
 

★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「五月人形

と武具」を開催します。

町内の方から寄贈さ

れた五月人形、座敷

幟
のぼり

、甲冑
かっちゅう

、鎧
よろい

、兜
かぶと

、

刀剣類などを展示し

ます。この機会に、ぜひ多くの町民の皆さんのご来館

をお待ちしています。 

▼期 間 ４月２３日（金）～５月３０日（日） 

午前９時００分～午後４時３０分 

▲！ 休館日 ４月２６日（月）、３０日（金）、 

５月６日（木）、１０日（月）、１１日（火）、

１７日（月）、２４日（月） 

▼展示物 五月人形、座敷幟
のぼり

、座光寺氏初代の甲冑、

座光寺家家老の片桐家から寄贈された甲

冑、座光寺氏第４代為
ため

治
はる

の刀、水戸浪士の

遺刀 ほか 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５‐７０８３ 

 

 
 

高森町コミュニティ・スクール、令和３年度第１回

学校運営協議会を開催します。 

▼日時 ４月２７日（火）午後６時～午後８時 

▼内容 

○令和３年度小中学校運営計画の発表と質疑 

○協議テーマ「高森の子どもをどう育むか」 

▼会場 福祉センター２階 大ホール 

▼申込受付 傍聴を希望する方は前日までにお申し

込みください。 

▼申し込み・問い合わせ先 高森町教育委員会事務局 

電話３５‐９４１６ 

 

 

 
 

高森町営農支援センターでは、新たに大島山地区の

リフレッシュ農園を管理します。利用を希望者される

方は営農支援センターまでお申し込みください。 

▼区画数及び面積 ７区画（１区画約１００㎡） 

（区画により面積の差が若干あります。）  

▼利用料 年間２，０００円／１区画 

 ▲！ 申し込み時にお支払ください。 

▼農園の場所 大島山瑠璃寺東側付近 

▼申込期間 ４月～順次 

目標区画数に達し次第終了します。 

▼問い合わせ先 高森町営農支援センターゆうき 

電話３５‐３０４４ 

 

 

 

 

 

 

 

高森町シニア大学では、令和３年度の学生を募集し

ます。新しい知識・技能を習得し、自らの生活を豊か

にしたい。はつらつとした人生を歩みたい。そんな皆

さんのための学びの場が、シニア大学です。たくさん

お仲間とともに学び、充実した人生を送りましょう。 

▼内 容 ○班活動 興味のあることを学びます。 

○教養講座 全員で聴講します。 

▼実 施 日 ①６月１７日（木）②８月５日（木） 

③９月２日（木）④１１月２５日（木） 

⑤２月１０日（木） 

▼時 間 午前９時３０分～午後３時００分（原則） 

▼会 場 福祉センター、中央公民館 など 

▼対 象 ６５歳以上の高森町民で出席可能な方 

▼申込方法 募集要項（組合回覧）の入学申込書に必

要事項をご記入の上、入学金１，５００

円を添えてお申し込みください。募集要

項は公民館事務局にもあります。 

▼申込方法 高森町老人クラブ連合会加入の単位老

人クラブの会長の方、または、公民館事

務局へ直接お申し込みください。 

▼申込期間 ４月１７日（土）～５月１７日（月） 

▼その他 

○開講日には送迎バスを運行します。 

○今年度の社会見学は中止します。 

○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予定

通り実施できない場合があります。あらかじめご

了承ください。 

▼問い合わせ先 高森町公民館事務局 

電話３５‐９４１６ 

 

 
 

子宮頸がんの予防接種は定期予防接種に位置付けら

れていますが、国の方針により積極的な勧奨を控えて

います。接種を希望される方は、定期接種として無料

で受けられる予診票を発行しますのでご連絡ください。 

▼対 象 小学校６年生から高校1年生相当の女子 

▼接種回数 ３回  

▲！ 接種完了には６カ月程度の期間が必要です。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 

 

 
 図書館で廃棄となった本を再利用していただくた

めのリユース会を、５月の連休に行います。 

▼日時 ５月１日（土）、２日（日）、４日（火）、５日（水） 

午前１０時～午後５時 ▲！ ５日は午後３時まで 

▼場所 福祉センター２階 大ホール 

▼その他 取り置きなどは受け付けません。 

▼問い合わせ先   図書館 電話３５‐９４３４ 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和３年４月１６日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 
企画展「五月人形と武具」 高森町シニア大学の学生を募集 

コンビニ交付サービス運用停止につい

て 

 

高森町学校運営協議会の開催 

コンビニ交付サービス運用停止につい

て 

 

高森町リフレッシュ農園（大島山地区） 

利用者を募集 

子宮頸がんの予防接種 

コンビニ交付サービス運用停止につい

て 

 

廃棄図書のリユース会 

コンビニ交付サービス運用停止につい

て 

 

１ 



 

★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。 

 

 
 固定資産税は、毎年１月１日現在で土地・家屋など

をお持ちの方に課税されます。課税の対象になる土地

や家屋が正しく評価、登録されているかご確認いただ

くため、令和３年度固定資産「縦覧帳簿の縦覧」と「課

税台帳（名寄帳）の閲覧」を行っています。 

▼期間 ５月３１日（月）まで▲！ 土・日・祝日は除く 

▼時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

▼場所 高森町役場 １階 税務会計課窓口 

▼「縦覧帳簿の縦覧」ができる方 

○固定資産税納税義務者とその世帯の同居親族 

○納税管理人 

○代理人 

▲！ 縦覧では、土地のみの納税者が家屋価格等縦覧帳

簿を見たり、家屋のみの納税者が土地価格等縦覧

帳簿を見たりすることはできません。 

▼「課税台帳（名寄帳）の閲覧」ができる方 

○縦覧帳簿の縦覧ができる方 

○借地借家人▲！ 借りている物件の内容のみ閲覧可能 

▼閲覧に必要なもの 

○窓口に来る方の本人確認ができるもの 

（運転免許証など） 

 ○代理人は委任状（法人の場合は代表者印を押したもの） 

○借地借家人は貸借契約書 

▼縦覧手数料 無料 

▼課税台帳（名寄帳）閲覧手数料 ３００円 

▲！ 縦覧期間中は、納税義務者本人に限り閲覧無料。 

コピーを希望する方は１枚につき１０円。 

▼問い合わせ先 税務会計課 税務会計係 

電話３５‐９４１３ 

 

 

 

 

宅内水道管の破損などのトラブルがあった場合は、

工事を行った業者（▲！ 建売住宅の場合は、建設業者や

不動産屋）、もしくは下記当番店へ連絡してください。 

日程 当番工事店 

４月２９日 

（木） 

南信冷熱工業(有) 

３５‐４０１０ 

(有)タナダ工業 

３５‐４５５０ 

４月３０日 

（金） 

(有)吉森 

３５‐７６９６ 

(有)高森設備 

３５‐６１１０ 

５月１日 

（土） 

日幸設備(株) 

３５‐５１７７ 

(有)Ｋ＆Ｋフジタ 

３４‐３７５５ 

５月２日 

（日） 

(有)本島土建 

３５‐２７７８ 

南信冷熱工業(有) 

３５‐４０１０ 

５月３日 

（月） 

(有)タナダ工業 

３５‐４５５０ 

(有)吉森 

３５‐７６９６ 

５月４日 

（火） 

(有)高森設備 

３５‐６１１０ 

日幸設備(株) 

３５‐５１７７ 

５月５日 

（水） 

(有)Ｋ＆Ｋフジタ 

３４‐３７５５ 

(有)本島土建 

３５‐２７７８ 

▼問い合わせ先 環境水道課 上下水道係 

電話３５‐９４０９ 

 

 

 

 

 

システムのメンテナンス作業のため、コンビニ交付

サービスの運用を停止します。 

▼停止日時 ５月１日（土）～５月５日（水）終日 

▼再開予定時間 ５月６日（木）午前６時３０分～ 

▼問い合わせ先 健康福祉課 戸籍住民係  

電話３５‐９４１７ 

 

 
国土交通省中部地方整備局では、河川整備・河川利

用または河川環境などに関する地域の要望を十分に

把握し、地域との連携を進め、河川愛護思想の普及啓

発および河川の適正な維持管理に資するために、河川

愛護モニターをお願いしてご助言をいただいていま

す。モニターの任期満了に伴い、天竜川上流河川事務

所では新たなモニターを募集します。 

▼募集人員 １人 

▼募集区間 天竜川の明神橋(高森町・豊丘村・喬木

村)付近から南原橋(飯田市)付近までの

うち約３ｋｍ程度 

▼応募資格 次の両方の条件を満たす方  

①満２０歳以上の心身とも健康に自信のある方で、

河川に接する機会が多く河川愛護に関心をお持

ちの方 

②募集区間の近隣にお住まいの方 

▼応募期間 ５月１２日（水）まで 

▼応募方法 ①住所②氏名③電話番号④年齢⑤職業

⑥応募理由を記載したものを下記住所

へ郵送してください。 

▼応募・問い合わせ先 

国土交通省 天竜川上流河川事務所 管理課 

 〒３９９‐４１１４ 駒ヶ根市上穂南７‐１０ 

電話０２６５‐８１‐６４１４ 

 

 
 

いいだ成年後見支援センターは、さんとぴあ飯田２

階に移転しました。いいだ成年後見支援センターは、

飯田下伊那１４市町村を圏域とした成年後見制度に

関する専門相談機関で、成年後見制度・権利擁護に関

する相談、制度の普及啓発、申し立ての支援などを行

っています。ご利用の際は事前にご連絡をお願いしま

す。 

▼移転先 さんとぴあ飯田２階 

（飯田市東栄町３１０８‐１） 

▼問い合わせ先 いいだ成年後見支援センター 

電話０２６５‐５３‐３１８７ 

（平日 午前８時３０分～午後５時３０分） 

ＦＡＸ０２６５‐５３‐３１８３ 

 

 

 

 

 
 

 夜間窓口を午後７時まで開設します。 

各種証明発行などができます。 

★☽ ４月の夜間窓口は２６日 ☾★ 

固定資産税の縦覧と名寄帳の閲覧 

コンビニ交付サービス運用停止につい

て 

 

４月２９日～5月５日まで 

上下水道の異常は工事業者か当番店へ 

５月１日～５日まで 

住民票・戸籍謄本等証明書の 

コンビニ交付サービスは使えません 

河川愛護モニターの募集 

コンビニ交付サービス運用停止につい

て 

 

いいだ成年後見支援センターの移転 



 

★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。 

 

 
 

４月１日から始まった緑化推進特別強調期間に合わせて、健全な

森林づくりや緑豊かな環境づくりを推進するため、「緑の募金活動」

を実施します。趣旨にご賛同いただき、募金活動にご協力ください。 

▼募金期間 ～５月３１日（月）まで 

▼募金方法 

常会を 

通した 

募金 

各常会長から集金袋の回覧があります。ご賛同いただ

ける方は募金袋と緑の羽根（各戸 1本）をお取りくだ

さい。募金は募金袋に入れ、密封した状態で集金常会

等の際に常会長・隣組長まで納めてください。 
  

その他 

での 

募金 

募金期間中は、下記の窓口にそれぞれ募金箱を設置

します。個人で募金をする場合は、募金箱に設置し

てある緑の羽根をお取りいただき、募金を募金袋に

入れ、密封した状態で募金箱へお願いします。 
 

▼募金箱設置場所と受付時間 

○ 高森町役場 

 平日 午前８時３０分～午後５時１５分 

○ みなみ信州農業協同組合 高森支所 

 平日 午前９時～午後３時 

○ みなみ信州農業協同組合 山吹事業所 

 平日 午前９時～午後３時 

▼問い合わせ先 産業課 森林保全係 

電話３５‐９４０５ 

 

 
 

長野県南信州地域振興局と長野県農業大学校では、

農業に親しむ体験型研修を開きます。 

▼対象者 移住希望者、移住者、定年退職者など田舎

暮らしや農ある暮らしに興味がある方 

▼日程と内容（各回午後１時～４時頃） 

○第１回 ５月２８日（金）夏野菜の植付け、種まき 

○第２回 ８月２７日（金）夏野菜の収穫、 

秋野菜の植付け、種まき 

○第３回 １１月５日（金）秋野菜の収穫、農産加工体験 

○管理作業 参加可能なタイミングで週１回程度 

▼会 場 長野県南信農業試験場（高森町下市田２４７６） 

▼募集人員 １５人程度 

▼参加費用 １，０００円／各回（受講料、研修雑費等） 

▲！ 宿泊場所は自己手配、宿泊費、交通費、食費は各自実費となります。 

▼申込方法 電話、ＦＡＸ、Ｅメールなどでお問い合

わせください。受講申込書を送付します

ので①住所②氏名③電話番号④年齢⑤

職業⑥応募理由をご記入の上、事務局ま

でお送りください。 

▲！ 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拡大防止の

ため中止となる場合があります。 

▼申し込み・問い合わせ先 

長野県 南信州地域振興局 農業農村支援センター 

 〒３９５‐００３４ 飯田市追手町２‐６７８ 

 長野県飯田合同庁舎 

電話０２６５‐５３‐０４１３ 

ＦＡＸ０２６５‐５３‐１６２９ 

Ｅメール minami-nosei@pref.nagano.lg.jp 

 

 

 町の各種補助事業をご活用ください。 
 

高森町支障木伐採除去事業  

地域で困っている支障木・危険木の伐採処分費を補助します。 

▼補助額 対象経費の 3 分の 1（上限 5 万円） 

▼条 件  

○町内にある樹木で通行の妨げになる、またはなる恐れがあるもの 

○町内にある樹木で他人の財産に直接被害を及ぼす、またはその恐れがあるもの 

○区長または地区長の承認 
  

高森町内で行う竹林整備事業  

伐採・処分または集積までの全てを、自ら（個人・地域

など）もしくは業者委託して行う竹林伐採を補助します。 
  

区分 補助額 

自
ら
行
う 

伐採 

処分 
１㎡あたり４００円（上限４０万円＝１，０００㎡） 

伐採 

集積 
１㎡あたり２００円（上限２０万円＝１，０００㎡） 

  

業
者
委
託 

伐採 

処分 
対象経費の３分の２（上限３０万円） 

伐採 

集積  
対象経費の３分の２（上限１５万円） 

 
 

▼条件 

○整備後５年間は整備後の状態を維持管理できること 

○区長または地区長の承認 

▲！ 自らが行う竹林整備への補助は高森町活気アップ商品券となります。 

▲！ 竹林伐採後の刈払などに対する補助もあります。（２年目以降） 
  

高森町里山景観整備促進事業  

景観を阻害している雑草木などの刈払いとその整理を、自ら（個

人・地域など）もしくは業者委託して行う景観整備を補助します。 
  

区分 補助額 

自ら行う １㎡あたり５０円（上限１０万円＝２，０００㎡） 

業者委託 対象経費の３分の２（上限１０万円） 
  

▼条件  

○整備後の状態を維持管理できること 

○整備することで景観がよくなる場所であること 
  

▲！ 公道沿いなどの景観整備を対象とし、山奥などは対象外です。 

▲！ 自ら行う景観整備への補助は高森町活気アップ商品券となります。 
  

高森町有害鳥獣被害対策事業  

農業生産を目的とする個人または共同で、有害鳥獣の農地への侵入を

防止するため電気柵や防護柵を設置する経費（資材費）を補助します。 
  

区分 補助額 

個人設置 資材費の２分の１（上限２０万円） 

共同設置 資材費の２分の１（上限６０万円） 
  

大型捕獲檻の設置、新規狩猟免許取得者などに対

する補助もあります。 
  

 
 

▼受付期限 各事業 令和４年２月末日 

▼そ の 他 詳しい内容や申請方法は、下記までお問

い合わせください。 

▼問い合わせ先 産業課森林保全係 

電話３５‐９４０５ 

緑の募金活動 

農ある暮らし入門研修参加者を募集 

森林整備・有害鳥獣対策に関する各種補助 



 

 

NO、３２３     ５ 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 
４日，１１日 

１８日，２５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 ７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 １７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 

カラオケクラブ 

音和の会 
８日 福祉センター 午前１１時～ カラオケを楽しむ 

高森コーラス １３日，２７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 
５日，１２日 

１９日，２６日 
中央公民館 午後１時３０分～ 詩吟を楽しむ 

手まりの会 １４日，２８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 
１３日 

２７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 
４日，１１日 

１８日,２５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 

・ウクレレ サークル 
１１日，２５日 中央公民館 午後４時～ 

アコーディオンとウクレレの基本練

習と歌の伴奏練習 

やさしい 

ヨガ サークル 

１日，８日 

２２日，２９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 １２日，２６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 
７日,１４日 

２１日，２８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～ 


