
 

★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。 

 

 

 

 

 

 

 

 
検診（健診）を行います。お申込みいただいた方は、

先にお送りした通知をご確認の上、受診してください。

また、これからのお申し込みも可能です。ご希望の方

は、健康福祉課健康係までお問い合わせください。 

▼対 象 者 高森町に住民票があり、令和４年３月３

１日時点で４０才以上の方 

▼持 ち 物 

①検査料金５００円（６４歳以下の方） 

▲！ ６５歳以上の方は無料です。 

②健康手帳(お持ちの方)  

▼服 装 金具・プラスチックが付いていない肌着

またはＴシャツ 

▼注意事項  

▲！ 今年度、職場健診や医療機関等で胸部の検査を受

けた方、受ける予定の方は受けられません。 

▲！ 昨年度は、ヘルススクリーニング・特定健診時に

も肺がん検診・結核健診を実施しましたが、今年

度は下記の日程のみで実施します。希望される場

合は、必ず下記の日程で受診してください。 

▼実施日・会場・実施時間 

 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信州たかもり温泉「御大の館」の日帰り温泉とレス

トランの営業を、７月２日から再開します。 

▼営業再開日 ７月２日（金） 

▼営 業 時 間 午前１０時００分～午後９時３０分 

（受付終了 午後８時３０分） 

▼休 館 日 毎週火曜日 

▼入 浴 料 金 以下のとおり改定となります。 
 

○大人（中学生以上） ６５０円（町民 ５００円） 

○子ども（小学生）  ３００円（町民 ２５０円） 
 

▼未使用の「回数券」「ご湯待券」の扱い 

ご購入いただいた未使用の「回数券」「ご湯待券」

は、令和４年６月まで今までどおり利用できます。 

やむを得ず、換金をご希望される方は６月３０日

（水）まで役場産業課の窓口で換金を行います。事前

に役場産業課までお問い合わせください。 

▼プレオープン 

 日帰り温泉のみ営業します。高森町民の入浴料は無料です。 

○日時 ７月１日（木）午前１０時～午後６時 

（最終入館午後５時３０分） 

▼オープニングイベント 

 ○期間 ７月２日（金）の１日限定 

 ○内容 ご入浴の方にドリンク１杯サービス 
 

 ○期間 ７月２日（金）～４日（日）の３日間 

 ○内容 ご入浴の方にはオリジナルタオルをプレ

ゼント 
 

 ○期間 ７月２日（金）～８日（木）の７日間 

 ○内容 入浴料の割引 

町内外問わずどなたでも従来料金（大人５００円、

子ども２５０円）で入浴ができます。 

▲！ いずれも混雑状況により入場を制限する場合があります。 

▼その他 

湯ヶ洞は引き続き休業します。営業の再開について

は、今しばらくお待ちください。 

▼問い合わせ先 

 再開前▶産業課 商工観光係 電話３５‐９４０６ 

 再開後▶御大の館      電話３５‐８２７０ 

 

 

 
令和２年発行の「福祉入湯券」と「介護者等リフレ

ッシュ入湯券」の、使用期限を延長します。 

▼使用期限 

（変更前）令和３年５月３１日（月） 

（変更後）令和３年１２月末日まで 

▲！ 令和３年度の「福祉入湯券」と「介護者等リフレ

ッシュ入湯券」は７月中に発送予定です。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 高齢者係 

電話３５‐９４１２ 

実施日 会場 実施時間 

６月２８日 

（月） 

龍の里会館 午前９時００分～９時３０分 

山吹区事務所 午前９時５０分～１１時３０分 

上平地区館 白髭の杜 午後１時３０分～２時２０分 

新田地区館 午後２時４０分～３時１０分 

山吹上生活改善センター 午後３時３０分～４時３０分 

６月２９日 

（火） 

吉田南地区館 午前９時００分～１０時００分 

出砂原地区館 午前１０時２０分～１１時３０分 

下２(パーシモン)会館 午後１時３０分～２時４０分 

積善会館 午後３時００分～午後４時２０分 

６月３０日 

（水） 

山吹中生活改善センター 午前９時００分～９時２５分 

出原区民会館 午前９時４５分～１０時１０分 

大島山区民会館 午前１０時３０分～１１時１０分 

牛牧伝承館 午後１時３０分～２時５０分 

原町陣屋区民会館 午後３時１０分～４時２０分 

７月１日 

（木） 

下５会館 午前９時００分～９時５０分 

下市田区民会館 午前１０時１０分～１１時３０分 

福祉センター 午後１時３０分～２時２０分 

７月２日 

（金） 
吉田区民会館 午前９時００分～１１時１０分 

 
高森町役場総務課 
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お知らせ版 
肺がん検診・結核健診（胸部レントゲン検査） 

を受診しましょう 

 

 
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。 

★☽ ６月の夜間窓口は２５日 ☾★ 

御大の館 営業を再開します 

福祉入湯券と介護者等リフレッシュ入湯券 

使用期限を延長します 



 

★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。 

 

 

 
７月１日から町営水道の開閉栓・使用者変更の申し

込みが、パソコンやスマートフォンを使ってオンライ

ンでできるようになります。 

▼申込受付開始 ７月１日（木） 

▼申込方法 町ホームページまたは左の２次元コー

ドをスマートフォンなどで読み取り、申

込フォームを開いて必要事項をご入力

ください。 

 

▲！ 開閉栓希望の５日前までにお申し込みください。 

▼問い合わせ先 環境水道課 料金経理係 

電話３５‐９４０９ 

 

 

 
資料館「時の駅」では、第１回「時の駅講座」を開

きます。寛保２（１７４２）年の「戌の満水」を中心

に、千曲川と天竜川の水害を検証し、防災・減災のた

めの教訓を学びます。事前の申し込みは不要です。 

▼日時 ７月３日（土）午後１時３０分～３時００分 

▼会場 福祉センター大ホール 

▼講師 青木 隆幸さん 

（飯田市美術博物館専門研究員 ） 

▼演題 「洪水史に学ぶ～近世の洪水を題材に～」 

▼受講料 ２００円（本講座のみ） 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５‐７０８３ 

 

 
国民の生活時間の配分および自由時間の主な活動

を調査し、国民の社会生活の実態を明らかにする社会

生活基本調査の調査員を募集します。 

▼募集人員・調査地区 １人・出原（北里、共栄） 

▼任命期間 ８月～１１月（予定） 

▼事務内容 調査員説明会出席、調査名簿等作成、 

調査票の配布・回収・点検・提出など 

▼報 酬 １調査区３９，９６０円＋交通費など 

▲！ 調査終了後に県から支払われます。 

▼応募要件 次の全てを満たす方 

１．原則として年齢が満２０歳以上の方 

２．警察、税務、選挙に直接関係のない方 

３．秘密保持や調査員業務に責任を持てる方 

４．暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない方 

▼応募期限 ７月１６日（金） 

▼応募方法 電話または窓口でお申し込みください。 

▼応募・問い合わせ先 総務課 企画振興係 

電話３５‐９４０２ 

 

 

 

 

 

 
 川に入り水生生物を捕まえ、水環境・自然環境を守

ることの大切さを改めて考えてみませんか。 

親子でぜひご参加ください。 

▼日 時 ７月１８日（日） 

午後１時３０分～４時３０分 

▼集合場所 役場正面玄関前 午後１時３０分 

      観察場所までバスで移動します。 

▼観察場所 大島川…大島山 上段道路４００ｍ上流 

吉 田 天竜川合流点 

▼講 師 中村 貴俊さん（かわらんべスタッフ） 

▼服装など 水にぬれても良い服装、川に入れる靴

（脱げやすいサンダルは不可）、帽子 

▼持 ち 物 水筒（飲み物）、タオル、バケツ、虫よ

け、必要な人は着替え 

▼定 員 先着２０人  

▲！ 小学校３年生以下のお子さんは保護者同伴でご参

加ください。 

▼参加費 無料 

▼申込方法 方法① 環境水道課環境係へ電話で 

申し込み 

方法② 左の２次元コードをスマート

フォンなどで読み取り、申込フ

ォームを開いて必要事項をご

入力ください。 

▼申込期限 ７月１３日（火）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防止のため、マスクを着

用の上、ご参加ください。 

▲！ 当日発熱などの風邪の症状がある場合は、参加を

ご遠慮ください。 

▼申し込み・問い合わせ先 環境水道課 環境係 

 電話３５‐９４０９ 

 

 

 
再生可能エネルギーである太陽光発電の利用拡大

に向け、脱炭素社会シナリオの設定や概算費用、採算

性等を検証するため、町内の一般家庭を対象に「設置

可能性調査」を実施します。太陽光発電設備の設置を

検討中で調査にご協力いただける世帯を募集します。 

▼調 査 内 容 

○簡易な屋根耐荷重調査 

○エネルギー使用状況調査 

（電気の契約種別・電圧種別・電気使用量、料金） 

○パネル設置時の費用試算、採算性、設置容量、発

電効率等の調査 

▼募集世帯数 １０軒程度 

▼応 募 方 法 町ホームページまたは環境水道課窓口で

配布する申込書でお申し込みください。 

▼応 募 期 限 ６月３０日（水） 

▼応募・問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

第１回「時の駅」講座 

「洪水史に学ぶ～近世の洪水を題材に～」 

町営水道の開閉栓・使用者変更の申し込み 

オンラインでできるようになります 

たかもり生きものしらべ 

「水生生物観察会」参加者を募集 

太陽光発電設置可能性調査 

協力世帯を募集 

  町議会議員選挙 
 

７月１１日（日）は町議会議

員選挙の投票日です。 

社会生活基本調査 調査員を募集 



 

★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。 

 

 
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、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 ７月２７日（火）午後０時４５分～５時１０分 

▼見学場所および日程 

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 先着２０人 

▼参 加 費 無料 

▼申込期限 ７月２０日（火） 

 電話で氏名、ご連絡先をお伝えください。 

 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防止のため、マスクを着

用の上、ご参加ください。 

▲！ 当日発熱などの風邪の症状がある場合は、参加を

ご遠慮ください。 

▼申し込み・問い合わせ先 環境水道課 環境係 

 電話３５‐９４０９ 

 

 
女性に対する暴力や離婚に関する諸問題、職場にお

ける差別など、女性の権利一般に関することについて、

女性弁護士が適切なアドバイスを行います。お気軽に

ご相談ください。 

▼日時 ６月２５日（金）午後１時～４時 

▼内容 女性の権利全般についての電話による無料法律電話相談 

▲！ 通話料は相談者負担です。 

▼専用電話番号 ０２６－２１７－８４７７ 

０２６３－３５－８５０１ 

▼問い合わせ先 あい法律事務所（弁護士 李栄愛） 

電 話０２６３－８８－５５１５ 

ＦＡＸ０２６３－３５－８５０１ 

 

 

 
今年度４月～５月にかけて実施しました「緑の募金」

には、多くの町民の皆さまにご理解とご協力をいただき

誠にありがとうございました。 

募金額は５1 万１，２０４円となり、全額を飯伊地区

緑の募金委員会に送金いたしましたのでご報告します。 

緑の募金は小学校１年生への苗木の配布、植樹祭事業

やみどりの少年団の育成等に活用されます。また、公共

施設や学校施設の緑化事業等にも活用されています。 

▼問い合わせ先 産業課 森林保全係 

電話３５‐９４０５ 

 

 
７月１７日（土）開催予定の「巨大人形モッコ」東

京公演応援ツアーを計画してきましたが、新型コロナ

ウイルスの感染状況を考慮し、催行を中止することと

しました。楽しみにされていた皆様には申し訳ござい

ませんが、ご理解いただきますようお願いします。 

なお、東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会組織委員会のホー

ムページでは、同東京公演の参加申

し込みを受け付けています。詳しく

は右の２次元コードをスマートフォ

ンなどで読み取り、ご確認ください。 

▼問い合わせ先 産業課 

電話３５‐９４０５ 

 

 
７月は「社会を明るくする運動」の強調月間です。社

会を明るくする運動は、全ての国民が、犯罪や非行の防

止と罪を犯した人たちの更正について理解を深め、それ

ぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安

全・安心な地域社会を築こうとする全国的な運動です。 

▼高森町の取り組み 

毎年「あいさつ」に重点を置き、７月１日の「更生保

護の日」に、小中学校、保育園で子どもたちへの声掛け

運動などを行っています。 

町全体で心のこもった明るいあいさつを交わし合い、

犯罪や非行が起きにくく、災害のときに支え合える明る

い社会が築けるよう、皆さんのご協力をお願いします。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 福祉係 

電話３５‐９４１２ 

 

 
 長野県飯田技術専門校では、オープンキャンパスを

開催します。参加をご希望の方は開催日の前日までに

お申し込みください。 

▼日時 ７月１７日（土）、８月２１日（土） 

    両日ともに午後１時３０分～３時３０分 

▼会場 飯田技術専門校 

（飯田市松尾明７５０８－３） 

▼内容 ○飯田技術専門校の紹介 

○令和４年度訓練生募集の案内 

○キャンパス見学 

○各科体験実習（希望者） 

▶自動車整備科 模擬授業 

▶木造建築 科 ものづくり体験 

▼その他 

▲！ 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。 

▲！ 当日発熱などの風邪の症状がある場合は、参加を

ご遠慮ください。 

▼問い合わせ先 飯田技術専門校 

電 話０２６５‐２２‐１０６７ 

ＦＡＸ０２６５‐２２‐４０１５ 

Ｅメール iidagisen@pref.nagano.lg.jp 

女性の権利１１０番（無料電話相談） 

環境施設見学会「たかもりごみ減量エコバスツアー」 

参加者を募集 

「緑の募金」へのご協力 

ありがとうございました 

飯田技術専門校 オープンキャンパス 

７月は「社会を明るくする運動」強調月間 

巨大人形モッコ 応援の旅は中止します 



 

 

NO、３２５     ７ 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 ２日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

牛牧短歌会 １４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 １２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 １３日,２７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 
２５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 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１０時～ 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 

アコーディオン 

・ウクレレ サークル 
１３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 

１０日,１７日 

２４日,３１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,１４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。 

◎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～ 


