
 

★掲載している行事など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。 

 

 

 

 
 

 

 
現在休業中の信州たかもり温泉「湯ケ洞・御大の館」は、

新たな運営者による再開を目指しています。これまでに発

行・販売した入浴券は次のとおりの扱いとなります。 

 

 

 
なお、買い戻しを希望される方は６月末日までに下

記までご連絡ください。 

 営業再開については、確定次第改めてご案内します。 

▼問い合わせ先 

 ３月３１日まで…信州たかもり温泉「湯ケ洞・御大の館」 

電話３５‐８２６０（平日・土日 午前９時～午後５時） 

 ４月 １日以降…一般財団法人高森町まちづくり振興公社 

（高森町役場産業課内） 

電話３５‐９４０６（平 日 の み 午前９時～午後５時） 

 

 
 身体などに障がいのある方が所有する軽自動車な

どにかかる軽自動車税（種別割）は、減免が受けられ

る場合があります。該当する方は、減免申請を行って

ください。 

▼減免対象 一定の基準以上の障がいのある方で、障

がいのある本人が所有する軽自動車、原

動機付自転車または二輪車など（１８歳

未満の身体障がい者または、精神障がい

者で本人と生計を一にする方が所有す

る車両を含む）。１人１台に限ります。 

▲！ 普通自動車税の減免を受けている方は、軽自動車

税（種別割）の減免申請はできません。 

▼申請期限（令和３年度課税分） ４月３０日（金） 

▼申請時に持参していただく書類 

○障がい者手帳 ○免許証 ○車検証 ○印鑑 

○個人番号カードまたは通知カード 

▼そ の 他 障がいの区分、等級の詳細は、下記まで

お問い合わせください。 

▼申請・問い合わせ先 税務会計課 税務会計係 

電話３５‐９４１３ 

 

 

 
自動車税種別割は、４月１日現在の自動車登録名義

人に課税され、その年度１年分を納めていただきます。

使用しなくなった場合や譲渡などをしたときは、抹消

や名義変更登録の手続きを３月３１日までに完了し

てください。手続きが３月３１日までに完了しないと

令和３年度の自動車税種別割は変更前の名義人に課

税されます。忘れず早めに手続きをしましょう。 

▼問い合わせ先 長野県 税務課 自動車税係 

電話０２６‐２３５‐７０５１ 

 

 

 

 

 

 

 

１１月に開催する「高森まるごと収穫祭」をこれま

で以上に楽しくするため、実行委員を募集し企画・ア

イデア出しから、準備・運営をしていきます。収穫祭

を「自分自身が楽しみたい」「誰かを楽しませたい」「実

行委員会に集う仲間たちとやり遂げたい」という方は

ぜひお申し込みください。コロナに負けない新しい収

穫祭をみんなで探しましょう。 

▼応募要件 次の全てに該当する方 

（１）令和３年４月１日現在、高森町に在住または出

身の高校生以上の方 

（２）数回開催される検討会議に出席できる方 

（平日夜間の予定） 

▼募集人員 若干人 

▼任命期間 令和３年まるごと収穫祭まで 

▼謝 礼 会議に参加すると、町の基準による謝礼

が支払われます。 

▼応募方法 右の２次元コードからメー

ルを送信、または町ホーム

ページや総務課にある申込

書でお申し込みください。 

▼募集期限 ４月１２日（月）午後５時 

▼問い合わせ先 総務課 企画振興係 

電話３５‐９４０２ 

 

 

 
 

 まちづくり活動団体への補助金制度「町民主体のま

ちづくり活動支援事業」について、申請受付を開始し

ます。ご希望の団体は申込期限までに、書類をご提出

ください。 
 

▼対象団体 ５人以上で構成され、主に町内で活動す

る団体で、専用口座を有すること。 

▼対象事業 地域課題または社会的課題の解決、地域

の活性化を目的とした事業。 

▼補助金額 最大１５万円 

      活動内容・人数により算出します。 
 

▼そ の 他 募集要項・申請書の様式

は町ホームページをご確

認ください。右の２次元

コードからホームページ

にアクセスできます。 

▼申込期限 ４月１９日（月） 

▼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３月１８日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 
まるごと収穫祭の実行委員を募集 

自動車の抹消・名義変更の 

手続きはお済みですか？ 

軽自動車税（種別割）の減免 

【訂正】広報高森３月号２０ページの町のうごきにつきま

して「２３日 容器プラスチックごみ収集（吉田・

山吹）」とありますが、正しくは「２４日 容器

プラスチックごみ収集（吉田・山吹）」です。

お詫びして訂正します。 

「町民主体のまちづくり活動支援事業」 

申請団体を募集 

信州たかもり温泉の「入浴券」今後の扱い 

 営業再開後、これまでと同等の利用がで

きます。（１回５００円相当） 



 

★掲載している行事など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、企画

展「ひな人形と美人画」を開催

中です。今年は「押絵びな」も

展示しました。押絵びなは、江

戸時代から庶民に広がったひな

人形で、特に松本地方は全国的

にも有名な産地でした。その素

朴な味わいをご鑑賞ください。 

▼期間 ４月４日（日）まで 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５‐７０８３ 

 

 
▼掲載媒体と募集広告 

（１）広報高森 令和３年度発行５月号～翌年３月号 

 ○広告サイズ １枠あたり縦４５ｍｍ×横８３ｍｍ 

 ○募集枠と掲載料 ▲！ 掲載月数は応募者と調整します。 

  カ ラ ー １枠１月 ３，０００円 

  モノクロ １枠１月 ２，５００円 

（２）町の封筒 長形３号 

○募集枚数 １万枚 

○掲 載 料 １枚３円 

▼掲載申請できる方 

１年以上継続して事業を営んでおり、町税・料金な

どの滞納がない事業者 

▼掲載できない広告 

政治・選挙・宗教・風俗・賃金業関連の広告、事実

に反する表記を含む広告など 

▼申込期限 ４月１６日（金）午後５時 

▼申込方法 申込書に広告の原稿を添付し、下記へご提出ください。

申込書は、町ホームページや総務課で入手できます。 

●i 町ホームページのバナー広告は随時募集しています。 

▼申し込み・問い合わせ先 

広報高森について…総務課 企画振興係 

町の封筒について…総務課 行政係 

電話３５‐９４０２ 

 
統一標語 

「あなたです 森を火事から 守るのは」 
空気が乾燥し、風が強くなる春は山火事が多い季節

です。山火事を防ぐために以下の点を心掛けましょう。 

○枯草などのある火災の起こりやすい場所では、たき

火をしないこと。 

○たき火など火気の使用中はその場を離れず、使用後

は完全に消火すること。 

○強風時および乾燥時には、たき火、火入れをしないこと。 

○火入れを行う際、町の許可（森林法第２１条）を必ず受け

るとともに、あらかじめ必要な防火設備を整えてください。 

○たばこは指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず火

を消すとともに、投げ捨てないこと。 

○火遊びはしないこと、また、させないこと。 

▼問い合わせ先 産業課 森林保全係 

電話３５‐９４０５ 

 

 

 
 

旧長野県信濃美術館（本館）は、国宝・善光寺に隣

接する長野市城山公園内に１９６６（昭和４１）年に

開館しました。このたび全面改築にあわせて、信州の

自然・山並みと調和した景観を創り出す「ランドスケ

ープ・ミュージアム」をコンセプトに、「長野県立美

術館」として新しく生まれ変わります。善光寺を一望

できるレストランや屋上広場、気軽にアートを楽しめ

る無料ゾーンも充実します。併設する東山魁夷館とあ

わせてお立ち寄りください。 

▼所 在 地 長野市箱清水１－４－４ 

（城山公園内・善光寺東隣） 

▼開館時間 午前９時００分～午後５時００分 

（入館は午後４時３０分まで） 

▼休 館 日 毎週水曜日 

▲！ ５月５日(水)は開館、翌日６日（木）は休館します。 

▼展示案内 
  

本館企画展  

長野県立美術館完成記念 未来につなぐ 

～新美術館でよみがえる世界の至宝 

東京藝術大学 スーパークローン文化財展 

 ４月１０日（土）～６月６日（日） 
  

交流スペースなど  

美術館のある街・記憶・風景・日常記憶地図で見る 

５０年 

 ４月１０日（土）～６月２７日（日） 

新美術館みんなのアートプロジェクト 

「ふれてみて」 

 ４月１０日（土）～８月１５日（日） 

Something there is that doesn’t love a wall 

―榊原澄人×ユーフラテス 

 ４月１０日（土）～８月１５日（日） 
  

東山魁夷館 コレクション展  

２０２０年度 

第Ⅵ期 
～４月１３日（火） 

２０２１年度 

 Ⅰ期 
４月１５（木）～６月１日（火） 

  

▲！ 展覧会関連イベントは、詳細が決まり次第ホーム

ページでお知らせします。なお、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大防止のため、展覧会やイベント

が中止または、延期となる可能性があります。 

▲！ 一般来館者のための専用の駐車場はございません。

公共交通機関でのご来館にご協力をお願いします。 

▼問い合わせ先 

長野県立美術館（旧長野県信濃美術館） 

広報・マーケティング室 

電話０２６‐２３２‐００５２ 

 

 

 

 

「町の封筒」「広報高森」の広告を募集 

長野県立美術館（旧長野県信濃美術館） 

４月１０日（土）オープン 

 
 

 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。 

★☽ ３月の夜間窓口は２５日 ☾★ 

企画展「ひな人形と美人画展」開催中 

春の山火事予防運動 



 

★掲載している行事など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 程 

４月７日（水） 

会場 時間 
竜口龍の里会館 午前 ９時００分～ ９時１５分 

旧山吹下集会所前 午前 ９時２５分～ ９時３５分 

山吹区事務所 午前 ９時４５分～ ９時５５分 

白髭神社 午前１０時０５分～１０時１５分 

融和の里新田地区館 午前１０時２５分～１０時３５分 

山吹上生活改善センター 午前１０時４５分～１１時００分 

山吹中生活改善センター 午前１１時００分～１１時１０分 

訪問注射①（※要予約）   

吉田西地区館 午後 １時１０分～ １時２５分 

吉田区民会館 午後 １時３５分～ １時５０分 

吉田南地区館 午後 ２時００分～ ２時１５分 

町民体育館前 午後 ２時２５分～ ２時４５分 

訪問注射②（※要予約）   
  

４月８日（木） 

会場 時間 

下５会館 午前 ９時００分～ ９時１５分 

下市田区民会館 午前 ９時２０分～ ９時３５分 

積善会館 午前 ９時４５分～ ９時５５分 

下市田ライスセンター 午前１０時０５分～１０時１５分 

出砂原児童遊園地（中公園） 午前１０時２５分～１０時３５分 

牛牧ふれあい広場 午前１０時５５分～１１時１５分 

原町陣屋区民会館 午前１１時２５分～１１時４０分 

大島山区民会館 午前１１時５０分～正午 

訪問注射③（※要予約）   
  

５月９日（日） 

会場 時間 
下市田区民会館 午後１時３０分～２時００分 

牛牧ふれあい広場 午後２時１０分～２時３０分 

吉田区民会館 午後２時４０分～３時００分 

山吹ほたるパーク 午後３時２０分～３時４０分 

訪問注射④（※要予約）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

１ 狂犬病予防注射 

▼対 象 生後９１日以上の犬 

▼料 金 １頭３，６００円 

▲！ お釣りが要らないようにご準備ください。 

▼持ち物 案内はがき（はがきが届いている方は必ずお持

ちください）、注射を受ける犬の頭数分の料金 

▼備 考 

○令和３年２月以降に登録された犬の飼い主の方に

は案内はがきをお送りしていませんが、狂犬病予

防注射を受けることができます。 

○健康に異常のある犬、過去に狂犬病予防注射後に異常を

起こしたことのある犬は動物病院で注射してください。 

○正当な理由がなく実施されない場合、狂犬病予防

法違反として罰せられることがあります。 

○犬が既に死亡している場合は届け出てください。

電話連絡でも構いません。 

▲！ 新型コロナウイルス対策のためマスクを着用の上ご来場ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 新規登録 
▼対 象 未登録の犬、新しく飼い始めた犬 

▼料 金 １頭３，０００円 

▼備 考 右の狂犬病予防注射の会場で登録の手続きが

できます。狂犬病予防注射と併せて未登録の犬

は登録してください。新規で登録される場合

は、登録料金と注射料金をあわせてご用意くだ

さい（新規登録と予防注射１頭６，６００円）。 

▼申し込み・問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５－９４０９ 

 

犬の飼い主は、毎年１回狂犬病の予防注射を受けさせる義務があります。 

皆さんの愛犬のために必ず接種をお願いします。 

狂犬病予防注射と犬の新規登録 

 
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県税の納税などは、次の点にご協力ください。 

１ スマートフォンアプリでの支払い 

スマートフォンアプリ「ＰａｙＰａｙ」「ＬＩＮＥ Ｐａｙ」で支払いが可能です。納付書のバーコードを

アプリで読み取ることで、自宅で税金を納めることができます。また、インターネットバンキングや、ペイ

ジー（Ｐａｙ‐ｅａｓｙ）も利用できます。 

２  申請書類の郵送やｅＬＴＡＸでの申告 

納税証明書の請求や各種申請は、可能な限り郵送で行ってください。また、法人関係の申告・納付はｅＬ

ＴＡＸ、ダイレクト納付を活用してください。 

▲！ 身体などに障がいのある方の自動車税および軽自動車税の減免申請については、来所が必要です。詳しく

は、南信県税事務所飯田事務所までお問い合わせください。 

３ 電話や電子メールによる相談・お問い合わせ 

納税に関する相談などは、可能な限り電話や電子メールを活用してください。 

▼問い合わせ先 南信県税事務所 飯田事務所 電 話０２６５‐５３‐０４０５ 

                      メール zei-iida@pref.nagano.lg.jp 

県税はスマホ納税やｅＬＴＡＸ（電子申告）をご活用ください 

訪問注射を希望する場合 

 事前に申し込みが必要です。４月２日（金）

午後５時までにお申し込みください。お申し

込みの際に希望時間を確認の上、日程調整を

します。 

▲！ 注射料金とは別に、訪問料金（１軒につき

２，５００円）をお支払いいただきます。 



 

 

NO、３２２     ４ 月 生 涯 学 習 情 報     令和３年 

新型コロナウイ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 
６日，１３日 

２０日，２７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 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 １９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 ８日，２２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 
７日，１４日 

２１日，２８日 
中央公民館 午後１時～ 詩吟を楽しむ 

手まりの会 ９日，２３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 
８日 

２２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 
６日，１３日 

２０日,２７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 ２６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。 

アコーディオン 

・ウクレレ サークル 
１３日，２０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 

３日，１０日 

１７日，２４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 ７日，２１日，２８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 
２日,９日，１６日 

２３日，３０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～ 


