
 

★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。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 システムのメンテナンス作業によりコンビニ交付

サービスと庁舎内設置マイキオスクの運用を停止し

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。 

▼停止範囲 戸籍のみ 

（戸籍謄抄本、附票、本籍地交付） 

▼停止日時 １２月３日（金）午後６時～ 

１２月４日（土）午後６時まで 

▼利用再開 １２月４日（土）午後６時～ 

▼問い合わせ先 健康福祉課 戸籍住民係 

電話３５‐９４１７ 

 

 
「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。 

▼日時 １２月２１日（火） 

午後１時３０分～４時００分まで 

▼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 

 

 
 不用になった介護用ベ

ッドを無料でお譲りしま

す。消毒済みの標準マット

レスもあります。現物を確

認したい方は、事前にご連

絡ください。 

▼名 称 回転式手動ギャッチベッド 

▼仕 様 

○寸法 縦幅２ｍ１５ｃｍ×横幅９１．５ｃｍ 

○高さ （床からフレーム）４０ｃｍ 

    （フレームから柵上）４５ｃｍ 

▼台 数 ３０台 

▼申込期限 １１月３０日（火） 

▼そ の 他 

▲！ 運搬、搬送、組み立て、譲渡後の処分などは譲り

受ける方でご対応ください。 

▼申し込み・問い合わせ先 健康福祉課 高齢者係 

電話３５‐９４１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年４月採用予定の高森町職員（事務職）を追

加募集します。 

▼採用職種 事務上級（大学卒業程度） 

▼募集人員 若干人 

▼受験資格 平成４年４月２日以降に生まれた方で、

最終学歴が大卒または来春大学卒業予

定の方 

▲！ 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。 

▼受付期限 １１月３０日(火) 午後５時１５分まで 

▲！ 郵送提出の場合は受付期限日必着です。 

▼１次試験 １２月１２日(日)  

○会場 高森町役場 

○内容 ＳＰＩ３(大卒程度の内容)、集団面接 

▼２次試験 １月上中旬 

▲！ １次試験の合格者に別途通知します。 

 ○会場 高森町役場 

 ○内容 個別面接、ＩＣＰ人材力検査 

▼出願手続 次の（１）～（４）の書類を直接または

郵送にて総務課行政係までご提出くだ

さい。 

（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証明書 

▲！ （１）、（２）の様式は町ホームページまたは総務

課窓口で入手できます。 

▼問い合わせ先 総務課 行政係 

電話３５‐９４０２ 

 

 
 信州たかもり熱中小学校では、「熱

中感謝祭」を開催します。入場は無

料です。多くの皆さまのご来場をお

待ちしています。 

▼日時 １１月２３日（火・祝） 

午前１０時３０分～ 

午後３時００分まで 

▼会場 アグリ交流センター 

▼内容 

○笛師九兵衛とおさるのコンサート 

（午前１０時３０分～１１時１５分まで） 

○熱中食堂 かけそば１杯２００円 

（午前１１時～午後２時まで） 

○その他 

詳細は右の２次元コードからご確

認ください。 

▼問い合わせ先 信州たかもり熱中小学校 

電話４８‐８０６６ 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和３年１１月１８日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 

 

 
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。 

★☽１1月の夜間窓口は２５日 ☾★ 

高森町職員（事務職）を追加募集 戸籍謄本等証明書コンビニ交付サービス 

庁舎内設置マイキオスクの運用停止 

行政相談をご利用ください 

ベッドを無料でお譲りします 

熱中小学校「熱中感謝祭」 



 

★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。 

 

 

 

 
 マイナンバーカードおでかけ

申請窓口を開設します。当日お

手続きをされた方には花の苗を

プレゼントします。 

▼日 時 １２月１９日（日） 

午前１１時００分～午後２時３０分まで 

▼会 場 たかもり食べ歩きストリート内ブース 

（出砂原地区館前） 

▲！ たかもり食べ歩きストリートの詳細は、１１月１

８日（木）配布のチラシをご覧ください。 

▼持ち物 

○免許証など本人確認のできるもの 

○マイナンバーの通知カード 

 ▲！ 通知カードをお持ちでない方は受け付けでお申

し出ください。 

▼その他 

○事前に電話予約をいただくとスピーディーにお

手続きができます。ご希望の方は１２月１７日

（金）までにご予約ください。 

○花の苗の数には限りがあります。先着順でお渡し

となります。 

○同日、飯伊合同のおでかけ申請窓口をイオン飯田

店でも開設します（午前１０時～午後４時まで）。

お買い物のついでにお立ち寄りください。 

▲！ 花の苗のプレゼントは食べ歩きストリート会場

のみとなります。 

▼予約・問い合わせ先 健康福祉課 戸籍住民係 

電話３５‐９４１７ 

 

 

 
 

 信州たかもり

温泉「御大の館」

では、リンゴ風呂

をはじめとした

イベント「アップ

ルパーティー」を

開催します。 

▼日時 １１月２７日（土）、２８日（日） 

午前１０時００分～午後９時３０分まで 

（最終受付 午後８時３０分） 

▼会場 信州たかもり温泉「御大の館」 

▼内容 

 ○リンゴ風呂 

毎年大好評のリンゴ風呂では、高森産のリンゴを

露天風呂に浮かべます。 

○リンゴジュース、農産物の販売 

○町民食堂柿丸くんにて限定メニュー販売 

高森産すりおろしリンゴがたっぷり入ったリン

ゴカレーを販売します。 

▼問い合わせ先 信州たかもり温泉「御大の館」 

電話３５‐８２７０ 

 

 
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 １２月４日（土） 午前７時～９時まで 

▼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１０ｋｇ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、通行には十分ご注意ください。 

○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 １１月３０日（火）、１２月３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～正午まで（時間厳守） 
 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

 

 
ウェブサイト「道路情報広場Ｎａｇａｎｏ」では、

県内の道路の通行規制、道路気象情報や道路状況（カ

メラ画像）を掲載しています。冬季の通行止め情報や

閲覧時の道路状況がリアルタイムで分かるカメラ映

像など、県内の道路に関する情報を更新していますの

で、ぜひご覧ください。 

【ＵＲＬ】 

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

/michikanri/infra/doro/joho/hi

roba/index.html 

▼問い合わせ先 長野県 道路管理課 

電話０２６‐２３５‐７３０１ 

古着・古布の収集 

！ 
「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。 

マイナンバーカードおでかけ申請窓口開設 

花の苗をプレゼント！ 

信州たかもり温泉「御大の館」 

アップルパーティーを開催 

道路情報広場 Nagano 

パンジー 

ビオラ 

ガーデンシクラメン 



 

★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。 

 

 
 放送大学では、２０２２年４月入学生を募集します。 

▼募集期間 

○第１回 １１月２６日（金）～令和４年２月２８日（月） 

○第２回 令和４年３月１日（火）～３月１５日（火） 

▼特 徴 

○１０代～９０代の幅広い世代、約９万人の学生が

「大学を卒業したい」「学びを楽しみたい」など、

さまざまな目的で学んでいます。 

○テレビによる授業だけでなく、学生はインターネッ

トで好きなときに授業を受講することもできます。 

○心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科

学など、約３００の幅広い授業科目があり、１科

目から学ぶことができます。 

▼そ の 他 

 資料を無料でお送りします。お気軽に放送大学長野

学習センターまでご請求ください。 

▼問い合わせ先 放送大学長野学習センター 

電話０２６６‐５８‐２３３２ 

 

 

 
司法書士・税理士による相続・贈与・成年後見に関

する無料相談会を行います。事前予約制です。 

▼日 時 １１月２５日（木） 

午後１時３０分～４時３０分まで 

（最終受付 午後４時００分） 

▼会 場 飯田市勤労者福祉センター 

▼予約方法 次のいずれかの方法でご予約ください。 

○ホームページのフォームから予約 

○長野県司法書士会事務局へ電話で予約 

▼問い合わせ先 

○長野県司法書士会事務局 

電話０２６‐２３２‐７４９２ 

○関東信越税理士会長野県支部連合会事務局 

電話０２６３‐４８‐５４８０ 

 

 

 
▼犯罪被害者週間 

 １１月２５日（木）～１２月１日（水） 

犯罪被害者週間は、期間中の集中的な啓発事業など

の実施を通じて、犯罪被害者などが置かれている状況や

犯罪被害者などの名誉または生活の平穏への配慮の重

要性などについて、国民の理解を深めることを目的とす

るものです。 
 

犯罪被害にあわれた方は、特別な存在ではなく、誰も

が被害者になる可能性があります。社会全体で被害者の

置かれた状況に対する理解を深め、被害者に寄り添うこ

とが大切です。地域社会における犯罪被害者への支援が

求められています。警察や県・市町村・関係機関・団体

では、犯罪被害者とその御家族が、再び平穏な生活を取

り戻せるよう支援活動に取り組んでいます。 

▼問い合わせ先 長野県警察本部 犯罪被害者支援室 

電話０２６‐２３３‐０１１０ 

 

 
大雨災害時の「逃げ遅れゼロ」を目指し、利用者の

避難行動を支援する「信州防災アプリ」ができました。

▼特徴 

○利用者の位置情報に基づく、最寄りの避難場所・

避難所の自動表示機能、マイ・タイムラインの作

成支援および家族との共有機能の他、各種ハザー

ドマップや河川カメラ映像も表示可能です。 

○災害がないときも、信州防災手帳や、コラム、ク

イズで、気軽に防災力を高められる！ 

○面倒な会員登録、アプリ内課金はありません。 

 災害はいつ起こるか分か

りません。備蓄や防災訓練と

あわせて、この機会にダウン

ロードを！ 
 

▼問い合わせ先 長野県 危機管理防災課 

電話０２６‐２３５‐７１８４ 

 

 
司法書士による空き家問題に関する無料電話相談

会を行います。秘密は厳守します。 

▼日 時 １２月１１日（土） 

午前１０時～午後４時まで 

▼電話番号 ０１２０‐４４８‐７８８ 

▲！ 当日のみの専用電話番号です。 

▼問い合わせ先 長野県青年司法書士協議会 

電話０２６‐２１４‐３７７６ 

 

 

 
 上伊那医師会附属准看護学院では、令和４年度の入

学生を募集します。 

▼募集人員 ４０人 

▼修学年限 ２カ年 

▼受験資格 中学校卒業または中等教育学校前期課

程修了程度の学力を有する方 

▼受 験 料 １０，０００円 

▼試 験 日 令和４年２月１９日（土） 

▼試験科目 国語・数学・面接（該当者） 

▼出願手続 次の（１）～（４）の書類を上伊那医師

会附属准看護学院までご提出ください。 

（１）受験願 （指定の用紙使用） 

（２）履歴書 （指定の用紙使用） 

（３）高等学校（中学校）卒業証明書または卒業見

込み証明書（新卒者は調査書に含むものも

可） 

（４）高等学校（中学校）調査書 

▲！ （１）、（２）の用紙は学院で配布するほか、住所・

氏名・連絡先を明記し９４円切手を同封して郵便

にて請求ができます。 

▼受付期間 

令和４年１月１１日（火）～１月３１日（月） 

▼問い合わせ先 上伊那医師会附属准看護学院 

電話０２６５‐７２‐２８５６ 

放送大学 入学生募集 信州防災アプリ 

上伊那医師会附属准看護学院 

生徒募集 

１１月２５日～１２月１日は 

犯罪被害者週間 

相続・贈与・成年後見ワンストップ 

無料電話相談 

空き家問題１１０番 無料電話相談 



 

 

NO、３３０     １２ 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 ３日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

牛牧短歌会 ８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 １日 福祉センター 午後７時～ 健康体操 

カラオケクラブ 

音和の会 
４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 ９日,２３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 
１日,８日 

１５日，２２日 
中央公民館 午後１時～ 詩吟を楽しむ 

ひまわり健康体操教室 ９日,２３日 中央公民館 午前１０時～ 健康な体づくり 

真向法 
７日,１４日 

２１日,２８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 
７日,２１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 

４日 

１１日,１８日,２５日 

福祉センター 

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 
８日,１５，２２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 
３日,１０日 

１７日,２４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～ 


