
 

★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。 

 

 

 

 
 

 

 

 
▼掲載媒体と募集広告 

（１）広報高森 令和４年度発行５月号～翌年３月号 

 ○広告サイズ １枠あたり縦４５ｍｍ×横８３ｍｍ 

 ○募集枠と掲載料 ▲！ 掲載月数は応募者と調整します。 

  カ ラ ー １枠１月 ３，０００円 

  モノクロ １枠１月 ２，５００円 

（２）町の封筒 長形３号 

○募集枚数 １万枚 

○掲 載 料 １枚３円 

（３）窓口封筒 長形３号 
○募集枚数 １万枚 

○掲 載 料 １枚２円 

▼掲載申請できる方 

１年以上継続して事業を営んでおり、町税・料金な

どの滞納がない事業者 

▼掲載できない広告 

政治・選挙・宗教・風俗・貸金業関連の広告、事実

に反する表記を含む広告など 

▼申込期限 ４月１５日（金）午後５時 

▼申込方法 申込書に広告の原稿を添付し、下記へご

提出ください。申込書は、町ホームペー

ジや総務課で入手できます。 

●i 町ホームページのバナー広告は随時募集しています。 

▼申し込み・問い合わせ先 

広報高森について…総務課 企画振興係 

町の封筒について…総務課 行政係 

電話３５‐９４０２ 

窓口封筒について…健康福祉課 戸籍住民係 

電話３５‐９４１７ 

 

 

 

 

地域の皆さまに愛され、親しまれてきた吉田保育園

が、３月末をもって閉園します。閉園にあたり、園舎

を一般に開放します。 

遊戯室には、皆さまから寄せられたメッセージの

数々や、保育園の歴史が垣間見られるアルバムを展示

します。多くの園児の成長を見守り続けた園舎に、ぜ

ひお越しください。 

▼日 時 ３月２５日（金）午後１時～午後３時 

▼会 場 吉田保育園 

▼その他 事前の申し込みは不要です。直接会場にお

越しください。 

▲！ 職員室・調理室は一般開放していません。 

▼問い合わせ先 教育委員会事務局 こども支援係 

電話 ３５‐９４１６ 

 

 

 

 

 

 

 
 

保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的

事項を調査し、厚生労働行政の企画および運営に必要

な基礎資料を得ることを目的とした国民生活基礎調

査の、調査員を募集します。 

▼募集人員・調査地区 １人・下市田６区（出砂原１） 

▼任命期間 ４月～６月（予定） 

▼事務内容 調査員説明会出席、調査名簿等作成、 

調査票の配布・回収・点検・提出など 

▼報 酬 【参考 令和３年度調査員報酬】 

２３，４００円＋世帯割など 

▲！ 調査終了後に県から支払われます。 

▼応募要件 次の全てを満たす方 

１．原則として年齢が満２０歳以上の方 

２．警察、税務、選挙に直接関係のない方 

３．秘密保持や調査員業務に責任を持てる方 

４．暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない方 

▼応募期限 ３月２５日（金） 

▼応募方法 電話または窓口でお申し込みください。 

▼応募・問い合わせ先 総務課 企画振興係 

電話３５‐９４０２ 

 
 
 

町では、町長と懇談する団

体を募集しています。高森町

を暮らしやすく、より良い町

にするため町長が懇談に出

かけます。趣味のサークルや

会社の集まりなど、少人数の

集まりも歓迎します。申し込みの期限はありませんの

でお気軽にお申し込みください。 
 

▼日 時 ご希望の日時（日程調整します）。 

▼場 所 ご希望の場所に出かけます。 

▼内 容 懇談のテーマをお知らせください。子育

てなど身近な話題もお待ちしています。 

▼そ の 他 テーマや懇談の方法など、お気軽にご相

談ください。 

▼申し込み・問い合わせ先 総務課 企画振興係 

電話３５‐９４０２ 

 

 
 

 

かきまる健康チャレンジの達成を４月以降に申請

した方は、３，０００円分の活気アップ商品券または

Ａｍａｚｏｎギフト券から景品を選べるようになり

ました。新規のご参加も随時募集しています。ぜひこ

の機会にご参加ください。 

▼問い合わせ先 健康福祉課 健康係 

電話３５‐９４１２ 

 
高森町役場総務課 

℡３５－３１１１(代表) 

令和 4 年３月１８日発行 高森町役場からの 

お知らせ版 
国民生活基礎調査 調査員を募集 「広報高森」「町の封筒」「窓口封筒」の

広告を募集 

町長と懇談しませんか 

吉田保育園の閉園と 

園舎の一般開放 

かきまる健康チャレンジに参加して 

Ａｍａｚｏｎギフト券をゲットしよう 



 

★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。 

 

 
 身体などに障がいのある方が所有する軽自動車な

どにかかる軽自動車税（種別割）は、減免が受けられ

る場合があります。該当する方は、減免の申請をして

ください。 

▼減免対象 一定の基準以上の障がいのある方で、障

がいのある本人が所有する軽自動車、原

動機付自転車または二輪車など（１８歳

未満の身体障がい者または、精神障がい

者で本人と生計を一にする方が所有す

る車両を含む）。１人１台に限ります。 

▲！ 普通自動車税の減免を受けている方は、軽自動車

税（種別割）の減免申請はできません。 

▼申請期限（令和４年度課税分） ５月２日（月） 

▼申請時に持参していただく書類 

○障がい者手帳 ○免許証 ○車検証 

○個人番号カードまたは通知カード 

▼そ の 他 障がいの区分、等級の詳細は、下記まで

お問い合わせください。 

▼申請・問い合わせ先 税務会計課 税務会計係 

電話３５‐９４１３ 

 

 
統一標語 

「山火事を 防ぐあなたの 心がけ」 
空気が乾燥し、風が強くなる春は山火事が多い季節

です。山火事を防ぐために以下の点を心掛けましょう。 

○枯れ草等のある火災の起こりやすい場所では、たき

火はしないこと。 

○たき火等火気の使用中はその場を離れず、使用後は

完全に消火すること。 

○強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしないこ

と。 

○火入れを行う際、町の許可（森林法第２１条関係）

を必ず受けるとともに、あらかじめ必要な防火設備

を準備すること。 

○たばこは指定された場所で喫煙し、吸いがらは必ず

消すとともに、投げ捨てないこと。 

○火遊びはしないこと、また、させないこと。 

▼問い合わせ先 産業課 森林保全係 

電話３５‐９４０５ 

 

 
 不動産評価等に関する事項について、不動産鑑定士

による無料相談会を開催します。事前予約は不要です。 

▼日 時 ４月６日（水）午前１０時～午後４時 

▲！ 正午～午後１時は休憩時間です。 

▼会 場 飯田市役所 ３階 Ｃ３１３会議室 

▼その他 

▲！ 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・手指の消毒をお願いします。 

▼問い合わせ先 

一般財団法人 長野県不動産鑑定士協会 

電話０２６‐２２５‐５２２８ 

 

 

 

 

 

高森町立図書館では、令和３

年度地域発元気づくり支援金を

活用した『今村清之助～歴史人

物 まんがで知る ふるさと伊

那谷～』の発行を記念し、「清之

助を知る会」を開催します。参

加費は無料で、事前申し込みは

不要です。また、参加者には栞

をプレゼントします。 

併せて、パネル展「まんがで

知る 清之助の生涯」を開催します。 

清之助を知る会 
 

▼日 時 ３月２４日（木）午前１０時３０分～ 

▼会 場 高森町中央公民館 ２階 

▼対 象 小・中学生と一般 

▼内 容 

（１）今村清之助の紹介 

江戸末期から明治時代、渋沢栄一らと共に日本

経済のもとを築いた、高森町出身の今村清之助

を紹介します。 

（２）漫画家アサミネ鈴さんによる作画実演と制作秘話 

作画を担当した高森町在住の漫画家・アサミネ

鈴さんが、作画の様子を実演し、キャラクター

作りについて語ります。 

（３）編集者と監修委員の方による制作秘話 

作成に携わった編集者や監修委員の方が、本づ

くりについて語ります。 
 

パネル展 「まんがで知る 清之助の生涯」 
 

▼期 間 ３月２４日（木）～４月３日（日） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

▼会 場 高森町中央公民館ロビー 

▼問い合わせ先 高森町立図書館 

電話３５‐９４３４ 

 

 
信州たかもり熱中小学校では、４月授業の一般聴講

生を募集します。事前の申し込みは不要です。 

▼日 時 ４月１６日（土） 

午後３時３０分～４時３０分 

▼会 場 高森町アグリ交流センター 

▼講 師 寺本 英仁さん（島根県邑南町役場職員・

邑南町観光協会常務理事、寺本さんは『Ｎ

ＨＫ プロフェショナル 仕事の流儀』でス

ーパー公務員として紹介されました。） 

▼演 題 「日本の田舎を元気に！」 

▼参加料 ２，０００円 

▼その他 

▲！ 新型コロナウイルスの状況によってオンライン授

業に変更することがあります。ご了承ください。 

▼問い合わせ先 信州たかもり熱中小学校事務局 

電話４８‐８０６６ 

熱中小学校 一般聴講生募集 

不動産鑑定士による無料相談会 

軽自動車税（種別割）の減免 『今村清之助～歴史人物まんがで知る 

ふるさと伊那谷～』 

発行記念 清之助を知る会＆展示を開催 

春の山火事予防運動 



 

★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 程 

４月２０日（水） 

会場 時間 
竜口龍の里会館 午前 ９時００分～ ９時１５分 

旧山吹下集会所前 午前 ９時２５分～ ９時３５分 

山吹区事務所 午前 ９時４５分～ ９時５５分 

上平地区館白髭の社 午前１０時０５分～１０時１５分 

融和の里新田地区館 午前１０時２５分～１０時３５分 

山吹上生活改善センター 午前１０時４５分～１１時００分 

山吹中生活改善センター 午前１１時１０分～１１時２０分 

訪問注射①（※要予約）   

吉田西地区館 午後 １時１０分～ １時２５分 

吉田区民会館 午後 １時３５分～ １時５０分 

吉田南地区館 午後 ２時００分～ ２時１５分 

町民体育館前 午後 ２時２５分～ ２時４５分 

訪問注射②（※要予約）   
  

４月２１日（木） 

会場 時間 

下５会館 午前 ９時００分～ ９時１５分 

下市田区民会館 午前 ９時２５分～ ９時４０分 

積善会館 午前 ９時５０分～１０時００分 

下市田ライスセンター 午前１０時１０分～１０時２０分 

出砂原おまつり広場 午前１０時３０分～１０時４０分 

原町陣屋区民会館 午前１０時５５分～１１時１０分 

大島山区民会館 午前１１時２０分～１１時３０分 

牛牧ふれあい広場 午前１１時４０分～正午 

訪問注射③（※要予約）   
  

５月１５日（日） 

会場 時間 
下市田区民会館 午後１時３０分～１時５５分 

牛牧ふれあい広場 午後２時１０分～２時３５分 

吉田区民会館 午後２時４５分～３時０５分 

やすらぎ荘別館 午後３時２０分～３時４０分 

訪問注射④（※要予約）  

 

 

 

犬の飼い主は、毎年１回狂犬病の予防注射を受けさせる義務があります。 

皆さんの愛犬のために必ず接種をお願いします。 

狂犬病予防注射と犬の新規登録 

 

 

 

ウクライナに支援の輪を！ ウクライナ人道支援募金にご協力ください！ 

 

１ 狂犬病予防注射 

▼対 象 生後９１日以上の犬 

▼料 金 １頭３，６００円 

▲！ お釣りが要らないようにご準備ください。 

▼持ち物 案内はがき（はがきが届いている方は必ずお持

ちください）、注射を受ける犬の頭数分の料金 

▼備 考 

○令和４年２月以降に登録された犬の飼い主の方に

は案内はがきをお送りしていませんが、狂犬病予

防注射を受けることができます。 

○健康に異常のある犬、過去に狂犬病予防注射後に異常を

起こしたことのある犬は動物病院で注射してください。 

○正当な理由がなく実施されない場合、狂犬病予防

法違反として罰せられることがあります。 

○犬が既に死亡している場合は届け出てください。

電話連絡でも構いません。 

▲！ 新型コロナウイルス対策のためマスクを着用の上ご来場ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２ 新規登録 
▼対 象 未登録の犬、新しく飼い始めた犬 

▼料 金 １頭３，０００円 

▼備 考 右の狂犬病予防注射の会場で登録の手続きが

できます。狂犬病予防注射と併せて未登録の犬

は登録してください。新規で登録される場合

は、登録料金と注射料金を合せてご用意くださ

い（新規登録と予防注射１頭６，６００円）。 

▼申し込み・問い合わせ先 環境水道課 環境係 

電話３５‐９４０９ 

 

 

 

 

 

訪問注射を希望する場合 

 事前に申し込みが必要です。４月１５日（金）

午後５時までにお申し込みください。お申し

込みの際に希望時間を確認の上、日程調整を

します。 

▲！ 注射料金とは別に、訪問料金（１軒につき

２，５００円）をお支払いいただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

町では「総合格闘技団体 空手道禅道会」のウクライナ支援活動の趣旨に賛同

し、役場本所・支所の窓口、教育委員会事務局窓口に募金箱を設置しています。

皆さまのあたたかなご支援をお願いします。募金は禅道会ウクライナ支部を通じ

て、現地の支援活動に充てられます。 

▼問い合わせ先（募金箱の設置に関すること） 健康福祉課 福祉係 

電話３５‐９４１３ 

▼空手道禅道会より町民の皆さまへ 

２月２４日に始まったロシアによるウクライナへの侵攻で、一般市民にも大き

な被害が出ています。苦しい状況が続く中、総合格闘技団体 空手道禅道会のウ

クライナ支部のスタッフが、食糧・医療・衣服など、市民の生活を支援するため

に活動を始めました。皆さまに募金のご協力をお願いしています。 

▼問い合わせ先（募金に関すること）総合格闘技団体 空手道禅道会 

電話３５‐８６１５ 

 



 

 

NO、３３４     ４ 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 福祉センター 午後２時～ 絵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 ８日 時の駅 午後１時３０分～ 短歌を楽しむ 

牛牧短歌会 １３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 １１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 ６日,２０日 福祉センター 午後７時３０分～ 健康体操 

オカリナ愛好会 １２日,２６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 
１０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 １４日,２８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 
６日 

１３日,２０日,２７日 
中央公民館 

午前１０時～ 

午後１時３０分～ 
詩吟を楽しむ 

ひまわり健康体操教室 １４日,２８日 福祉センター 午前１０時～ 健康な体づくり 

真向法 
５日,１２日 

１９日,２６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 
２日,１６日,３０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 
６日,１３日,２０日 

２５日 
中央公民館 

午後７時３０分～ 

午後１時～ 

初心者歓迎 

セルフケア教室（ピラティックス＆ストレッチ） 

 

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。 

★☽３月の 

夜間窓口は 

２５日 ☾★ 


