 込 期 限 ３月２６日（金）まで 

▼申し込み・問い合わせ先 高森町営農支援センターゆうき 

電話３５‐３０４４ 

 

 

 
 

ふるさと納税制度では、高森町へふるさと納税をされた

町外の方に対し「お礼品（返礼品）」をお届けしています。

販路拡大に限らず、商品ＰＲの場としても活用できます。 

▼対象者 個人・事業所の別は問いません。通販など

の経験が無くても大丈夫です。 

▼登録できる物（国の地場産品の基準があります） 

○地場産の農産物や加工品 ○工芸品や民芸品 

○高森町で体験できるメニューやサービス など 

▼登録期間 随時受け付け 

▼問い合わせ先 産業課 商工観光係 
電話３５‐９４０５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
コミュニティ・スクール活動の一環として、町内の

小中学校でボランティア活動を行う学校支援ボラン

ティアを募集します。なお、すでにご登録いただいて

いる方は、改めてご応募いただく必要はありません。 

▼内 容 登下校見守り、教科指導の補助、環境整備、柿の

皮むき、野菜・米作り、校外学習の付き添いなど 

▼対 象 当町の学校教育にご理解、ご協力をいた

だける方はどなたでも。 

▼応募期限 ３月１７日（水）まで 

▼応募方法 申込用紙に必要事項を記入の上、教育委

員会へご提出ください。ファクスでも受

け付けます。申込用紙は隣組回覧をコピ

ーしていただくか、町のホームページ、

または教育委員会窓口で入手できます。 

▼そ の 他 登録者は、町費でボランティア保険に加

入していただきます。 

▼問い合わせ先 高森町公民館事務局 

電話３５‐９４１６ 

 

 
長野県司法書士会では、「相続登記相談センター」

を開設しました。無料でご利用いただけます。 

▼電話無料相談 

○相談日 毎週月～金曜日（祝日、お盆、年末年始を除く） 

○時 間 正午～午後２時 

○電 話 ０２６‐２３２‐６１１０ 

▼面談無料相談 県内各地で実施予定。詳細は、長野県司法

書士会のホームページをご確認ください。 

▼Ｗｅｂ無料相談 

○相 談 日 毎週木曜日（祝日、お盆、年末年始を除く） 

○時 間 ①正午～１２時４５分 

      ②午後１時００分～１時４５分 

○申込方法 事前予約制です。ホームページの予約

フォームからお申し込みください。 

▼問い合わせ先 長野県司法書士会 

電話０２６‐２３２‐７４９２ 

ホームページ http://www.na-shiho.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャガイモ栽培・収穫体験の参加者を募集 

学校支援ボランティアを募集 

自慢の農産物等を全国へお届け！ 

ふるさと納税『お礼品』登録者を募集 

相続登記相談センターを開設 

「地域発元気づくり支援金活用事業」 オンラインシンポジウム 

「リニア時代を見据えた北部５町村の地域づくり」 

▼問い合わせ先 総務課 企画振興係 電話３５‐９４０２ 

企画展「ひな人形と美人画展」 

２０２７年のリニア中央新幹線（品川～名古屋間）の開業に向け、南信州地域に

は長野県駅が設置される予定です。開業を見据え、町村の枠を越えた地域づくりの

一環として、北部 5 町村が連携してシンポジウムを開催します。 

▼日時 ３月３日（水）午後６時～８時 

▼内容 ○問題提起「５町村の広域地図をつなげて見えてきたこと 

○基調講演「リニア新幹線と地域経営～７年後への視点と行程表～」 

講師：青森大学教授 櫛引泰夫さん 

○パネルディスカッション「リニア時代の下伊那北部５町村の未来をどう描くか」 

 

▼参加方法 

動画共有サービス 

ＹｏｕＴｕｂｅで 

ライブ配信する 

ほか、後日視聴もできます。右

上の２次元コードまたは 

https://youtu.be/OWvki

_FxhLQ から視聴できます！ 

無 料 
 

申込不要 

広報高森とお知らせ版の取り置き場所に 

「ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ高森店」 

さまが追加となりました。 

 

広報の 

取り置き 

場所追加 



 

★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。 

 

 
 

全町を対象として古着・古布を収集します。収集し

た古着類は工業用ウエスに加工しています。 

▲！ マスクの着用など新型コロナウイルス感染防止にご協力ください。 

▼日 時 ３月６日（土） 午前７時～９時 

▼収集会場 町民体育館下駐車場 

▼出 し 方 

○中が見えるビニール袋に入れてお出しください。 

○「その他プラスチック専用袋」(赤プラ袋)も利用できます。 

 

 
 

▼収集できないもの 

〇汚れ、破損が著しいもの 
 

〇学生服、ユニホーム、作業服、下着、靴下、和服、 

中綿入り衣類、プラスチック素材の衣類、帽子､ 

ぬいぐるみ､敷パット、こたつ敷、玄関マット 

  ➔ 燃やすごみ 
 

〇毛布、布団類 次の①、②いずれかの方法で処分してください。 

 

①燃やすごみ 

切断し「燃やすごみ袋」に入れるか、稲

葉クリーンセンターに直接搬入する。 

（料金１０㎏あたり１８０円） 
  

 
②粗大ごみ 

有料収集 

次回収集日は３月１３日（土） 

▼そ の 他 

▲！ 収集時間内にお持ち込みください。上記時間以外

の受け取りはお断りします。 

▲！ 収集業者が車から降ろす際、袋の中身を確認します。 

▲！ 収集会場、付近の道路は混雑が予想されます。係

の誘導に従い、通行には十分ご注意ください。 

▲！ 悪天候の場合、収集日を延期することがあります。

延期を決定したときは音声放送で告知します。 

▼事前受け入れ 収集日当日に都合の悪い方はご利用ください。 

〇受入日時 ３月２日（火）、５日（金） 

両日とも午前９時～正午（時間厳守） 

〇会 場 リサイクルステーション(町民体育館下) 

▼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感染症感染拡大防止のため、南信州環境フェア

は「気候変動対策シンポジウム」のみオンライン方式で開催します。 

▼開催日 令和３年２月２７日（土） 

午後１時００分～３時４５分 

▼内 容 ○講演会「気候危機のリスクと社会の大転換」 

○パネルディスカッション「地域からつくるゼ

ロカーボン社会～私たちにできること」 

▼参加方法 ①Ｚｏｏｍアプリから ②ＹｏｕＴｕｂｅから 

 

 

 
▼問い合わせ先 おひさま進歩エネルギー株式会社 

電話０２６５‐５６‐３７１１ 

電話０２６５‐５６‐３７１１ 
 
 

▼日 時 ３月１３日（土）午前７時～午前９時 

▼収集会場 山吹ほたるパーク 

（ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ高森店さま西側） 

▲！ 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ください。 

▲！ 国道１５３号線・八日市場線からお越しの方は、国道

の「高森荘入口」の信号から会場へ向かってください。 

▼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）、

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１５分）にご利用ください。 

▲！ リチウムイオン電池などの充電式電池、乾電池、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、電球などは取り

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。 

▲！ 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 家庭で不要になった家電製品 

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

などは「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 

▲！ マスクの着用など新型コロナウイルス感染防止にご協力ください。 

▲！ 小型家電は係員が車から降ろします。すぐに降ろ

せるようにご準備をお願いします。 

▲！ テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾

燥機は下記の指定引取場所へ直接搬入してください。 

○㈱丸伝運送 本社営業所（下市田） 

電話０２６５‐４８‐６６４１ 

○前田産業㈱（飯田市上郷別府） 

電話０２６５‐２２‐２４８８ 

▲！ 前田産業㈱さまへ直接搬入する際は、事前に郵

便局でリサイクル券を購入してください。 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

小型家電・粗大ごみの収集 古着・古布を収集 

中が見えない袋、肥料袋、紙袋、「その他プラスチ

ック専用袋」以外の指定ごみ袋では出せません。 

南信州環境フェア オンライン開催に変更 

◀ 

こちらから 

申し込みが 

必要です。 

！ 

◀ 

申し込みは 

不要です。 



 

 

NO、３２１     ３ 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 
２日，１６日 

２３日，３０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 １９日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

牛牧短歌会 １７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 

パッション高森 毎月第１・３水曜日 やすらぎ荘 午後７時～ 健康体操 

高森コーラス １１日，２５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 
３日，１０日 

１７日，２４日 
中央公民館 午後１時～ 詩吟を楽しむ 

手まりの会 
１２日 

２６日 

中央公民館 

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 
１１日 

２５日 

中央公民館 

福祉センター 
午前１０時～ 健康な体づくり 

真向法 
２日，９日 

１６日,２３日,３０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 
９日，２３日 中央公民館 午後４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 

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 ５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、ご連絡します。 

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～ 

 

 

 

 

 
 

 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。 

★☽ ２月の 

夜間窓口は 

２５日 ☾★ 


