
 

★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。 

 

 

 

 
 

 

 
地域の皆さん、ボランティアの皆さんと学校職員と

一緒に「高森町の子どもを地域で育てる」ため、どう

協働していくか、一緒に考えてみませんか。事前の申

し込みは不要です。 

▼日 時 ７月２９日（木） 

午前１０時３０分～午後３時３０分 

▼会 場 高森中学校体育館 

▼内 容 ２部制 

○第１部 基調講演 午前１０時３０分～正午  

 ・演題 「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０における地域学校

協働活動の在り方」 

 ・講師 早坂 淳さん（長野大学教授） 

○第２部 パネルディスカッション 

午後１時３０分～３時３０分 

 ・テーマ「高森町の子どもを地域で育てる」 

 ・全体司会 荒井 英治郎さん（信州大学准教授） 

 ・パネリスト 

  ▶長野大学教授 早坂 淳さん 

  ▶高森町教育委員 湯澤 正農夫さん 

  ▶ＣＳボランティア代表 北原 洋子さん 

  ▶高森中学校長 上澤 浩さん 

  ▶高森町ＣＳ統括ディレクター 高野 正延さん 

▼参集者 地域の皆さん、ＣＳボランティアの皆さん 

三校学校職員、教育委員 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 

電話３５‐９４１６ 

 

 

 
新館１階の展示室・特別収蔵庫、旧館１階の展示室

と収蔵庫のくん蒸作業を下記の日程で行います。安全

に万全を期すため、作業中は新館・旧館の駐車場をは

じめ資料館周辺を立ち入り禁止とします。この期間は

休館となります。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。 

▼作業期間 ８月２日（月）～８月７日（土） 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５‐７０８３ 

 

 
「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。 

▼日時 ８月１７日（火） 

午後１時３０分～午後４時００分 

▼会場 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 

 

 

 

 
 

 

 
町の１０年間の方向性をまとめた「まちづくりプラ

ン」の令和２年度の実績を、有識者が公開で評価しま

す。会場や放送でご覧いただくことができます。 

▼日時 ８月３日（火） 

午前１０時００分～午後４時４０分 

▼会場 福祉センター２階 大ホール 

▼内容 令和２年度を終えての施策（分野）評価。 

１８施策中の６施策（予定） 

評価対象の施策は決定次第、ホームページで

お知らせします。 

▼視聴方法 会場、町ケーブルテレビ、町公式Ｙｏｕ

Ｔｕｂｅチャンネルでの生放送 

▼問い合わせ先 総務課 企画振興係 

電話３５‐９４０２ 

 

 
８月１日は「水の日」、８月１日～７日は「水の週

間」です。今年は水道資材を初めて展示します。地中

に埋設されている水道管にどのような資材が使われ

ているのか、普段は目にすることのない水道本管をぜ

ひご覧ください。 

▼日時 ７月３０日（金）～８月９日（月） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

    (９日は午後３時００分まで) 

▼会場 高森町中央公民館 ロビー 

▼問い合わせ先 環境水道課 上下水道係 

電話３５‐９４０９ 

 

 

 
果物・野菜狩りの予約受付Ｗｅｂサイトを開設しま

した。このサイトに掲載する収穫体験の情報を募集し

ています。この機会に、Ｗｅｂサイトからの予約受付

を検討されてはいかがでしょうか。 

 詳細は、お気軽にお問い合わせください。 

▼対象者 町内で果物・野菜狩りを行っている方 

▼登録料 無料 

▼予約サイト 予約管理システム

『ＲＥＳＥＲＶＡ

（レゼルバ）』を利

用しています。 

予約サイトは右の

２次元コードからご参照ください。 

▲！ 予約管理は「営農支援センターゆうき」が行って

います。 

▼問い合わせ先  

産業課 農業振興係   電話３５‐９４０５ 

営農支援センターゆうき 電話３５‐３０４４ 

 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和３年７月１６日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 
まちづくりプラン 公開評価をご覧ください 高森町教育シンポジウムを開催 

行政相談をご利用ください 

高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

館内くん蒸作業に伴う臨時休館 「果物・野菜狩り」の園主の皆さまへ 

Ｗｅｂサイトから予約を受け付けませんか？ 

「水道資材」を展示 



 

★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 時 ８月２１日（土）午前７時～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」さま北側の道から

「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 

各収集品目の詳細はごみ収集カレンダーまたはご

み分別アプリ「さんあ～る」をご確認ください。 

１．小型家電 家庭で不要になった家電製品 
  

料金 無料 
  

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。 
  

宅配便を 

活用した 

小型家電回収 

高森町協定締結事業者のリネッ

トジャパンリサイクル（株）へお

申し込みください。 

▲！ 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、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。 

▲！ 係員が車から降ろします。すぐに降ろせるようにご準備ください。 

２．粗大ごみ 指定収集袋に入らない物など 
  

料金 
品目、大きさにより算定。 

収集会場で現金で支払い。 
  

★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

「粗大ごみ」としても収集します。 

▲！ 当日お越しいただけない方は、町内の一般廃棄物

収集業者へ直接ご相談ください。 

 ○(有)加藤産業 電話３５‐５３０４ 

 ○しなの環境サービス(有) 電話３５‐７８７２ 

▼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。 

▲！ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
ごみ処理施設や廃棄物の再資源化を行う施設を見

学し、身近なごみ問題を見つめ直して環境に優しいラ

イフスタイルを考えてみませんか。参加費は無料で、

事前に申込が必要です。 

▼日 時 ８月１１日（水） 

午後０時４５分～５時１０分 

▼見学場所及び日程 

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）、筆記用具 

▼定 員 先着２０人 

▼申込方法 次のいずれかの方法でお申し込みください。 

①環境水道課環境係へ電話で申し込み 

②右の２次元コードから申込フォー

ムを起動しＷＥＢで申し込み 

▼申込期限 ８月４日（水） 

▼その他 

▲！ ７月２７日（火）開催のツアーと同様の内容です。 

▲！ 新型コロナウイルス感染防止のためマスクを着用

の上、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 

 

 
▼ごみ収集・リサイクルステーション 

お盆中も通常どおり収集します。 
 

▲！ 資源埋立ごみ収集 吉田区収集日 

８月１５日（日） 
 

▼稲葉クリーンセンター 通常どおり稼働します。 
 

 

▼し尿のくみ取り 
 

 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

 電話３５‐９４０９ 

 

月～金 ※直接搬入 

午前８時３０分～ 

１１時３０分 

午後１時００分～ 

４時３０分 

対応可能業者 休業日 

㈱南信サービス豊丘支店 

電話３５‐２４１２ ８月１３日（金） 

 ～１５日（日） 北部衛生㈲ 

電話３５‐２７０６  

 
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。 

★☽ ７月の夜間窓口は２６日 ☾★ 

小型家電・粗大ごみの収集 

 

お盆中のごみ収集・し尿のくみ取り 

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 



 

★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。 

 

 

 
夜間に虫たちが奏でる声に耳を傾けながら歩いて

みませんか。参加費は無料で、事前に申込が必要です。 

▼日 時 ８月２７日（金）午後７時～９時 

▲！ 雨天の場合は翌日へ延期します。 

▼集合場所 出砂原交差点駐車場 

▼観察場所 吉田 竜西線沿い 

▼対 象 どなたでも 

▲！ 小学生以下は保護者が同伴してください。 

▼内 容 

○虫の声を聴きながら観察場所を歩きます。 

（約３ｋｍ） 

○講師が虫の鳴き声の聞き分け方法などを解説します。 

▼講 師 小林 正明さん 

（『高森町の動植物』調査員） 

▼持 ち 物 懐中電灯、飲み物、虫よけ 

▼服 装 歩きやすい靴 

▼定 員 先着２０人 

▼申込方法 次のいずれかの方法でお申し込みください。 

①環境水道課環境係へ電話で申し込み 

②右の２次元コードから申込フォーム

を起動しＷＥＢで申し込み 

▼申込期限 ８月２３日（月） 

▼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 

 

 

 
長野県では、高齢者の孤立死等を防ぎ、誰もが住み

慣れた地域で安心して暮らすことができる地域づく

りを推進するため、「長野県地域見守り活動に関する

協定」を結び、事業活動を通じてひとり暮らしの高齢

者等の見守りを行っていただける事業者を募集して

います。 

 協定締結事業者様は、通常の業務を通じて異変を察

知した場合に、業務に支障のない範囲で市町村窓口に

状況を連絡していただきます。連絡を受けた市町村は、

民生委員・児童委員や警察等と連携し、速やかに安否

を確認します。 

▼問い合わせ先 長野県 地域福祉課 地域支援係 

電話０２６‐２３５‐７１１４ 

Ｅメール chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp  

【参考】長野県ホームページ 長野県地域見守り活動 

（しあわせ信州見守り活動）  ▶▶▶ 

https://www.pref.nagano.lg.jp

/chiiki-fukushi/kenko/fukushi/

fukushi/mimamori.html 

 

 

 
 

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 農業振興係 

電話３５‐９４０５ 

 

 

 
 

令和３年度消防職員採用試験を行います。 

▼採用職種 消防職員 

 ○一 般（大卒程度）  ○高校生（高卒程度） 

▼採用予定人数 若干人 

▼受験資格  

○一 般 

平成９年４月２日～平成１４年４月１日までの

出生者 

○高校生 

平成１４年４月２日～平成１６年４月１日まで

の出生者 

▼試 験 日 ９月１９日（日） 

▼場 所 飯田広域消防本部 ３階 大会議室 

▼試験内容 

○第１次試験 

教養試験・適性試験・作文試験 

○第２次試験 

面接・性格検査・体力測定・健康診断 

▲！ ２次試験は１次試験合格者を対象に実施します。 

▼申込期間 ８月２日（月）～８月２７日（金） 

▼そ の 他 

実施要綱と受験申込書は飯田広域消防本部総務課

や各消防署で配布する他、飯田広域消防本部のホーム

ページからダウンロードできます。 

郵送で申込書の請求をする場合は、あて先（住所・

氏名）を明記し、１４０円切手を貼った角型２号封筒

を送付してください。 

○飯田広域消防本部ホームページ

（http://119.minami.nagano.jp） 

▼申 込 先 〒３９５‐８５３３ 

長野県飯田市東栄町３３４５番地 

      飯田広域消防本部 総務課職員係 

▼申し込み・問い合わせ先 

南信州広域連合飯田広域消防本部 総務課職員係 

電話０２６５‐２３‐６０００ 

南信州広域連合飯田広域消防本部 

消防職員を募集 

たかもり生きものしらべ 

「夜の虫の声を聴く会」参加者を募集 

しあわせ信州見守り活動 

協力事業者を募集 

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 



 

 

NO、３２６     ８ 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 
３日,１０日 

１７日,２４日,３１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 ２０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 

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 １０日,２４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 
１４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 
５日,１２日 

２６日 

福祉センター 

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 
４日,２５日 

１１日,１８日 

中央公民館 

福祉センター 
午後１時～ 詩吟を楽しむ 

手まりの会 ２７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 １２日，２６日 福祉センター 午前１０時～ 健康な体づくり 

真向法 
３日,１０日 

２４日,３１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 

１０日 

２４日 

福祉センター 

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 
８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 ４日,２５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 ６日,２０日,２７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～ 


