
 

★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。 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、１月２４日

（月）に福祉センターで予定していた「新みつば保育

園（仮称）建設計画に関する全町説明会」は、開催を

延期します。延期後の開催日は改めてお知らせします。 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 こども支援係 

電話３５‐９４１６ 

 

 
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、１月に

予定していました町のヘルススクリーニング・特定

健診を下記の日程に延期します。お申し込みをいた

だいている方には、日程変更の個別通知を郵送しま

したのでご確認ください。まだ受診されていない方、

お申し込みされていない方も受診ができますので、

お問い合わせください。 

▼日にち・受付時間・会場 

日にち 受付時間 会場 

３月 ８日（火） 

９日（水） 

午前８時３０分

～１１時００分 

やすらぎ荘 

大ホール 

３月１０日（木） 

１１日（金） 

午後１時３０分

～３時３０分 

福祉センター 

２階大ホール 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 
 

 

 
高森町では、歯科健診費を助成しています。受診券

は令和３年５月にお送りしていますが、受診券には有

効期限があります。助成を希望される方はお早めに受

診をお願いします。 

▲！ 受診券（予診票）がお手元にない場合は健康係ま

でご連絡ください。 

▼対象者 令和４年３月３１日現在の年齢が 

４０歳、４１歳、５０歳、５１歳、 

６０歳、６１歳、７０歳、７１歳の方 

▼健診費用  自己負担額  １，０００円 

歯科健診費用 ６，６００円（以内） 

町助成費用   ５，６００円（以内） 

▼受診券有効期限 ２月２８日（月）まで 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国民健康保険に加入されている４０歳から７４歳

までの方の特定健診受診を推進しています。令和３年

度の町の特定健診を受ける代わりに「会社の健診デー

タの提出」または「かかりつけ医のデータの提出」を

予定していた方で、まだご提出がお済みでない方は、

お早めにご提出ください。 

▼提出・問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 

 

 

 
未就学のお子さんのいる保護者の方を対象に、「イン

フルエンザ予防接種の費用助成」か「手指消毒用アル

コール配布」のどちらかをお選びいただける案内を令

和３年１０月にお送りしました。「インフルエンザ予防

接種の費用助成」を選択された方は、接種後に申請が

必要です。期限までに必要書類をご提出ください。 

▼助成対象となる接種期間 

 令和３年１０月２６日（火） 

～令和４年１月３１日（月） 

▼申請書類提出期限 ２月１０日（木）まで 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 

 

 
町の予算がどのように編成されるのかを知ってい

ただくため、町民の皆さんを対象に令和４年度予算の

町長査定を公開します。「公開査定対象となる事業」

は、町のホームページを通じてお知らせします。当日

はケーブルテレビで生中継を予定している他、町民の

方ならどなたでも参加できます。お気軽にお越しくだ

さい。 

▼日時 ２月８日（火） 

午前９時３０分～午後４時３０分頃 

▼場所 役場３階 大会議室 

▼問い合わせ先 総務課 財政係 

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。 

▼日時 ２月１５日（火） 

午後１時３０分～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 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和 4 年１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。 

★☽１月の夜間窓口は２５日 ☾★ 

ヘルススクリーニング・特定健診を延期 

 

国民健康保険に加入されている皆さんへ 

令和３年度のデータ提出のお願い 

未就学児のインフルエンザ予防接種 

費用助成の申請は２月１０日まで 

自己負担１，０００円で 

歯科健診が受けられます 

行政相談をご利用ください 

令和４年度予算の町長査定を公開 

「新みつば保育園（仮称）建設計画 

に関する全町説明会」を延期 



 

★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。 

 

 

 
春休み中、保護者が仕事の都合で留守になるなど家

庭の事情によりふれあいクラブの利用を必要とする

児童を対象に、参加申し込みを受け付けます。 

▼申込方法 右の二次元コードから申し

込みフォームを起動、また

は「きずなメール」へ送信

したＵＲＬからＷＥＢ申し

込みを行ってください。 

▼面 接 初めてふれあいクラブを利用する方の

み、面接を行います。面接日程は、後日

連絡します。 

▼申込期限 １月３１日（月）午後５時１５分まで 

▲！ 期限後の申し込みは原則お受けできません。 

▲！ 申し込み人数がそれぞれの受け入れ可能人数を超

えた場合は、選考となることもありますので、ご

了承ください。 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 学校教育係 

電話３５‐９４１６ 

 

 
長野県シニア大学飯伊学部では、高齢者の皆さんが

地域で生き生きと生活ができるよう幅広い分野の学

習を行っています。皆さんも長野県シニア大学で生き

がいづくり、健康づくりを進め、楽しいシニアライフ

を始めませんか。 

▲！ 新型コロナウイルス感染症の拡大状況により休校

となる可能性があります。ご了承ください。 

▼対 象 おおむね５０歳以上で県内在住の方 

（以前に長野県シニア大学を卒業した

方も入学可。） 

▼期 間 ２年間 

▼授 業 料 １２，０００円／年 

▲！ 教材費、自治会活動費等は別途必要です。 

▼申込方法 飯田保健福祉事務所福祉課または役場

健康福祉課で願書を入手し、必要事項を

記入の上、各窓口へ持参または郵送して

ください。 

▼申込期間 ２月１日（火）～３月２５日（金）まで 

（当日消印有効） 

▼申し込み・問い合わせ先 

 飯田保健福祉事務所福祉課  電話５３‐０４６４ 

 高森町役場健康福祉課 高齢者係 電話３５‐９４１２ 

 

 

 
▼日 時 ２月１日（火）～２８日（月）午前９時～午後４時 

（土・日・祝日を除く毎日） 

▼相談料 無料 

▼予 約 相談する司法書士事務所にお問い合わせください。 

▼問い合わせ先 長野県司法書士会 

電話０２６‐２３２‐７４９２ 

 

 

 
冬の天竜川に訪れる鳥の観察会を行います。天竜川

の川面を彩るカモの仲間、集団で越冬している小鳥た

ち。北の国から訪れている冬鳥たちをバードウォッチ

ングしてみませんか。講師による解説がありますので、

初めての方も気軽にご参加いただけます。参加には事

前の申し込みが必要です。 

▼日 時 ２月１９日（土） 

午前９時００分～１１時３０分 

▼集合場所 親水公園 

▼観察場所 親水公園～明神橋 

▼対 象 どなたでも 

▲！ 小学校３年生以下は保護者が同伴してください。 

▼内 容 講師による解説のもと、河川敷を歩きな

がら冬鳥を観察します。 

▼講 師 山田 拓さん 

（『高森町の動植物』調査員） 

▼持 ち 物 飲み物、双眼鏡（お持ちでない方は申し

込みの際にお伝えください。） 

▼申込方法 ①または②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連絡 

②右の二次元コードからフォーム

を起動してＷＥＢ申し込み → 

▼申込期限 ２月１６日（水）まで 

▼参 加 費 無料 

▼そ の 他 

▲！ 新型コロナウイルス感染症予防のため、マスク着

用でご参加ください。 

▲！ 当日発熱等の風邪の症状がある場合は、参加をご

遠慮ください。 

▲！ 悪天候の場合は中止とさせていただきます。 

▲！ 暖かい格好でお越しください。 

▼申し込み・問い合わせ先  

環境水道課 環境係 電話３５‐９４０９ 

 

 

 
 千曲寮は、東京都三鷹市にある男子寮です。部屋は

個室の６畳で、ＪＲ中央線・吉祥寺駅から徒歩約２０

分です。入寮面接はオンラインで行います。 

▼入寮条件 長野県出身者および長野県関係の学生

で、大学・大学院、専門学校生または入

学予定の男子 

▼寮 費 月額４０，０００円（朝夕の食事付き） 

▲！ この他、入寮金・在寮保証金などが別途必要です。 

▼募集人員 約１０人 

▼申込方法 ホームページから「申込書」をダウンロ

ードし必要事項をご記入の上、千曲寮へ

ご提出ください。 

▼問い合わせ先 公益財団法人 千曲寮 

メール chikumaryo2020@gmail.com 

ふれあいスクール（ふれあいクラブ） 

春休みの参加申込みはウェブで 

たかもり生きものしらべ 

「冬鳥の観察会」参加者を募集 

長野県シニア大学飯伊学部 学生を募集 

司法書士による相続登記無料相談 

「相続登記はお済みですか月間」 

長野県関係者の東京の学生寮 

「千曲寮」の入寮生を募集 



 

★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。 

 

 

 
令和４年度４月採用予定のパートタイム延長保育

士を募集します。 

▼採用職種 保育士 

（パートタイム３．５時間延長保育） 

▼募集人員 １人 

▼受験資格 保育士免許（資格取得予定を含む）をお

持ちの方 

▼雇用期間 令和４年４月１日（金） 

～令和５年３月３１日（金） 

▼休 日 土・日曜日、祝日および年末年始、およ

び所属長の指定する日（保育園の年間計

画による休日） 

▼勤務時間 午後３時３０分～７時３０分までのう

ち３．５時間 

▲！ 休憩は所属長の命による 

▼給与手当 時給９５１円（町基準） 

▲！ 交通費は通勤距離に応じて支給します。 

▼選考方法 面接試験 

      ▲！ 試験日は応募者へ後日連絡します。 

▼申込方法 次の（１）～（３）の書類に必要事項を

記入の上、高森町教育委員会事務局へ持

参または郵送してください。 

（１）申込書（町ホームページまたは教育委員会窓

口で入手できます。） 

（２）保育士免許の写し 

（３）普通自動車免許の写し 

▼応募期限 １月３１日（月）まで 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 こども支援係 

電話３５‐９４１６ 

 

 

 
新型コロナウイルス感染症に対する経済対策とし

て配布した「高森町まわって使って応援クーポン」に

は有効期限があります。期限までにご利用ください。 

▼有効期限 １月３１日（月）まで 

▼取扱い店舗 町内約１００店舗 

▲！ ご利用の際は、店頭の取扱店表示をご確認くださ

い。詳しくは、配布した取扱店舗一覧や町ホーム

ページをご覧ください。 

▼スタンプラリー 

クーポンと併せて実施した「高森町まわって集めて

応援スタンプラリー」の受け付けは、１月１４日（金）

に締め切りました。今後、完成したスタンプラリー台

紙を役場にお持ちいただいても、受付けはできません。 

▼大抽選会の当選者発表 

 完成したスタンプラリー台紙を提出して頂いた方

を対象に、１月末に大抽選会を実施します。当選者の

発表は、抽選番号を町ホームページに掲載する他、町

から直接連絡します。 

▼問い合わせ先  産業課 商工観光係 

電話３５‐９４０５ 

 

 

 
令和４年４月採用予定のふれあいスクール指導員

を募集します。 

▼採用職種 ふれあいスクール指導員 

▼募集人数 ３人 

▼雇用期間 令和４年４月１日（金） 

～令和５年３月３１日（金） 

▲！ 夏休み、春休みの勤務については、

午前８時３０分～午後７時００分の

間でシフトを組みます。 

▼休 日  日曜日、祝日、年末年始、毎月第１・

第３土曜日および所属長の指定する

日 

▼勤務時間 午後２時～７時までのうち４時間 

▼勤務場所 町内ふれあいスクール 

（高森南小学校および高森北小学校） 

▼給与手当 資格無し：時給９２３円（町基準） 

資格あり：時給９５１円（町基準） 

▲！ 交通費は通勤距離に応じて支給します。 

▼選考方法 面接試験 

      ▲！ 試験日は応募者へ後日連絡します。 

▼応募期限 ３月４日（金）午後５時１５分まで 

▼申込方法 次の（１）～（２）の書類に必要事項を

記入の上、高森町教育委員会事務局へ持

参または郵送してください。 

（１）申込書（町ホームページまたは教育委員会窓

口で入手できます。） 

（２）履歴書（市販のもの） 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 学校教育係 

電話３５‐９４１６ 

 

 
 長野県内の事業場で働く全ての労働者に適用され

る「長野県最低賃金」が、令和３年１０月１日から時

給額８７７円に改正されています。この機会にご確認

ください。 

 なお、対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日

に対応する賃金で、臨時に支払われる賃金、精皆勤手

当、通勤手当および家族手当などは含まれません。 

また、中小企業・小規模事業者等に

対する賃金引き上げの環境整備、雇用

の維持を図るための支援策を実施して

います。ご活用ください。詳しくは、

右の二次元コードからホームページで

ご確認ください。 

▼問い合わせ先 

【最低賃金】長野労働局労働基準部賃金室 

電話０２６‐２２３‐０５５５ 

【業務改善助成金】長野労働局雇用環境・均等室 

電話０２６‐２２３‐０５６０ 

【キャリアアップ助成金】長野労働局 職業対策課 

電話０２６‐２２６‐０８６６ 

高森町まわって使って応援クーポン 

有効期限内にご利用を！ 

令和４年度採用 高森町会計年度任用職員 

3.5時間パートタイム延長保育士を募集 

令和４年度採用 高森町会計年度任用職員

ふれあいスクール指導員を募集 

長野県 最低賃金８７７円に改正 



 

 

NO、３３２     ２ 月 生 涯 学 習 情 報     令和４年 

 

新型コロナウィ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（ラージボール） 

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 

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 ７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 

カラオケクラブ 

音和の会 
２６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 中央公民館 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 

福祉センター 
午前１０時～ 健康な体づくり 

アコーディオン 

・ウクレレ サークル 
８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 

５日,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 
２日,９日 

１９日,２６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,１１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～ 


