
 

★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。 

 

 

 

 
 
 

 

 
柿の里ＳＣでは、今年度の柿の里ウォーキングを開

催します。皆さまのご参加をお待ちしています。 

▼日 時  １１月３日（祝・水） 

午前８時３０分～正午  

受付開始：午前８時００分～ 

▼受 付  町民研修センター 森の家  

▼コース  森の家⇒隣政寺⇒山道⇒戒壇不動堂⇒ 

森の家（約３ｋｍ） 

▼参加費  無料 

▼その他  小雨決行 

▲！ 中止の場合は個別に連絡します 

▼申込方法 教育委員会事務局にある申込用紙に必 

要事項を記入し提出してください。 

▼申込期限 １０月２７日（水）まで 

▼申し込み・問い合わせ先 

教育委員会事務局 社会教育係 

電話３５‐９４１６ 

 

 

 
 

 

資料館「時の駅」では、第３回「時の駅」講座を開

催します。多くの皆さまのご聴講をお待ちしています。

事前の申し込みは不要です。 

▼日 時 １１月６日（土）午後１時３０分～３時００分 

▼会 場 高森町福祉センター２階 大ホール 

▼講 師 高森町史学会長 鈴木 信孝さん 

▼演 題 「高森町の秋葉信仰と片桐源栄の秋葉山詣」 

▼受講料 ２００円 

▼その他 

▲！ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、体調に

不安のある方は来場をご遠慮ください。 

▲！ マスクの着用と手指の消毒をお願いします。 

▼問い合わせ先 

高森町歴史民俗資料館「時の駅」 電話３５‐７０８３ 

教育委員会事務局          電話３５‐９４１６ 

 

 
 

新和田トンネル有料道路が令和４年４月１日午前

０時から無料で通行可能となります。今後、「回数通

行券」・「時間帯割引回数通行券」をご購入いただく際

は、上記の料金徴収期間の満了日を踏まえ計画的にお

買い求めください。 

▼参考 長野県道路公社ホームページＵＲＬ 

http://www.ndoro.or.jp/ 

▼問い合わせ先 長野県道路公社本社 

電話０２６‐２３４‐６８８３ 

 

 

 

 

 

 
 

今年で３８回目を迎える駅伝大会の参加チームを

募集します。皆さまのご参加をお待ちしています。 
 

日付 １１月２１日（日）▲！ 小雨決行 

時間 

午前 ８時３０分  受付開始 

午前 ９時２０分  開会式 

午前１０時００分  スタート 

会場 高森中学校グラウンド（周回コース） 

種別 

①小学生男子 ②小学生女子 

③中学生男子 ④中学生女子 

⑤一般男子  ⑥一般女子 

▲！ 分館および高校生は一般とします。 

チーム構成 ６人以上９人以下 

参加料 
小中学生チーム １，５００円 

それ以外    ３，０００円 

申込期限 １０月３１日（日）午後５時まで 

その他、留意事項などについては町ホ

ームページをご覧ください。右の２次元

コードからアクセスできます。 

▼問い合わせ先 高森町公民館 

電話３５-９４１６ 

 

 
 

令和３年度『信州発もったいないキャンペーン』 

 
長野県では、企業や家庭から「もったいない」食品

ロスをなくすため、１０月を「食品ロス削減月間」と

しています。また、日頃のお買い物の中で、購入して

すぐ食べる場合には商品棚の手前に置かれている商

品を選んでみませんか。 

町では、１０月の食品ロス削減月間に合わせてフー

ドドライブ統一キャンペーンを実施します。お家で眠

っている貴重な食品をロスしないために、寄贈にご協

力をお願いします。 

受付期限 １０月２９日（金）まで（土日を除く） 
  

受付時間 午前８時３０分～午後５時３０分 
  

受付場所 
高森町ボランティアセンター 

（３４‐３００１） 
  

募集内容 

お米（できれば玄米）缶詰 レト

ルト食品 カップ麺 お菓子 防

災品など 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

 電話３５‐９４０９ 

 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和３年１０月１８日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 
柿の里ウォーキング 参加者募集 

第３回「時の駅」講座 

「高森町の秋葉信仰と 

片桐源栄の秋葉山詣」 

高森町駅伝大会の参加チームを募集！ 

１０月は食品ロス削減月間です 

 

 
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。 

★☽１０月の夜間窓口は２５日 ☾★ 

「すぐ食べるなら手前からとってみる。」 

新和田トンネル有料道路が無料になります 



 

★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。 

 

 
資料館「時の駅」では、日々変わ

っていくふるさとの道、今残してお

かなければ消えてしまうかもしれ

ない道の姿を、残された資料や写真

で紹介します。ぜひ多くの町民の皆

さまのご来館をお待ちしています。 

▼期間 １１月２日（火）～ 

１２月１２日（日） 

▼時間 午前９時００分～午後４時３０分 

▼会場 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

新館１階町民ギャラリー～旧館２階 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５‐７０８３ 

 

 

 
１１月から高森町子育てアプリ「ここいく」は、新

機能が追加された新たなアプリ「高森  ここいく」

に変わります。現在「ここいく」をご利用中の方は、

新しいアプリの登録およびデータの移行をお願いし

ます。詳しくは、１１月の広報または１１月以降に学

校・保育園・あったかてらすなどで配布予定のチラ

シ・ポスターをご覧ください。 

▼「高森  ここいく」サービス開始日 

令和３年１１月１日（月） 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 こども支援係  

電話３５‐９４１６ 

 

 
 

骨髄移植は、「血液のがん」と呼ばれる白血病や血

液の難病に対して有効な治療法です。この骨髄移植が

成功するためには、患者さんと骨髄提供者との白血球

の型が一致することが条件です。多くの患者さんを救

うために、一人でも多くの方の骨髄バンクへの登録が

必要となります。骨髄バンクのドナー登録を希望され

る方は、事前に飯田保健福祉事務所に連絡をしていた

だきますようお願いします。 

▼問い合わせ先 飯田保健福祉事務所 

電話０２６５‐５３‐０４４４ 

 

 

 
町では、令和元年度から町内にある用水路の老朽状

況などの調査を実施しています。今年度は下記のとお

り調査を行うため、現地にて測量・現地踏査作業を行

います。作業時には名札を着けた測量業者が私有地へ

立ち入らせていただくこともありますが、ご理解とご

協力をよろしくお願いします。 

▼場 所 市田地区の主要用水路付近 

▼期 間 １０月下旬～１２月末 

▼委託先 長野県土地改良事業団体連合会 

▼問い合わせ先 建設課 建設係  

電話３５‐９４０７ 

 

 
▼日 時 １１月６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。 

▲！ ＬＥＤ照明も小型家電として出していただけるようになりました。 

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 

特別展「高森の道」 

１０月は骨髄バンク推奨月間です 

高森町子育てアプリ 

「ここいく」が変わります 

令和３年度「農業水利施設個別施設計画策定業務」 

に伴う現地の立ち入り 

小型家電・粗大ごみの収集 

 



 

★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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

町では、雨水タンクの有効性

や仕組みなどをまとめたパネル

を中央公民館ロビーに展示して

います。実物の雨水タンクをご

覧いただき、今後の設置に向け

たきっかけとしてください。 

展示に併せて、アンケートを実施しています。いた

だいた回答は、今後の設置推進の参考にするために活

用させていただきます。 

▼展示期間 １０月１８日（月）～１１月３０日（火） 

▲！ アンケートも同じ期間で実施しています。 

▼アンケート回答方法  

中央公民館ロビーにアンケート用紙と回収箱が

あります。ご記入いただき回収箱へ入れてください。 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 
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▲！ 受験資格等は条件により異なります。防衛省の自衛官募集、

自衛隊長野地方協力本部のホームページをご覧ください。 

▼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 

 
 
 

▲！ オレオレ詐欺 
息子や孫など親族になりすまし現金をだまし

とろうとする詐欺 

➤一旦電話を切り、すぐに家族などに相談しましょう。 

▲！ 還付金詐欺 
自治体などの職員を名乗り、保険料の払い戻し

をうたいＡＴＭへ誘導し現金を振り込ませる詐欺 

➤ＡＴＭでお金が返ってくることは絶対にありません。 

▲！ 架空料金請求詐欺 
身に覚えのない料金請求で電子マネーの購入

を求める詐欺 

➤事業者や裁判所が支払い名目で、コンビニなどで電

子マネーを購入させることは絶対にありません。 

▲！ 預貯金・キャッシュカード詐欺 
警察官などを名乗り、キャッシュカードをだま

し取り口座から現金を引き下ろす詐欺 

➤自治体、警察官、銀行職員が暗証番号を聞いたり、キャ

ッシュカードを預かりに来ることは絶対にありません。 

▼問い合わせ先 飯田警察署 

  電話０２６５‐２２‐０１１０ 

自衛官候補生  

▼資 格 １８歳以上３３歳未満の男女 

▼受付期間 通年 

▼試験期日 １１月１３日（土）、１２月１８日（土） 

陸上自衛隊高等工科学校生徒  
  

推 薦  

▼資 格 中学校卒業（見込み含む）の 17 歳未満

の男子で、中学校長が推薦できる方 

▼受付期間 １１月１日（月）～１２月３日（金） 

▼試験期日 令和４年１月８日（土）～１１日（火）

の指定する１日 

一 般  

▼資 格 中学校卒業（見込み含む）の１７歳未満の男子 

▼受付期間 １１月１日（月）～令和４年１月１４日（金） 

▼１次試験 令和４年１月２２日（土） 

提携する高校（通信制）の卒業資格取得が可能です。 

予備自衛官補  
  

一 般   

▼資 格 １８歳以上３４歳未満の男女 

▼受付期間 令和４年１月上旬～４月上旬 

▼試験期日 令和４年４月中旬 

技 能   

▼資 格 １８歳以上５５歳未満の男女（保有資

格により異なります） 

▼受付期間 令和４年１月上旬～４月上旬 

▼一次試験 令和４年４月中旬 

特殊詐欺にご注意ください！ 

令和３年度自衛官等採用案内 
 

親権者などが、子育てにおいて「しつけ」と称

してたたいたり、怒鳴ったりすることは、児童福

祉法の改正により禁止されています。イライラし

た時は一旦その場から離れる、深呼吸をするなど

対処しましょう。 

毎日の子育てで悩みを抱えていませんか。一人

で悩まないようにためらわずにご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

▼問い合わせ先 こども家庭総合支援室 

電話３５‐９４１０ 

虐待が心配される児童を発見した場合の連絡先 

☎１８９（全国共通ダイヤル）近くの児童相談所に

繋がります。 

～いつでも迷わずにご連絡ください～ 

１１月は児童虐待防止推進月間です 

中央公民館東側に 

雨水タンクを設置しました 

 

  投票に行きましょう！ 
10/31 
（日） 

衆
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▼投票日時 １０月３１日（日） 

午前７時～午後８時 

▼投票会場 

入場券に記載された投票所または 

共通投票所高森町民体育館 

▲！ 今回の選挙では次の投票所に変更となります。 

○第２投票所 高森町民体育館 

（変更前）ショッピングセンターパース 

○第３投票所 龍の里会館 

（変更前）MEGA ドン・キホーテ UNY 高森店 

当日投票ができない方は期日前投票を 

▼期日前投票期間 ～１０月３０日（土） 

▼投票会場 高森町民体育館 

午前８時３０分～午後８時００分 

▼問い合わせ先 高森町選挙管理委員会 

電話３５‐９４０４ 



 

 

NO、３２９    11 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 毎週火曜日 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 ５日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

牛牧短歌会 １０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 ２９日 中央公民館 午後１時～ 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 ３日 福祉センター 午後７時～ 健康体操 

オカリナ愛好会 ９日,２３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 
２８日 福祉センター 午前１１時～ カラオケを楽しむ 

詩吟クラブ 
３日,１０日 

１７日，２４日 
中央公民館 午後１時～ 詩吟を楽しむ 

手まりの会 １２日，２６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 
１１日 

２５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 ２日,２３日,３０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 
１４日,２８日 福祉センター 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 
６日,２０日,２７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 １７日,２４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 ５日,１９日,２６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～ 


