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来年４月以降に保育園へお子さんの入園を希望す

る保護者の方は、都合をつけてご出席ください。 

▼日程 ※受付は開始時間の１５分前～ 
 

期日 会場 開始時間（※） 

９月２０日（火） 認定こども園ぱどま 午後２時４５分～ 

  ２１日（水） 下市田保育園 午後２時４５分～ 

  ２２日（木） 
（仮称）新みつば保育園 

（みつば保育園） 
午後２時４５分～ 

  ２７日（火） 山吹保育園 午後２時４５分～ 

  ２９日（木） 
福祉センター 

２階大ホール 
午後７時００分～ 

▼持ち物 筆記用具、上履き（各保育園のみ） 

▼その他 

○希望する園または、都合の良い日時の会場へお出

掛けください。 

○年度途中（令和５年５月から令和６年３月までの間）

の入園を希望される場合もご出席ください。 

○高森町外の保育園、認定こども園への入園を希望さ

れる方もご出席ください。 

○入園に際し、心配事などがある方はお気軽にご相

談ください。 

○令和５年４月からみつば保育園が民営化し、新たに

認定こども園として開園します。 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 こども支援係 

電話３５‐９４１６ 

 

 
 

 令和５年４月から「みつば保育園」が「認定こども園」

として開園します。運営の主体が「社会福祉法人萱垣会」

へ移管し、新しく始まる園で子どもたちが健やかに育ち、

地域から親しまれることを願い、園名を募集します。 

▼募集期間 ８月２２日（月）～９月９日（金） 

▼募集内容 新しい認定こども園の名称 

▼応募資格 高森町内に住所を有する方または町

内の保育園に通園中の園児の保護者 

▼応募方法 町内保育園、あったかてらす、教育委員

会などで配布している応募用紙に必要

事項を記入の上、応募箱へ投かんまたは

㈳萱垣会へ直接郵送してください。 

▼注意事項 ○分かりやすく親しみやすい園名であること。 

      ○子どもの成長への願いが込められた園名で

あること。 

▼問い合わせ先 

社会福祉法人萱垣会本部     電話２２‐１３６８ 

教育委員会事務局 こども支援係 電話３５‐９４１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 
優秀作品に選ばれた方には豪華賞品をプレゼント！

皆さん自慢の「高森町」の投稿をお待ちしています。 

▼応募期限 ８月３１日（水） 

▼テ ー マ 町の人や風景、モノやイベントなど、あ

なたの自慢の「高森町の春夏」 

▼応募要件 

○投稿者本人またはご家族が撮影した写真 

○応募期限までに撮影した写真での応募 

○投稿者の出身地・現在の居住地は不問 

○投稿は各ＳＮＳにつき一人３点まで（最大６点応募可能） 

▼応募方法 

 ●インスタグラムまたはツイッターから 

① @takamori_travel_officialを検索してフォロー 

② ご自身のアカウントで「#あったかもりまち自慢２０２

２」と「自慢する理由」を記載して写真と一緒に投稿 

 ●ＷＥＢフォームから 

  下のＵＲＬもしくは右の２次元コード 

から投稿できます。 

https://takamorijin.com/jiman/2022s 

▼表 彰 

まち自慢大賞 ギフトカード３０，０００円分 １人 
   

優秀賞 ギフトカード１０，０００円分 １人 
   

商工会賞 活気アップ商品券５，０００円分 １人 
   

御大賞 湯ヶ洞 ペアお食事券 １人 
   

関係人口賞 特産 市田柿 １人 
   

いいね！賞 高森町特産品詰合せ 各ＳＮＳで１人 
 

▼留意事項  町のホームページに掲 

ほか詳細  載している「応募規約」 

・企画詳細をご覧くだ 

さい。右の２次元コー 

ドからアクセスできます。 

▼主 催 高森町・高森町タウンプロモーション推進委員会 

▼問い合わせ先 産業課 商工観光係 

電話３５‐９４０５ 

 

 
 

高森町コミュニティ・スクール、令和４年度第２回

学校運営協議会を開催します。 

▼日 時 ９月１２日（月）  

①小中学校授業参観：午前８時４０分～ 

②会議：午後６時００分～８時００分 

▼会議内容 協議テーマ「高森の子どもをどう育むか」 

▼会 場 福祉センター２階大ホール 

▼参加申込 授業の参観と会議の傍聴をご希望の方

は、前日までにお申し込みください。 

▼申し込み・問い合わせ先 高森町教育委員会事務局 

 電話３５‐９４１６ 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和４年８月１８日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 
令和５(２０２３)年度入園希望者向け 

 保育園入園説明会 

 

あったかもり まち自慢２０２２ 

フォトコンテスト開催中！ 
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認定こども園の園名を募集します 

高森町学校運営協議会の開催 
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南信農業試験場では、梨や市田柿の新品種・新技術

の研究開発を行っています。 

日頃の研究内容や業務を地域の皆さんに知ってい

ただくため試験場の一般公開を行います。是非お越し

ください。 

▼日 時 ９月１７日（土） 

午前９時３０分～午後０時３０分 

▼場 所 南信農業試験場（下市田２４７６） 

▼内 容 ○試験圃場の見学・クイズラリー 

○研究紹介動画の上映 

○果物販売 など 

▼その他  

○駐車場には限りがありますので、乗り合わせの上ご

来場ください。 

○果物を購入される方はマイバッグをご持参ください。 

○新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着

用をお願いします。 

▲！ 新型コロナウイルス感染症の感染状況により、開

催を見合わせる場合があります。内容についても

変更する場合がありますので、開催状況について、

南信農業試験場ホームページ

(http://www.pref.nagano.lg.jp/nannoshiken/)

または電話にてご確認下さい。 

▼問い合わせ先 長野県南信農業試験場 

電話３５‐２２４０ 

 

 

 
 
 

近年、たき火など屋外での火の取扱いに起因する火

災が多く発生していることから、住民意識調査を実施

します。ご協力をお願いします。 

▼期 間 

９月１日（木）～９月２１日（水）まで 

▼実施方法 

無作為に抽出した１３０世帯に対して、消防職員に

よる電話での聞き取り調査（概ね２分程度） 

▼問い合わせ先 

南信州広域連合 飯田広域消防 高森消防署 

電話 ０２６５‐３５‐０１１９ 

 

 

 
戦国武将武田信玄は、戦の通信手段としてのろしを

使っていました。これを再現し、根羽村から高森町を

経由して上伊那へとつないでいきます。地域の歴史を

知るこの機会に皆さんのご参加をお待ちしています。 

▼日時 ８月２７日（土）   

○のろしリレー開始  午前１０時００分 

○高森会場の点火予定 午前１０時２０分 

  ▲！ 雨天または風が強い時は中止します。 

▼会場 吉田城山公園 

▼問い合わせ先 高森町教育委員会事務局 

 電話３５‐９４１６ 

 

 
 

 

妊娠中あるいは出産後、家族の支援が受けられない

場合や体調不良などで支援が必要な場合に、指定の事

業所にて家事や育児の支援を受けることができ、その

費用の一部を町が助成します。 

妊娠届出時に窓口にて、１枚５００円として使用で

きる家事応援券を１０枚お渡ししています。ぜひご利

用ください。 

８月１日から新たに「より楽しい子育てライフｈａ

ｈａｈａ」が加わりました。 
 

▼現在ご利用いただける事業所 
 

事業所名 電話番号 

認定ＮＰＯ法人 びすけっと ０２６５‐４８‐８０８７ 

マミーズケア 笑顔のたね ０５０‐５３７３‐８２８８ 

より楽しい子育てライフｈａｈａｈａ ０９０‐５３１９‐７４３０ 
 

▲！ それぞれの事業所の詳しい支援の内容については

町のホームページをご確認ください。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 

 

 
 
 

 

日展で活躍した下市田出身の日本

画家・棚田泰生の特別展を資料館「時

の駅」で開催します。今年は、没後

４５年と言うことで、おととし寄贈

された作品を含め、本館所蔵の全作

品３２点を展示します。 

６２歳という若さで、惜しまれな

がらその一生を終えた画家・棚田泰生の世界をご鑑賞

ください。 

併せて、第２回「時の駅」講座を開催します。当日

は講師による泰生の絵の解説があります。 
 

特別展示「棚田泰生展」 
 

▼期 間 ９月３日（土）～１０月２日（日） 

▼開館時間 午前９時００分～午後４時３０分 

▼場 所 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

▼休 館 日 ９月５日（月）、１２日（月）、１９日（月） 

２６日（月） 
 

第２回「時の駅」講座  
 

▼日 時 ９月１０日（土） 

午後１時３０分～午後３時００分 

▼場 所 高森町歴史民俗資料館「時の駅」学習室 

▼講 師 飯田市美術博物館 学芸員 小島淳
あつし

氏 

▼演 題 「伊那谷の日本画～棚田泰生を中心に～」 

▼受講料 ２００円（本講座のみの受講料） 

▲！ 事前の申し込みは不要です。 

▼問い合わせ先 高森町歴史民俗資料館「時の駅」 

電話３５‐７０８３ 

特別展示「棚田泰生展」と 

第２回「時の駅」講座 

南信農業試験場を一般公開します 

屋外の火の取扱いに係る 

住民意識調査の実施について 

産前産後家事支援事業 

新たに事業所を追加しました 

武田信玄狼煙
の ろ し

リレーを実施します 

http://www.pref.nagano.lg.jp/nannoshiken/
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井戸水・地元水道などを飲用水としてご利用の方を対

象に、水質検査を行います。この機会に水質検査を受け、

井戸水および地元水道が適正かどうかご確認ください。 

▼検査手順 

①受け付け、容器・水質検査申込書配布 

水質検査申込書と採水用容器を受け取ってください。 

○日 時 ９月１３日（火） 

午前８時３０分～午後５時００分 

○場 所 環境水道課 窓口 
 

 

②検査水を提出 
 ○日 時 ９月１４日（水） 

午前８時３０分～正午 

 ○提出物 水質検査申込書・採取した水 

 ○場 所 環境水道課 窓口 
  

③結果書の受領・検査料の支払い 

後日、（財）中部公衆医学研究所より結果書と、検査料の振

込用紙が郵送されます。金融機関にてお振り込みください。 
 

▼検査料 

▲！ 検査料金は自己負担となります。 

▲！ 検査の種類別に検査料金は異なります。（全て税込） 

①１１項目（基準項目） ７，８００円 

②１１項目（基準項目）＋ヒ素 ９，４００円 

③ヒ素のみ ２，８００円 

▼その他 当日都合が悪い場合は、(財)中部公衆医学

研究所（電話０２６５‐２４‐１７７７）

で随時受け付けを行っています。 

▼問い合わせ先 環境水道課 上下水道係 

電話３５‐９４０９ 

 

 

 
 

肥料・配合飼料の価格高騰により影響を受けている

農家に対して、経費の一部を補助します。 
 

肥料価格高騰緊急対策事業 

対象者 

町内に住所を有し農業収入の申告があ

り補助金受給後も引き続き営農を継続

する意思がある個人および団体 

支給額 １農家あたり最大２０万円 
 

畜産経営継続支援事業 

対象者 

町内に住所（法人にあっては主たる事

務所の所在地）を有し、販売目的の家

畜を飼育している個人および団体 

支給額 １農家あたり最大１５０万円 
 

▼申請方法 

 産業課窓口または町ホームページから申請書を入手し、必

要事項を記入の上、産業課農業振興係まで提出ください。 

▼申請期限 １０月３１日（月） 

▼そ の 他 詳しくは、町ホームページをご覧ください。 

▼問い合わせ先 産業課 農業振興係 

電話３５‐９４０５ 

 
 

 
 

 

 
 

▼日 時 ９月３日（土） 

午前９時００分～１１時３０分 

▼集合場所 下市田４区生活改善センター  

※採集・観察場所は順礼沢です。 

▼対 象 どなたでも参加できます。 

※小学校３年生以下は保護者が同伴してください。 

▼内 容 サワガニの話、採集と観察 

 ※９月はサワガニの産卵期のため、活発

な行動がみられます。 

▼講 師 大原 均さん（『高森町の動植物』調査員） 

▼服装など 水量の少ない川ですが、ぬれても良い服装、

長靴または川に入れる靴でご参加ください。 

▲！ ビーチサンダルは禁止です。 

▼持 ち 物 飲み物、タオル、虫よけ、 

カニを持ち帰りたい人は容器 

▼参 加 費 無料 

▼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連絡 

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３１日（水） 

▼そ の 他 

▲！ 新型コロナウイルス感染症予防のため、マスクを

着用の上ご参加ください。 

▲！ 当日発熱などで体調が優れない場合は、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 

 

 
 

町内の道路で、散歩中の犬のふんを放置したままに

する飼い主がいます。 

犬のふんが放置されてしまうと通学中の児童生徒

や通行者、近所の方の迷惑になります。飼い主のマナ

ーとして、ふんは必ず持ち帰るようにしましょう。 

▼問い合わせ先 環境水道課 環境係  

電話３５‐９４０９ 

 

 
 

 第３２回「平和へのかけはし使節団」の報告会を開

催します。団員５３名が集まり、これまでの活動を振

り返り、８月５日～７日に派遣した広島平和バスにつ

いて町民の皆さんへ報告を行います。 

 多くの皆さんのご来場をお待ちしています。 

▼日時 ９月３日（土）午前１０時～ 

▼会場 福祉センター大ホール 

▼内容 広島平和バスの報告および感想発表 ※申し込み不要 

▼問い合わせ先 高森町教育委員会事務局 

電話３５‐９４１６ 

井戸水・地元水道などの水質検査を受けましょう 

秋は、サワガニの子育ての季節。卵

や赤ちゃんのカニをお腹に抱いたメ

スガニに出会えるよ！ 

犬のふんは飼い主がきちんと始末しましょう 

 

農家の肥料・配合飼料価格高騰に対する

補助金の申請を受け付けます 

 

サワガニとり参加者募集 

令和４年度「平和へのかけはし使節団」報告会 

 



 

 

NO、３３９     ９ 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 
６日，１３日 

２０日，２７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 ２日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

牛牧短歌会 １４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 ２６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 ７日,２１日 福祉センター 午後７時３０分～ 健康体操 

オカリナ愛好会 ２７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 
４日，２５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 ８日，２２日，２９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 
７日，１４日 

２１日，２８日 
中央公民館 午後１時３０分～ 詩吟を楽しむ 

手まりの会 ２３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 
８日 

２２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 １３日,２０日,２７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 

１０日，１７日，２４

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 
７日，２８日 

１２日，  
中央公民館 

午後７時３０分～

午後１時００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 
２日,９日 

１６日，２３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 
１４日,２１日，２８

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～ 

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。 

★☽８月の 

夜間窓口は 

２５日 ☾★ 


