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５月１０日から受付を開始した５月２４日

～６月１３日接種分は定員に達しました 

 

６５歳以上の方を対象に５月１０日から開始し

た５月２４日～６月１３日までの１回目接種３週

間分（北部全体で４，０００回分）のワクチン接種

予約は、定員に達しました。 

今後、３週間ごとにおよそ３，０００～４，００

０回分の１回目接種予約を受け付け、６５歳以上の

希望者全員が７月末までに１回目の接種ができる

体制を整えています。今回ご予約が取れなかった方

は、次回以降のご予約をお願いします。 
  

次回以降の予約受付日程  

▼５月３１日（月）午前９時～ 

▼６月２１日（月）午前９時～ 

▼７月１２日（月）午前９時～ 

▲！ 今後の状況により変更となる場合があります。

変更が生じた場合は改めてお知らせします。 

キャンセル待ちの接種希望者を募集  

事情により予約がキャンセルになった場合、予約

者に代わり接種を希望される方を募集しています。 

▼対象者 接種券がお手元に届いている方で、まだ

予約が取れていない方 
  

お詫びとお願い  

ワクチン接種の予約につきましては、予約殺到に

伴い電話がつながらないなどのご不便をお掛けし

大変申し訳ございません。 

今後も、予約開始後しばらくの間は予約が集中

し、コールセンターに電話がつながりづらくなりま

す。電話回線数を増やす対応を行っていますが、つ

ながりづらい場合は時間を空けてかけ直すなど、落

ち着いた対応をお願いします。 

なお、次回の予約受付では、高森町にお住まいの

方を対象とした予約サポート窓口を設けます。イン

ターネット、電話での予約が困難な方はご利用くだ

さい。 
  

予約サポート窓口  

▼会 場 高森町福祉センター２階 大ホール 

▼開 設 日 ５月３１日（月） 

▼受付時間 午前１０時～午後３時 

▲！ 混雑状況により時間がかかる場合があります。

また、予約が定員に達した場合、予約はお取り

できませんのでご承知おきください。 
 

▼問い合わせ先 高森町コールセンター 

電話０２６５‐５４‐０７３９ 

０２６５‐５４‐０７４８ 

（午前９時～午後５時、土・日・祝日を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年４月採用予定の高森町職員（事務職）を募集します。 

▼採用職種 事務上級、事務中級 

▼募集人員 若干人（上級、中級合わせて） 

▼受験資格 

事務 

（上級） 

平成３年４月２日～平成１２年４月１日に生

まれた方で、大学卒業程度の学力を有する方 

事務 

（中級） 

平成３年４月２日～平成１４年４月１日までに

生まれた方で、短大卒業程度の学力を有する方 

▲！ 新型コロナウイルス感染症対策として、受験者の

方全員に事前の抗原検査受検をお願いします。 

▲！ 受験資格の詳細は、事前に必ず町ホームページま

たは下記問い合わせ先でご確認ください。 

▼受付期間 ５月２８日（金）～ 

６月１８日（金）午後５時１５分必着 

（郵送の場合は６月１８日当日消印有効） 

▼試験日・試験内容 

 試験日 試験内容 

１次 

試験 

７月４日 

（日） 

○筆記試験 ＳＰＩ３ 

（上級は大卒程度、中級は高卒程度） 

○集団面接 

２次 

試験 

８月 

上旬 
▲！ １次試験の合格者に別途通知します。 

○個別面接 

会場は高森町役場です。 

▼応募書類 ①受験申込書 ②エントリーシート 

 ③最終学校（卒業見込み）の学業成績証明書 

④最終学校の卒業証明書または卒業見込み証明書 

▲！ ①、②は町ホームページまたは総務課窓口で入手できます。 

▼その他 令和４年３月に高校卒業予定の方を対象

とした採用試験（事務職）を９月以降に実

施する予定です。詳細は、決まり次第改め

てお知らせします。 

▼問い合わせ先 総務課 行政係 

電話３５‐９４０２ 

 
 

 

 
 夏休みのふれあいスクールの利用を希望される場合は、

内容をご確認の上、ウェブページからお申し込みください。 

▼申込期限 ５月２８日（金）午後５時１５分 

▼面 接 初めてご利用の方は面接を行います。後

日、日程調整し実施します。 

▼申込方法 左の２次元コードを読み取ると、申請フ

ォームが起動します。紙での申請を希望

される場合は、町ホームページまたは教

育委員会事務局窓口で入手できます。 

 

▼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 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和３年 5月１8日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 
新型コロナウイルスワクチン接種情報 高森町職員（事務職）を募集 

夏休みのふれあいスクール（ふれあいクラブ）の 

利用申込はウェブで 



 

★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。 

 

 
 胃がん検診（バリウム検査）を行います。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で受診をしてください。 

検診のお申し込みをされていない方で受診を希望

される方は、健康福祉課健康係までご連絡ください。 

▼実施日と会場 

実施日 会場 

６月 ２日（水） 下市田区民会館 

６月 ３日（木） 福祉センター 

６月 ４日（金） 牛牧伝承館 

６月 ５日（土） 福祉センター 

６月 ７日（月） 山吹区事務所 

６月 ８日（火） 吉田区民会館 

６月 ９日（水） 福祉センター 

６月１０日（木） 下市田区民会館 

６月１１日（金） 龍の里会館 

◎受付時間 午前７時００分～８時３０分 

▲！ お一人おひとり会場と受付時間を振り分け

ていますので、通知をご確認ください。 

▼対象者 高森町に住民票があり、令和４年３月３１

日時点で４０～７４歳の方 

▼持ち物 ①がん検診受診票 ②検査料（１，５００円） 

③健康手帳（お持ちの方） 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 

 

 
町の奨学金の利用をご希望の方は、教育委員会事務

局までお申し込みください。 

▼貸与額・募集予定人員 

 

▼貸与対象者 

高校・専門学校・短大・大学に現在在学している学生 

※他の団体の奨学金等との併願も可能です。 

▼応募資格 次の条件を全て満たす方 

○経済的理由で就学困難と認められること。 

○保護者が高森町に居住していること。 

○保護者に町税等の滞納がないこと。 

▲！ 本人の学習成績等を審査し、貸与の可否を決定します。 

▼償還期間 原則、貸与期間の２倍の期間内（無利子） 

▲！ 疾病等の理由による償還期間延長や、猶予制度もあります。 

▼申込用紙の入手方法 

 町ホームページまたは教育委員会事務局窓口で入

手できます。 

▼申込期限 ６月２５日（金） 

▼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 

 

 

 
信州たかもり温泉の休館に伴い、令和２年度分の「福

祉入湯券」「介護者リフレッシュ入湯券」（令和３年５月

３１日期限）の利用期間を延長します。施設の再開後、

有線放送やお知らせ版などで延長期間をご案内します。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 高齢者係 

電話３５‐９４１２ 

 

 

 
 システムの年度更新作業のため、下記の日程でコン

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。 

▼停止期間 ５月３１日（月） 

▼利用再開 ６月 １日（火）午前６時３０分～（予定） 

▼問い合わせ先 健康福祉課 戸籍住民係 

電話３５‐９４１７ 

 

 

 
 令和４年４月に吉田地区に開園する「認定こども

園」の名称が決定しました。多くのご応募をありがと

うございました。 

▼名称 認定こども園「ぱどま」 

ぱどま（パドマ）は『蓮の花』を意味します。泥の池の中

でも美しく清らかに咲く蓮が色それぞれに輝いている様子

は、素直に朗らかに生きる子どもたちを象徴しています。 

▼選定理由 

（１）子どもたち一人ひとりが素晴らしい個性そのま

まに光り、それぞれの光が調和してお互いに輝

き合うことを願って。 

（２）吉田保育園の前身の名前にも由来することで、

現在の子育て世代だけでなく、地域の方々にも

親しんでもらえることを願って。 
 

この他、「にじいろ」「吉田ひかり」「あおぞら」「し

らゆり」（一部抜粋）などの、延べ４８点の候補から

法人理事会で選定しました。 

町内各所から多くの方に、子どもたちの健やかな成

長と未来への願いを届けていただきました。保護者の

皆さまや地域の方々とともに、のびやかに育つ子ども

の姿に寄り添いながら新たな歴史を刻んでいきます。 

▼問い合わせ先 吉田河原保育園 

電話３５‐６７７１ 

 

 
６月６日に開催を予定していた高森町消防団の操法大会は、

当地域での新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、中止す

ることとしました。また、飯伊操法大会も中止となりました。 

 操法大会は中止となりますが、町民の皆さまの生命・財産

を守るため、今後も新型コロナウイルス感染症対策に配慮し

ながら活動してまいります。ご理解と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 

区分 貸与月額 募集予定人員 

高等学校 １８，０００円 若干人 

大学 ３０，０００円 若干人 

年度末年齢４０～７４歳の方の胃がん検診

日程 

福祉入湯券と介護者リフレッシュ入湯券 

利用期間を延長 

町の奨学生を募集 

（福）白百合福祉会 認定こども園 

名称を「ぱどま」に決定 

５月３１日 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 

高森町消防団操法大会を中止 



 

★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。 

 

 

 
全町を対象に古着・古布を収集します。古着などは

主に工業用ウエスに加工し、リサイクルしています。 

▲！ 新型コロナウイルス感染防止のため、マスクを着

用の上、お越しください。 

▼日 時 ６月５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ください。 

○１袋の重さは１０kg 以内になるようにしてください。 

○「その他プラスチック専用袋」(赤プラ袋)も利用できます。 

 

 

 
 

▼収集できるもの 

「家庭ごみ分別の手引き」またはごみ分別アプリ

「さんあ～る」でご確認ください。 

▼収集できないもの 

○汚れ、破損が著しいもの 

➜ 燃やすごみ または  粗大ごみ へ 
 

燃やすごみ

に出す場合 

➜ 
毛布、布団類など大きなものは切断

して「燃やすごみ袋」に入れて出す 
  

➜ 
稲葉クリーンセンターに直接搬入 

（料金１ｋｇあたり１８０円） 
 

▼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。 

○収集場所、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午前６時に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。 

受入日：６月１日（火）、４日（金） 

会 場：リサイクルステーション(町民体育館下) 

時 間：両日とも午前９時～正午（時間厳守） 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

 

 
  

町民の皆さまに交通安全協会の会員会費の納入を

お願いしています。自治会に加入されている方は各自

治会内で集金させていただきます。加入していない方

は役場１階会計局で納入ができます。 

納めていただいた会費は、地域の交通安全啓発活動

や子どもと高齢者の事故防止等に活用させていただ

いています。皆さまのご理解とご協力をお願いします。 

▼対象者 

６月１日現在高森町に居住する運転免許証所有者 

▲！ 原付５０ｃｃ以上を含む 

▼金 額 １人につき２００円 

▼納入受付期限 ７月３０日（金） 

▼問い合わせ先 総務課 防災安全係 

電話３５‐９４０２ 

 

 
「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。 

▼相談日 ６月１５日（火）、８月１７日（火）、 

１０月１９日（火）、１２月２１日（火）、 

２月１５日（火） 

▼時 間 いずれも午後１時３０分～４時００分 

▼会 場 高森町福祉センター３階 中ホール 

▼問い合わせ先 総務課 行政係 

電話３５‐９４０２ 

 

 
 アレチウリ等特定外来生物は繁殖力が強く、河川敷

等を中心に町内へ広がります。地域固有の生態系や農

林業等をはじめ景観等へ影響を及ぼす恐れがあり、根

絶に向けた駆除活動が求められています。 

▲！ 新型コロナウイルス感染防止のため、マスクを着

用の上でご参加ください。 

▼日 時 ６月１９日（土）午前９時～１０時 

▼会 場 大島山 上段道路 鬼の手大橋下 

（天白公園西） 

▼日 程 ○午前９時００分 現地集合 

○午前９時０５分～９時３０分 研修 

○午前９時３０分～１０時００分 現地実習 

▼講 師 南信州地域振興局環境課 

▼持ち物 軍手、飲み物 

▼その他 悪天候の場合、研修会を中止します。中止

を決定したときは、午前８時に音声放送で

告知します。 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

 

 

 下記のとおり開催します。ご予約の上、ぜひお越しください。 

▼対象者と日時 

（１）３３歳未満の方（高校生を含む） 

○開催日 ６月の毎週土・日曜日 

○時 間 ①午前１０時～正午 ②午後１時～３時 

（２）高校生の保護者 

○開催日 ６月２６日（土）、６月２７日（日） 

７月１０日（土）、７月１１日（日） 

○時 間 ①午前１０時～正午 ②午後１時～３時 

▼会 場 自衛隊飯田出張所 

（飯田市大久保町２６３７－３） 

▼その他 

▲！ 新型コロナウイルス感染防止のため、予約制となりま

す。お電話などで事前にお申し込みください。 

▼申し込み・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 

０８０‐３７５３‐７５３６ 

古着・古布を収集 

！ 
中が見えない袋、堆肥袋、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。 

【訂正】広報高森５月号１８ページ「５月のイベント」につきまし

て、見出し上「～３０日（日）」とありますが正しくは「～２８日（金）」

です。お詫びして訂正します。 

アレチウリ等の駆除研修会 

自衛官等制度説明会を開催 

行政相談をご利用ください 

コンビニ交付サービス運用停止につい

て 

 

交通安全協会の活動にご協力を 



 

 

NO、３２４     ６ 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 
１日,８日,１５日, 

２２日,２９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 ４日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

牛牧短歌会 ９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 ２１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 福祉センター 午後７時～ 健康体操 

オカリナ愛好会 ６日,２２日 福祉センター 午後１時３０分～ オカリナを楽しもう 

カラオケクラブ音和の会 ６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 １０日,２４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 
２日,９日 

１６日,２３日 
中央公民館 午後１時３０分～ 詩吟を楽しむ 

手まりの会 １１日,２５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 １０日,２４日 中央公民館 午前１０時～ 健康な体づくり 

真向法 
１日,８日，１５日, 

２２日,２９日 
中央公民館 午後７時３０分～ 健康体操・老化防止 

アコーディオン 

・ウクレレ サークル 
６日,２２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 

１２日,１９日, 

２６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 ９日,１６日,２３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 ４日,１８日,２５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。 

◎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。 

各種証明発行など

ができます。 

★☽ ５月の 

夜間窓口は 

２５日 ☾★ 


