
 

★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。 

 

 

 

 
 

 

 
「学校と地域の協働のあり方」や「コミュニティス

クールを通じた学校と地域の関係性」について、講師

を交えて一緒に話をしませんか。 

参加は無料で申し込みは不要です。 

▼日 時 ７月２７日（水） 午前９時００分～正午 

▼会 場 高森中学校体育館 

▼内 容  

○第１部 講演会 午前９時００分～１０時１５分  

・演題 こどもたちが「なりたいあなたに

会える」ことを願って 

・講師 伴 美佐子さん（信州型コミュニ

ティースクールアドバイザー） 

○第２部 グループワーク 午前１０時３０分～正午 

▼参集者 地域の皆さん、ＣＳボランティアの皆さん 

保護者の皆さん、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 
 

 

 
 
 

山吹ほたるパーク周辺で計画しているサッカー場

とクラブハウス（屋内運動場）などにつきまして、各

区単位で町民の皆さんに説明会を開催します。お近く

の会場へお越しください。 

▼開催日程 

日にち 会場 開始時間 

７月２０日（水） やすらぎ荘 午後７時００分～ 

７月２７日（水） 下市田区民会館 午後７時００分～ 

８月４日（木） 牛牧伝承館 午後７時００分～ 

８月５日（金） 吉田区民会館 午後７時００分～ 

８月１０日（水） 原町陣屋区民会館 午後７時００分～ 

８月１９日（金） 大島山区民会館 午後７時３０分～ 

８月２６日（金） 出原区民会館 午後７時００分～ 

▼内容 ○サッカー場基本設計に基づく施設概要

および概算費用について 

○今後のスケジュールについて 

▼問い合わせ先 建設課 地域デザイン係 

   電話 ３５‐９４０７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料館「時の駅」では今年３月に冊

子「高森の道」を製作しました。 

町内の主要な道について、その歴史

や名前の由来を調べ、路傍の石碑・石

仏などの文化財や残したい風景を写

真に収めたものです。活用したい方に

は無料で配布しますのでお申し出く

ださい。 

▲！ 数に限りがありますので一世帯一冊とさせていた

だきます。 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５‐７０８３ 

 

 
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３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１７日（水） 

午前１０時～午後４時 

▼会 場 福祉センター２階 大ホール 

▼内 容 令和３年度を終えてのチャレンジ３（ま

ちづくりの進度）評価。 

▼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 

 

 
 

 放送大学では、令和４年１０月入学生を募集してい

ます。１０代から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。 

▼募集学生の種類 

○教養学部 
 

科目履修生 ６カ月在学し、希望する科目を履修 

選択履修生 １年間在学し、希望する科目を履修 

全科履修生 ４年以上在学し、卒業を目指す 
 

○大学院 

修士科目生 ６カ月在学し、希望する科目を履修 

修士選科生 １年間在学し、希望する科目を履修 
 

▼出願期間 第１回      ～８月３１日（水） 

      第２回 ９月１日（木）～９月１３日（火） 

▼問い合わせ先 放送大学長野学習センター 

電話０２６６‐５８‐２３３２ 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和４年７月１５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 

 

冊子「高森の道」を配布します 

 

放送大学 入学生募集について 
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高森教育フォーラムを開催 

山吹ほたるパーク周辺整備事業 

町民説明会を開催します 

 

８/７ 
（日） 

長野県知事選挙 
８月７日（日）は長野県知事

選挙の投票日です。 

当日投票ができない方は 

７月２２日（金）から町民体育

館で期日前投票ができます。 

 



 

★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。 

 

 

 
営農支援センターゆうきでは、秋大根の栽培および

収穫体験への参加者を募集します。 

参加者は各自に割り振られた区画へ種をまき、栽培

し、収穫までを行います。栽培の指導を受けながら自

分で育てた野菜を収穫する取り組みへ参加しませんか。 

▼作 業 時 期 

９月中旬ころ 種まき 

９月下旬ころ 間引き・除草・土寄せ 

▲！ 種まき・管理作業の時期は直接連絡します。 

▲！ 種まき前の施肥・耕起は営農支援センターゆう

きで行います。 

▼参 加 料 一区画（８ｍ×１．５ｍ）１，５００円 

▼募 集 区 画 ５０区画（予定） 

▲！ １人につき２区画まで 

▼区画の場所 中央自動車道上り線高森バス停駐車場南 

▼申 込 方 法 営農支援センターゆうきへ電話で申

し込みください。 

▼申 込 期 限 ８月３１日（水） 

▼申し込み・問い合わせ先  

営農支援センターゆうき  電話３５‐３０４４ 

 

 

 
 県下６校の技術専門学校では、令和５年度入校の訓練生を募集します。 

▼受付期間 

普通課程 

推薦入校 
９月２６日（月）～ 

１０月１３日（木） 

一般入校 
１０月３１日（月）～ 

１１月１５日（火） 

短期課程 
１２月１２日（月）～ 

令和５年１月３０日（月） 

▼入校選考 

普通課程 
推薦入校 １０月２４日（月） 

一般入校 １１月２８日（月） 

短期課程 令和５年２月１６日（木） 

○詳細ついては長野県ホームページ

（https://www.pref.nagano.lg.jp/）をご覧ください。 

▼問い合わせ先 長野県 産業人材育成課 

電話０２６‐２３５‐７１９９ 

 

 
「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１６日（火） 

午後１時３０分～午後４時００分 

▼会場 福祉センター１階 相談室（子育て相談室横） 

▼問い合わせ先 総務課 総務係 

電話３５‐９４０２ 

  

 
令和４年３月末に閉園した吉田河原保育園を解体

するにあたり園舎をご覧いただく機会を設けます。地

域の皆さんや保護者の皆さん、卒園した方にも当時の

面影を懐かしんでもらえればと思います。 

 申し込みは不要です。お気軽にお越しください。 

▼日時 ８月１１日（木・祝）、１２日（金） 

午前９時～午後５時 

▲！ 安全管理上、入ることのできない場所もあります。 

▼問い合わせ先 社会福祉法人 白百合福祉会 

電話３５‐６７７１ 

 

 

 
 

令和４年度消防職員採用試験を行います。 
 

 
 

▼採用予定人数 ５人程度 

▼受験資格 平成１０年４月２日～平成１５年４月

１日までの出生者 

▼試 験 日 ９月１８日（日） 

▼申込期間 ８月１日（月）～８月２６日（金） 

 

 

▼採用予定人数 ６人程度 

▼受験資格 平成１５年４月２日～平成１７年４月

１日までの出生者 

▼試 験 日 １０月２日（日） 

▼申込期間 ８月１５日（月）～９月９日（金） 

 

 

▼採用予定人数 若干人 

▼受 験 資 格 平成元年４月２日以降の出生者で、他

の消防本部で消防吏員として実務経

験４年以上を有した者 

▼第一次考査 ８月１日（月）～８月５日（金） 

▼申 込 期 間 ８月１日（月）～８月５日（金） 

▲！ 二次試験は一次試験（一次考査）合格者を対象に

実施します。 

▼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ほか、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 

秋大根の栽培・収穫体験に 

参加してみませんか 

長野県技術専門校の 

令和５年度入校生を募集します 

行政相談をご利用ください 

南信州広域連合飯田広域消防本部 

消防職員を募集します 

一般（大学卒業程度） 

高校卒業程度 

消防経験者 

吉田河原保育園お別れ内覧会を開催します 



 

★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。 

 

 
▼日 時 ８月６日（土）午前７時～９時 

▼収集会場 町民グラウンド 

▼収集品目 「家庭ごみ分別の手引き」「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 
  

大きさが１５ｃ

ｍ ×２５ｃｍ以

内の小型家電 

町民体育館下のリサイクルステ

ーションへ開設日の時間内に持

ち込んでください。 
  

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。 
 

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。 

▲！ 当日ご都合の悪い方は、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。 

▲！ 小型家電は係員が車から降ろします。すぐに降ろ

せるようにご準備をお願いします。 

▲！ 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（有料）。 
 

○㈱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 

 

 

 

 

 

 
 

※受験資格等は条件により異なります。詳しくは防衛省の自衛官募集、自

衛隊長野地方協力本部飯田出張所のホームページをご参照ください。 

▼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 

 

 
 

▼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 牛牧・大島山・上市田・出原区

収集日 ８月１４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 

自衛官候補生  

▼資 格 １８歳以上３３歳未満の方 

▼受付期間 通年 

▼試験期日 受付時またはホームページでご案内 
   

一般曹候補生  

▼資 格 １８歳以上３３歳未満の方 

▼受付期間 ～９月５日（月） 

▼１次試験 ９月１5日（木）～18日（日）のうち１日 
   

航空学生（海自、空自）  

▼資 格 海自：１８歳以上２３歳未満の方 

 空自：１８歳以上２１歳未満の方 

 ※高卒者または高専３年次修了者

（見込み含む） 

▼受付期間 ～９月８日（木） 

▼１次試験 ９月１９日（月） 
  

自衛隊員 防衛大学校学生  

▼資 格 １８歳以上２１歳未満の方 

※高卒者または高専 3年次修了者（見込み含む） 

一般   

▼受付期間 ～１０月２６日（水） 

▼試験期日 １１月５日（土）・６日（日） 

医学科学生   

▼受付期間 ～１０月１２日（水） 

▼一次試験 １０月２２日（土） 

看護学科学生   

▼受付期間 ～１０月５日（水） 

▼一次試験 １０月１５日（土） 
  

月～金 

※直接搬入受入 

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 

(株)南信サービス豊丘支店 

電話３５‐２４１２ ８月１３日（土） 

～１５日（月） 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２５日 ☾★ 

お盆中のごみ収集・し尿のくみ取り 

令和４年度自衛官等採用案内 小型家電・粗大ごみの収集 

 



 

 

NO、３３８     ８ 月 生 涯 学 習 情 報     令和４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 中央公民館 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 
２日，９日 

２３日，３０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 

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 ２３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 ３日,１７日 福祉センター 午後７時３０分～ 健康体操 

オカリナ愛好会 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 
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 １１日，２５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 
３日，１０日 

１７日，２４日 
福祉センター 午後１時３０分～ 詩吟を楽しむ 

手まりの会 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,９日 

２３日,３０日 
中央公民館 午後 7時３０分～ 健康体操・老化防止 

やさしい 

ヨガ サークル 
６日，２０日，２７日 やすらぎ荘 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 

１０日,２４日 
中央公民館 

午後１時００分～ 

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,１２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。 

ワンツーパソコン ３日,２４日，３１日 福祉センター 午後２時～ 初心者歓迎！パソコン教室 

 

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～ 


