
市役所の住所　〒506-8555 花岡町2-18

募
集

情報情報のひろばひろば情報のひろば

高山市指定温泉保養施設等利用券の発行

受験資格　①昭和55年4月2日～昭和
63年4月1日の間に生まれた人
②昭和63年4月2日以降に生まれた人
で次に掲げる人
・大学を卒業した人、および平成22年
　3月までに卒業見込みの人
・人事院が上記に掲げる人と同等の
　資格があると認める人
申込期間　4月1日（水）～4月14日（火）
申込方法　必要書類を記入のうえ、　
　　（簡易書留）で申込む（4月14日ま
での通信日付印有効）。

料金　登録料3,000円（新規のみ）
　　　注射料3,070円
つり銭のないように用意してください。
持ち物　登録済みの方は、市役所か
ら届くハガキを必ず持参
※必ず犬をつかまえていることができる
方が連れてきてください（つかまえること
ができない場合は接種できない場合が
あります）。

国税専門官受験者募集
名古屋国税局総務部人事第二課
　 052-951-3511

問合先

犬の登録と狂犬病予防注射
健康推進課
　 35-3160

問合先

高山市指定温泉保養施設等利用券の発行
　65歳以上の方、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持
ちの方は、利用券を使用することで、高山市指定の温泉保養施設などを約半額の
料金で利用することができます。
《高山市指定温泉保養施設》 ジョイフル朴の木 宿儺の湯・四十八滝温泉しぶきの湯 遊湯館・ひ
だ荘川温泉 桜香の湯・ヘルシーランド奥飛驒 タルマのゆ・臥龍温泉 ひまわり・塩沢温泉 七峰館
《指定公衆浴場》 梅の湯・神田湯・弘法湯・鷹の湯・天満湯・中橋湯・松倉湯・桃の湯・ゆうとぴあ

問合先　高年介護課
　３５-３１８１

期間　平成21年4月1日～平成22年3月31日
平成21年4月1日より高年介護課、総合・山王福祉センター、身障会館、各
支所の13ヵ所で利用券を配布しますので、受付票に記入し、身分の証明でき
る保険証などと一緒に窓口に提示してください。
（交付は1人年1回限り、再発行はできません。）

申込
方法

対象　飛驒地域（高山市、飛驒市、　　　
　　　下呂市、白川村）の小学生
期日　4月～翌年2月まで毎月1 ～ 2回
時間　午前9時～午後3時の予定
場所　荒城農業体験交流館(国府町八日町)
定員　80人（超えた場合は抽選）
参加料　子ども１人につき年間5,000円
申込方法　4月10日（金）までに　　、
　　、　　（住所、氏名、電話番号、
性別、学校名、学年、保護者名を記入）

荒城農業小学校入学児童募集荒城農業小学校入学児童募集荒城農業小学校入学児童募集
　荒城農業小学校では、飛驒地域の小学生を対象として、農作業の体験や収
穫物の調理・販売体験、伝統文化の学習など、年間15回の授業を通じて、地
域の農業や文化を楽しく学びます。

申　込
問合先　

荒城農業体験交流館
　72-1066  FAX 72-1067
araki123@hidatakayama.ne.jp
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地区 実施日 時　間 場　　所 地区 実施日 時　間 場　　所 地区 実施日 時　間 場　　所

高

山

4月20日
（月）

9:00～ 9:20 市保健センター

久

々

野

4月23日
（木）

９:05 ～９:15 阿多粕公民館
清

見
4月24日
（金）

13:40 ～ 13:55 三ツ谷公民館
9:25～ 9:40 市民文化会館 ９:25 ～９:40 渚体育館 14:00 ～ 14:10 坂下　満成寺
9:45～ 9:55 女性青少年会館 ９:45 ～９:50 長淀　水口昭三宅前 14:20 ～ 14:30 巣野俣　ふるさと学校
10:05～10:20 森下ふれあい会館 10:00 ～ 10:05 大坊消防ポンプ庫前 14:55 ～ 15:00 楢谷公民館
10:25～10:40 片野会館東側消防庫前 10:10 ～ 10:20 小坊公民館 15:10 ～ 15:20 大原診療所
10:45～10:55 石浦公民館 10:30 ～ 10:40 坂屋公民館

国

府

4月27日
（月）

９:10 ～９:30 上広瀬公民館
11:00～11:10 千島公民館 10:50 ～ 11:05 小屋名診療所 ９:35 ～９:55 三川公民館

4月22日
（水）

９:00 ～９:10 ゆうとぴあ稲荷湯 11:10 ～ 11:20 大西公民館 10:00 ～ 10:10 村山公民館
９:20 ～９:30 思い出体験館前駐車場 11:25 ～ 11:30 柳島公民館 10:15 ～ 10:25 糠塚公民館
９:40 ～９:50 松原町公民館 11:35 ～ 11:40 久須母公民館 10:30 ～ 10:40 金桶公民館
10:00 ～ 10:15 原山スキー場駐車場 13:15 ～ 13:35 山梨公民館 10:50 ～ 11:10 瓜巣公民館
10:20 ～ 10:30 新宮公民館（消防庫横） 13:40 ～ 13:55 西洞公民館 11:20 ～ 11:45 桜野公民館
10:40 ～ 10:45 八日町前原公民館 14:00 ～ 14:20 久々野公民館　北駐車場 13:10 ～ 13:20 半田公民館
10:55 ～ 11:10 山田町公民館 14:30 ～ 14:45 上組公民館（宮　段分館地区含む） 13:25 ～ 13:35 木曽垣内公民館
11:15 ～ 11:25 緑ケ丘公民館 14:50 ～ 15:00 中組公民館 13:40 ～ 13:55 鶴巣公民館
13:00 ～ 13:10 桐生会館 15:05 ～ 15:30 久々野支所庁舎前 14:05 ～ 14:30 国府支所庁舎前
13:20 ～ 13:30 本母公民館

清

見

4月24日
（金）

９:00 ～９:25 清見支所車庫前

4月28日
（火）

９:10 ～９:40 三日町公民館
13:35 ～ 13:45 冬頭町公民館 ９:30 ～９:50 牧ヶ洞　七郷会館 ９:45 ～９:55 蓑輪公民館

朝

日

4月23日
（木）

９:30 ～９:50 上西洞公民館 ９:55 ～ 10:05 牧ヶ洞　了徳寺 10:00 ～ 10:10 今公民館
10:00 ～ 10:20 秋神研修センター 10:10 ～ 10:15 牧ヶ洞　上組公民館 10:15 ～ 10:25 宮地公民館
10:40 ～ 10:50 黒川公民館 10:25 ～ 10:30 夏厩　彦谷口バス停前 10:30 ～ 10:40 東門前公民館
11:00 ～ 11:10 浅井公民館 10:35 ～ 10:45 二本木　砂田宅前 10:45 ～ 11:00 八日町公民館
11:20 ～ 11:30 下青屋公民館 10:50 ～ 11:00 池本　野切橋 11:05 ～ 11:15 漆垣内公民館
11:40 ～ 11:50 上ヶ見公民館 11:05 ～ 11:15 江黒・大谷　大江橋 11:25 ～ 11:35 桐谷公民館
13:10 ～ 13:30 甲公民館 11:25 ～ 11:35 夏厩　プラネタリウム前 13:10 ～ 13:25 名張公民館
13:40 ～ 14:00 見座　お旅所前 11:40 ～ 11:50 上小鳥　集落センター 13:35 ～ 13:55 宇津江公民館
14:10 ～ 14:20 立岩公民館 13:00 ～ 13:15 藤瀬公民館 14:00 ～ 14:25 宇津江2区公民館
14:30 ～ 15:00 朝日公民館 13:20 ～ 13:35 福寄公民館

■平成21年度　犬の登録および狂犬病予防注射日程（4月分）


