
 

 

 

 

 

 
 

 

（選挙管理委員会） 

八百津・錦織地区にお住まいの有権者のみなさまへ  

今回の選挙は投票所が変更になります！ 

１０月２２日執行予定の第４８回衆議院議員総選挙・第２４回最高裁判所裁

判官国民審査における八百津中央投票区の投票所が変更になります。 
 

八百津中央投票区（八百津・錦織地区にお住まいの方対象）の 

投票所を、八百津町ファミリーセンターから、 

八百津町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館に変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お気をつけください・・・投票所入場券が変わります 
 

今回の選挙から、投票所入場券が、厚紙はがきタイプから、封書タイプに

変わります。 
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お 知 ら せ 版 八百津町役場 

第１３号（平成２９年１０月５日発行） ☎４３－２１１１ 

駐車場 

コーポ 

やおつ前 

駐車場 

 
出入口 

ファミリーセンター 

第４駐車場 福祉センター 

ゆうゆう 

八百津小学校 

体育館 

八百津町 

B&G海洋 

センター 

体育館 

八百津町 

ファミリーセンター 

国道４１８号線 
投票所となる 

八百津町Ｂ＆Ｇ 

海洋センター体育館は、 

ファミリーセンターの 

東側に隣接しています。 

これまでの投票入場券 

厚紙はがきタイプ 

（
裏
面
） 

（
表
面
） 

（表面） （開封した内面） 

新しい投票所入場券 

封書タイプ 

お問い合わせ先 

八百津町選挙管理 

委員会 

電話 43-2111 

（内線 2221） 

 



（秘書室） 

町民の健康を守るお仕事です！ 

八百津町職員（保健師）採用試験のご案内 

八百津町では、平成３０年４月１日採用の保健師を募集します。 
 

○募集職種・人員・応募資格 
職 種 人 員 試験区分 応 募 資 格 

保健師 若干名 大卒程度 

 

平成３０年３月に学校教育法に基づく大学又は大学

院を卒業する見込みの方で、保健師免許を有する方

又は取得する見込みの方。 
 

 

○採用試験 

（１次試験） 
日  程 場  所 試 験 内 容 

11 月 22 日(水) 

八百津町 

保健 

センター 

①実技試験 

保健指導試験（１５分間＋質疑５分） 

・事前に赤ちゃん訪問事例を配布 

・配布情報を元にアセスメントを作成 

・保健指導の実施 

②プレゼンテーション試験（５分間＋質疑５分） 

・テーマ 

「八百津町の現状から考察する課題の 

解決に向けた取り組み 

～自分の強みを活かせ！～」 

・事前に健康情報を配布 

・配布情報を元に課題の発掘と解決に向けて自分 

の強みを盛り込んだ企画を提案 

（方法は問いません。ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ使用も可） 

 

（２次試験） 

日  程 場  所 試 験 内 容 

11 月 26 日（日） 八百津町役場 

① 個人面接   

個別面接による知識や資質等の評価 

② 作文 

テーマ「私の職業観 志望動機と目標」 

指定原稿用紙６００字程度（事前提出） 

 

○合格通知 12 月上旬までに本人あてに通知します。 
 

○受験申込手続 

申
込
手
続
な
ど 

１．所定の申込書に必要事項を記入して八百津町役場秘書室まで提出してくだ

さい。 

２．郵送の場合は封筒表に「採用試験」と朱書きし、書留又は簡易書留にて郵

送してください。 

３．申込者には後日、受験票及び試験の日程等を郵送します。 

４．申込書の用紙は、１０月１０日（火）から１１月２日（木）までの間

（土・日曜日及び祝日を除く。）に、八百津町役場秘書室秘書人事係へ請

求してください。 

５．申込書の郵送を希望する場合は、送付先住所、氏名、連絡先が分かる書類

とともに１２０円分の切手を同封して同係宛に請求してください。 

 

八百津のために 

一緒に働く仲間を 

募集します！ 

 



○受付 

受 

付 

１．申込書は、１０月１０日（火）から１１月６日（月）まで受け付けます。 

２．土曜日、日曜日及び祝日は受け付けを行いません。 

３．郵送の場合は、１１月２日（木）の消印のあるものに限り受け付けます。 
 

八百津町役場：〒505-0392 岐阜県加茂郡八百津町八百津 3903-2 

 
（地域振興課） 

八百津を元気に！ 

町民のみなさまの自主的な活動を応援します！ 

八百津町を元気にする町民のみなさまの自主的な活動を応援するために、 

平成３０年度八百津町まちづくり事業補助金説明会を開催します。 

町民のみなさまが自主的に実施する、地域の活性化や課題の解決につながる

「まちづくり事業」に対して補助を行います。 

事業の募集にあたり、説明会を開催しますので、団体活動を活発にしたいと

お考えの方は、ぜひお気軽にお越しください。 
 

○と き １０月２８日（土） 午前１０時～１２時 

○と こ ろ 役場西側 防災センター 1 階  

○対象事業 ◆ハード事業 商工会・NPO・八百津町内で活動する５人

以上の町民活動団体が対象 ５年以上継続して運営する施設 

◆ソフト事業 八百津町内で活動する５人以上の町民活動団

体が対象 

 

（潮南出張所） 

八百津の秋の風物詩・・・ 

第２２回潮南ヘボ祭りを開催します 

八百津の秋を代表するグルメ、ヘボ（地蜂）。 

潮南出張所では、毎年多くのお客様が訪れるヘボ祭りを今年も開催します！ 

愛好家のみなさんが丹精こめて育てたヘボの巣のコンテストやオークション、

ヘボの巣の重さ当てクイズなど、楽しいイベントが盛りだくさんです。 

秋の１日に、みなさまぜひお出かけください。 
 

○と き １０月２９日（日） 午前９時３０分から午後１時 

○と こ ろ 潮南環境改善センター 駐車場周辺 

○催しもの ・ヘボ飯引換券配布（午前９時３０分から） 

※先着３５０名限定。１食３００円の協力金をお願いします。

お 1 人様１食限りとさせていただきます。 

※ヘボ飯の引換は、もち投げ大会終了後となります。 

・ヘボの巣コンテスト 

・クイズ！グラムを当てよう（賞品あり） 

コンテスト優勝者のヘボの巣の重さを予想してみましょう！ 

※投票は１人１枚限り、午前１０時で締め切ります。 

・ヘボの巣オークション 

・もち投げ大会 

○そ の 他 地域特産品等バザーや飲食ブースもあります。お楽しみに！ 

お問い合わせ先 

地域振興課 

地域振興係 

電話 43-2111 

（内線 2252） 

 

お問い合わせ先 

潮南ヘボ祭り 

実行委員会事務局 

（潮南出張所内） 

電話 42-1001 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

秘書室 

秘書人事係 

電話 43-2111 

（内線 2202） 
 



和知小● 

兼山橋 

木曽川 

稲葉橋 

八百津トンネル 

八百津へ 

美濃加茂へ 

川辺へ 

●稲葉城公園 

和知グラウンド 

（和知まちづくりの会） 

みんなで来てね！ 

Ｈ２９秋の和知フリーマーケット開催！ 

「秋の和知フリーマーケット」を開催します。 

昨年まで「稲葉城公園フリーマーケット」として 

稲葉城公園で開催していた秋のフリーマーケット。 

今年からは会場を変更し、和知グラウンドで開催する 

ことになりました。 

みなさまお誘い合わせの上、ぜひご来場ください。 
 

○と き  １０月２９日（日）午前 9 時から午後 3 時 

※雨天またはグラウンド状態不良の場合は 

１１月 5 日（日）に延期します。 

    （延期・中止のときは、和知出張所の 

入り口に表示します。） 

○ところ  和知グラウンド（和知センター敷地内）  

○スケジュール 午前１０時～ 八百津中学校吹奏楽部演奏 

   午前１１時～ 沖縄島唄キジムナー演奏 

   午後１時～  岐阜サブニュマ演奏 

   午後２時３０分～ 餅なげ 

 

稲葉城公園写真展を開きます！ 
今年の秋の稲葉城公園をアピールする写真を撮影し、 

当日会場の展示コーナーまでお持ちください。 

（写真サイズはＬ判） 

先着５０名さまに粗品を進呈します。 

多数のご応募をお待ちしています！ 
 

 
 

 

（八百津町赤十字奉仕団） 

チャリティーバザーにご協力お願いします 

八百津町赤十字奉仕団では高齢者に対する福祉サービスを行うため、今年も

産業文化祭にてチャリティーバザーを開催します。 

近年、福祉サービスの対象となる方は年々増加しており、かかる費用も多く

なっています。 

そこで今年もご理解・ご協力いただける方にお願いし、福祉サービスをさら

に充実させていきたいと考えています。町民のみなさまのあたたかいご協力

をお願いします。 

バザーにご提供いただける品物がありましたら、誠に恐縮ですが、地域の赤

十字奉仕団員宅へ１１月５日（日）までにご連絡ください。（お住まいの地

域の赤十字奉仕団員が分からない場合は右記までお問い合わせください。） 

 

 

お問い合わせ先 

赤十字奉仕団 

事務局 
（社会福祉協議会内） 

電話 43-4462 

ファ 

お問い合わせ先 

和知まちづくりの会 

事務局：山本 

電話 090-5618-

0337 

ファ 

子どもたちのための 

アメのつかみ取り 

ゲームもあるよ！ 



（岐阜大学） 

「森は岐阜の宝もの」 
環境ユニバーシティフォーラムを開催します！ 

岐阜大学では、平成２１年１１月２７日の「環境ユニバーシティ」宣言日に

ちなみ、毎年１１月を「岐阜大学環境月間」と定め、さまざまな関連行事を

行っています。 

この環境月間の一環として、環境ユニバーシティフォーラム「森は岐阜の宝

もの～この宝を未来に引き継ぐために～」を公開します。どなたでもご参加

いただけますので、ぜひご来場ください。 

○と き １１月１日（水） 午後１時３０分から３時 

○ところ 岐阜大学 全学共通教育講義棟 １０５番講義室 

  （岐阜市柳戸１－１） 

○内 容 １．講演 『森は岐阜の宝もの』 

～この宝を未来に引き継ぐために～ 

    講師：岐阜県立森林文化アカデミー 教授 横井秀一氏 

  ２．対談 『横井秀一氏 × 向井譲氏（岐阜大学応用生物科学部教授） 

○その他 参加費は無料です。 

事前のお申し込みは不要です。 

 

（建設業退職金共済事業本部） 

ごぞんじですか？建退共制度 

建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき、建設現場で働く方の福祉の

増進と、建設業を営む中小企業の振興を目的に設立された退職金制度です。 

この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じて、掛金となる共

済証紙を共済手帳に貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたとき

に、建退共から退職金を支払う、という建設業界全体での退職金制度です。 

加入できる事業主：建設業を営む方 

対象となる労働者：建設業の現場で働く方 

掛金：日額３１０円 

★特徴 

・国の制度なので安全、確実、お申し込み手続きは簡単です。 

・経営事項審査で加点評価の対象となります。 

・掛金の一部を国が助成します。 

・掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費として扱

われ、税法上全額非課税となります。 

・事業主が変わっても、退職金は企業間を通算して計算されます。 

★建退共特例措置のお知らせ 

建退共では、地震などにより災害救助法が適用された皆様に対し、各種手続

の特例措置を実施しています。 

★建退共から事業主のみなさまにお願い 

・共済証紙は、労働者の就労日数に応じて、適正に貼付してください。 

・「建設業退職金共済手帳」を所持している労働者が、建設業界を引退する

ときは、忘れずに退職金を請求するようにご指導ください。 

詳しくは「建退共」ホームページをご覧ください。 

 

お問い合わせ先 

岐阜大学 

環境対策室 
（施設環境部 

環境企画課） 

電話 058-293-

2117 

ファ 

お問い合わせ先 

建設業退職金 

共済事業本部 

岐阜支部 

電話 058-276- 

3744 

ファ 
建退共 検 索 



（わくわく体験館） 

ガラス工芸講座の受講生を募集します 

わくわく体験館では、クリスマスにぴったりの「スノードーム作り講座」

と、吹きガラスの基礎を学ぶ「吹きガラス基礎講座Ⅲ」を開講します。 

お気軽にお申し込みください！ 

講座名：トンボ玉を作るスノードーム 

○と き ①１１月１２日（日）午前 9 時から正午 

  ②１１月１３日（月）午前 9 時から正午 

○ところ わくわく体験館 

○内 容  トンボ玉で作ったツリーや雪だるまを、ガラスドームの中

に入れて、キラキラのスノードームを作ります。 

○定 員 ①② 各 16 名（お申し込み多数の場合は抽選） 

○参加費 ４，０００円（材料費・消費税込み） 

講座名：吹きガラス基礎講座Ⅲ 

○と き ①金曜日コース 11/10、11/17、11/24、 

12/1、12/8、12/15 （全 6 回） 

いずれも午後 1 時から４時 

  ②土曜日コース 11/11、11/18、11/25、 

12/2、12/9、12/16 （全６回） 

いずれも午前 9 時から正午 

○内 容  6 回の講座で吹きガラスの基礎を学びながら、作品作りを 

お楽しみいただきます。 

○定 員 ①② 各 3 名（お申し込み多数の場合は抽選） 

○参加費 １５，０００円（材料費・消費税込み） 
 

２講座共通 

○対 象 大人 

○ところ わくわく体験館 

○講 師 わくわく体験館ガラス工芸講師 

○お申し込み １０月２９日（日）までに、お電話または窓口で直接お申し

込みください。 

 

 

（中部電力(株)加茂営業所） 

停電情報はスマートフォンで確認 

中部電力では、スマートフォンに停電情報をお知らせするアプリ「きずなネ

ット」を運用中です。 

このアプリは停電情報をプッシュ通知でスマートフォンに受け取ることがで

きます。また、このアプリでは、停電情報のほかに、天気情報や地震・津波

情報、防災情報など、暮らしに役立つ便利な情報も配信します。この機会に

ぜひご利用ください。 
 

  ※スマートフォンでこちらの QR コードを読み取って、 

   「きずなネット」アプリを入手のうえ、希望する地域 

を登録してください。複数地の配信設定も可能です。 

 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

わくわく体験館 

（可児市塩河 

1071-4） 

電話 65-1515 

ファ 

お問い合わせ先 

中部電力(株) 

加茂営業所 

電話 0120- 

985-232 

ファ 



主催：八百津町教育委員会 ☎０５７４-４３-０３９０

※ささゆりコンサートは、入場無料・申込不要の気楽なコンサートです※

開場18:30 開演19:00

１０月２０日（金）

会場：八百津町ファミリーセンター
２階 大研修室

みんなで
来てね！

【プロフィール】
岐阜県美濃加茂市出身。３歳からピアノをはじめ、１２歳の頃サックスの魅力に
惹かれサックスをはじめる。
これまでにクラシックサックスを亀井明良、小串俊寿両氏に師事。室内楽を
亀井明良、服部吉之両氏に師事。ジャズサックスを小濱安浩氏に師事。
第２７回 名古屋音楽大学卒業演奏会
２００６年 ヤマハ新人演奏会
第２２回 岐阜県新人演奏会に出演

大学在学中、ファブリス・モレティ氏によるマスタークラスを２度受講。
在学中より、さまざまな演奏会、吹奏楽、結婚式場、デイサービス施設、なご
やサックスフェスタ、室内楽等各種編成のアンサンブルでの演奏会にも出演。
愛・地球博ドイツレストランにて演奏。めいおんジャズオーケストラのライブで
はリードアルトを担当。
現在、３児の母として、子育てをしながら演奏活動、ピアノ、サックスの指導に
あたっている。

出演：松岡千華（saxophone）

井戸直美（piano）

プログラム

川の流れのように
さとうきび畑
音楽で世界旅行
～クラッシック・ピアノ
連弾・ジャズ～

花は咲く
糸

…etc.

※プログラムは変更に
なることがあります。

松岡千華（saxophone）

入場
無料

思わず口ずさんでしまう、あの名曲
を美しいメロディーでお届けします。
みんなで歌いましょう♪


